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令和元年５月羽島市教育委員会定例会会議録 

 

○日  時 令和元年５月３０日（木曜日）午後１時２０分から午後２時５５分まで 

 

○場  所 羽島市教育センター ２階 研修室 

 

○議事日程 

日程第 １          会議録署名委員の指名 

日程第 ２  報第１１号  令和元年度準要保護児童の追加認定の報告について 

日程第 ３  報第１２号  羽島市教育委員会の後援等承認の報告について 

日程第 ４  承第 ３ 号  臨時代理の報告並びにその承認について（臨時代理第３号 

羽島市議会提出議案（令和元年度羽島市一般会計補正予算

（第１号）に同意することについて ）） 

日程第 ５  議第２５号  羽島市議会提出議案（令和元年度羽島市一般会計補正予算

（第２号））に同意することについて 

日程第 ６  議第２６号  羽島市議会提出議案（羽島市公民館条例の一部を改正する

条例）に同意することについて 

日程第 ７  議第２７号  羽島市議会提出議案（羽島市文化センター条例の一部を改

正する条例）に同意することについて 

日程第 ８  議第２８号  羽島市議会提出議案（羽島市竹鼻町屋ギャラリー条例の一

部を改正する条例）に同意することについて 

日程第 ９  議第２９号  羽島市議会提出議案（羽島市屋外運動場設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例）に同意することについて 

日程第１０ 議第３０号  羽島市議会提出議案（羽島市立学校屋外運動場照明施設設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例）に同意す

ることについて 

日程第１１ 議第３１号  羽島市議会提出議案（羽島市柔剣道道場設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例）に同意することについて 

日程第１２ 議第３２号  羽島市議会提出議案（羽島市弓道場設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例）に同意することについて 

日程第１３ 議第３３号  羽島市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関す

る規則について 

日程第１４ 議第３４号  羽島市立学校通学区域審議会委員の委嘱について 

日程第１５ 議第３５号  羽島市学校結核対策委員会委員の委嘱について 

日程第１６ 議第３６号  羽島市社会人権教育推進協議会委員の委嘱について 

日程第１７ 議第３７号  羽島市歴史民俗資料館運営協議会委員の委嘱について 

日程第１８ 議第３８号  羽島市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

日程第１９        その他 

               １ 各課の事業進捗状況 
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○出席者          

教 育 長        森   嘉 長 

教 育 委 員        今井田 眞千子 

教 育 委 員        黒 田   淳 

教 育 委 員        今 枝   甫 

教 育 委 員        向 井 ゆかり 

○説明のために出席した者 

      事 務 局 長        不 破 康 彦 

教育総務課長          小 川 隆 正 

      学校教育課長補佐      高 橋 浩 之 

      生涯学習課長        酒 井   茂 

      スポーツ推進課長      箕 浦 勝 博 

            図 書 館 長                安 田 圭 祐 

北部学校給食センター所長  竹 内 弘 明 

      兼南部学校給食センター所長 

 

【午後１時２０分 開会】 

 

△開会 

◎教育長 皆様、今日は。 

 新年度がスタートして２ヶ月が経過し、市内の幼稚園、小中学校、義務教育学校におい

ては、教育活動が軌道に乗ってきております。 

５月２５日には、市内３つの小学校で運動会が行なわれました。 

高温多湿の状況でしたが、健康に十分配慮されたうえで、充実した催しとしていただけ

ました。 

今週末の６月１日にも２つの小学校で運動会の開催が予定されております。 

地域行事の中には、子供たちと連携がみられるものもあり、５月２６日に開催された竹

鼻南コミュニティセンター主催の「防災訓練」には小学生・中学生も参加し、中学生は炊

き出し等の活動の手伝いや運営にあたっている生徒もいました。 

一方、報道されておりますとおり、想定外の交通事故や無差別殺人など、子どもが犠牲

になる事故・事件が起きています。 

いじめや生徒指導上の問題とあわせ、教育委員会・学校管理職の危機管理に対するリス

クマネジメントはもとより、全教職員の意識を高めるよう働きかけていきたいと思います。 

昨日、５月２９日には、チャレンジデー２０１９が開催されました。 

羽島市の参加者は、41,632 人、参加率は、昨年度より 3.0％上昇し 61.3％で、対戦相手

の福島県伊達市を上回り、２年ぶりの勝利となりました。 

 当日は、朝から各イベントに参加しましたが、大変よい汗をかくことができました。 

 それでは、５月の定例教育委員会会議となりますが、よろしくお願いいたします。  
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◎教育長 本日は、５名の委員が出席しており、会議は成立いたします。 

本日の議題は、報告案件が２件、承認案件１件、議案が１４件となっています。 

 

△日程第１ 会議録署名委員の指名 

◎教育長 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。本日の会議録署名委員は、向井

委員さんにお願いいたします。 

 

△日程第２  報第１１号 令和元年度準要保護児童の追加認定の報告について 

 

◎教育長 次に、日程第２ 報第１１号 令和元年度準要保護児童の追加認定の報告につ

いてを議題といたします。この案件につきましては、個人情報でありますことから、秘

密会で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（関係者以外退席） 

 

◎教育長 事務局から説明を願います。 

   

（内容等を説明報告する。） 

 

◎教育長 ここで秘密会を解きます。 

 

（関係者以外入席） 

 

△日程第３ 報第１２号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告について 

◎教育長 次に、日程第３ 報第１２号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告について

を議題といたします。順に説明願います。 

 

◎学校教育課長補佐 以下の後援事業の申請者、目的、事業開催内容等を説明報告する。 

（みんなあつまれ！わくわく広場） 

 

◎生涯学習課長 以下の後援事業の申請者、目的、事業開催内容等を説明報告する。 

（スコーレ家庭教育講座） 

（第 12回「家族のきずな」エッセイ事業） 

（第 56回教育者研究会） 

（ぎふ羽島吹奏楽団第 18回定期演奏会） 

（「大仏寺能楽・竹鼻祭囃子教室および発表会」事業） 

（羽島原爆展） 

（和太鼓夏まつり“夏打！ＤＯＮ！”） 
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◎スポーツ推進課長 以下の後援事業の申請者、目的、事業開催内容等を説明報告する。 

（第 22回連盟杯卓球大会） 

（第 11回ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会選手選考会） 

（第 12回岐阜県民スポーツ大会） 

 

◎教育長 この議題は、報告案件ですので、よろしくお願いいたします。 

 

△日程第４ 承第３号 臨時代理の報告並びにその承認について（臨時代理第３号羽島市

議会提出議案（令和元年度羽島市一般会計補正予算（第１号）に

同意することについて ）） 

◎教育長 次に、日程第４ 承第３号 臨時代理の報告並びにその承認について（臨時代

理第３号羽島市議会提出議案（令和元年度羽島市一般会計補正予算（第１号）に同意す

ることについて ））を議題といたします。事務局より説明願います。 

 

◎教育総務課長 それでは、歳出からご説明させていただきます。 

  １０款２項１目学校管理費につきましては、５１２万３千円を増額させていただくも

のでございます。 

これにつきましては、足近小学校普通学級及び正木小学校特別支援学級が前年度より

増級したことに伴う空調機器等設置工事費でございます。 

 次に、１０款３項１目学校管理費につきましては、３５１万円を増額させていただく

ものでございます。 

これにつきましては、羽島中学校北舎 2 階東階段防火戸改修工事費でございます。 

次に、１０款７項１目保健体育総務費につきましては、１０３万５千円を増額させて

いただくものでございます。 

これにつきましては、スポーツ庁から委託されているナショナルトレーニングセンタ

ー競技別強化拠点機能強化事業について合宿費用等を増額するものございます。 

 以上が、歳出でございます。 

 続きまして、歳入をご説明させていただきます。 

  １４款３項５目教育費委託金につきましては １０３万５千円を増額させていただく

ものでございます。 

これにつきましては、スポーツ庁のナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点

機能強化事業委託金でございます。 

 次に、２１款１項６目教育債につきましては、３１０万円を増額させていただくもの

でございます。 

これにつきましては、羽島中学校北舎 2 階東階段防火戸改修工事費に対する公共施設

等適正管理推進事業債でございます。 

 以上、承第３号のご説明とさせていただきます。 

 

◎教育長 ご意見等ございますか。 
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【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、承第３号について、原案のとおり承認することにご異議ありません

か。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、承第３号は原案のとおり承認することといたします。 

 

△日程第５ 議第２５号 羽島市議会提出議案（令和元年度羽島市一般会計補正予算（第

２号））に同意することについて 

◎教育長 次に、日程第５ 議第２５号 羽島市議会提出議案（令和元年度羽島市一般会

計補正予算（第２号））に同意することについてを議題といたします。事務局より説明願

います。 

 

◎教育総務課長 それでは、歳出からご説明させていただきます。 

  １０款１項３目教育研修費につきましては、２２４万５千円を増額させていただくも

のございます。 

これにつきましては、足近小、正木小、福寿小、堀津小、羽島中及び中島中が県の清流

の国ふるさと魅力体験事業を委託されたことに伴う１７５万５千円と桑原学園が県の学

校におけるカリキュラム・マネジメント充実事業を委託されたことに伴う４９万円でござ

います。 

次に、同項４目研究推進費につきましては、２７４万２千円を増額させていただくもの

ございます。 

これにつきましては、国の「学力向上のための基盤づくりに関する調査研究」事業に採

択されたことに伴うものでございます。 

１０款６項３目文化振興費につきましては、８２万５千円を増額するものでございます。 

これにつきましては、竹鼻町屋ギャラリーに所蔵してある７５作品の解説を英語や中国

語に翻訳して公開するための経費でございます。 

１０款７項１目保健体育総務費につきましては、１０万円を増額させていただくもので

ございます。 

これにつきましては、来年行われます第３３回全国健康福祉祭ぎふ大会(ねんりんピッ

クぎふ２０２０)に活用する目的でいただいた寄附金をスポーツ振興基金に積み立てるも

のでございます。 

 以上が、歳出でございます。 

 続きまして、歳入をご説明させていただきます。 

  １４款３項５目教育費委託金につきましては、２７４万２千円を増額するものでござ

います。 
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これにつきましては、学力向上のための基盤づくりに関する調査研究委託金でございま

す。 

次に、１５款２項７目教育費県補助金につきましては、４１万円を増額するものでござ

います。 

これにつきましては、竹鼻町屋ギャラリーに所蔵してある７５作品の解説を英語や中国

語に翻訳して公開するための経費の一部に対します県からの多文化共生推進補助金でご

ざいます。 

次に、同款３項５目教育費委託金で、２２４万５千円を増額させていただくものでござ

います。 

これにつきましては、清流の国ふるさと魅力体験事業委託金１７５万５千円と学校にお

けるカリキュラム・マネジメント充実事業委託金４９万円でございます。 

１７款１項６目 教育費寄附金につきましては、１０万円を増額させていただくもので

ございます。 

これにつきましては、来年行われます第３３回全国健康福祉祭ぎふ大会(ねんりんピッ

クぎふ２０２０)に活用する目的でいただいた寄附金でございます。 

 続きまして、繰越明許費繰越計算書をご報告させていただきます。 

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告するもので、１０款２項小学校施

設改修事業につきましては、足近小学校、小熊小学校、福寿小学校、中島小学校における

トイレ改修事業の工事請負費、委託料等の合計９，９２０万６千円を繰越させていただい

たものでございます。 

財源は、国庫支出金３，３０１万８千円、地方債６，６００万円、一般財源１８万８千

円です。 

次に、１０款３項 中学校施設改修事業につきましては、中島中学校におけるトイレ改

修事業の工事請負費、委託料の合計３，９９５万８千円を繰越させていただいたものでご

ざいます。 

財源は、国庫支出金１，３３１万８千円、地方債２，６６０万円、一般財源４万円です。 

 以上、議第２５号のご説明とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

◎今枝委員 清流の国ふるさと魅力体験事業の実施校は、手を挙げた学校ですか。 

 

◎学校教育課長補佐 ３年間にわたる県の委託事業ですが、今年度は昨年度と異なる学校

で実施します。 

 

◎黒田委員 繰越の説明であった地方債は、いわゆる借金ですか。 
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◎教育総務課長 そうです、ただし地方債については、一部が交付税の措置により、戻っ

てくる部分もあります。 

  また、未来の受益者に対しても当分に負担するといった面もございます。 

 

◎教育長 他に、ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第２５号について、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第２５号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第６ 議第２６号  羽島市議会提出議案（羽島市公民館条例の一部を改正する条

例）に同意することについて 

△日程第７  議第２７号  羽島市議会提出議案（羽島市文化センター条例の一部を改正す

る条例）に同意することについて 

△日程第８  議第２８号  羽島市議会提出議案（羽島市竹鼻町屋ギャラリー条例の一部を

改正する条例）に同意することについて 

◎教育長 次に、日程第６ 議第２６号羽島市議会提出議案（羽島市公民館条例の一部を

改正する条例）に同意することについて、日程第７ 議第２７号羽島市議会提出議案（羽

島市文化センター条例の一部を改正する条例）に同意することについて及び日程第８ 

議第２８号羽島市議会提出議案（羽島市竹鼻町屋ギャラリー条例の一部を改正する条例）

に同意することについてを関連がありますので、一括して議題といたします。事務局よ

り説明願います。 

 

◎生涯学習課長 消費税の増税に伴い、公民館、文化センター及び竹鼻町屋ギャラリーの

利用料を変更する必要があるので、条例を改正するものです。 

  よろしくお願いいたします。 

 

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎今枝委員 消費税とは別の問題ですが、これまでも施設の使用料金について妥当かどう

か議論があって、どうせなら消費税分だけでなく、併せて値上げした方が良いと思いま

す。 
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  コミュニュティセンターだと減免措置もあって、利用料だけで経費を賄うことができ

ず維持していくのに、自己資金の持ち出しが多くなっているので、利用者に説明は要す

ると思いますが、その分の値上げも必要だと思います。 

 

◎生涯学習課長 今後、公共施設の利用料金については、市として見直しを図っていく予

定ですが、消費税とは別で考えています。 

  また、タウンミーティング等でもご意見を頂けたらと思います。 

 

◎今枝委員 続けて値上げすると、理解を得られないと思い、発言をしました。 

 

◎教育長 他に、ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第２６号、議第２７号及び議第２８号について、原案のとおり可

決することにご異議ありませんか。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第２６号、議第２７号及び議第２８号は原案のとおり可

決することといたします。 

 

△日程第９  議第２９号  羽島市議会提出議案（羽島市屋外運動場設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例）に同意することについて 

△日程第１０ 議第３０号  羽島市議会提出議案（羽島市立学校屋外運動場照明施設設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例）に同意するこ

とについて 

△日程第１１ 議第３１号  羽島市議会提出議案（羽島市柔剣道道場設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例）に同意することについて 

△日程第１２ 議第３２号  羽島市議会提出議案（羽島市弓道場設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例）に同意することについて 

◎教育長 次に、日程第９ 議第２９号 羽島市議会提出議案（羽島市屋外運動場設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例）に同意することについて、日程第１０ 議第３

０号 羽島市議会提出議案（羽島市立学校屋外運動場照明施設設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例）に同意することについて、日程第１１ 議第３１号 羽島市議会

提出議案（羽島市柔剣道道場設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例）に同意

することについて及び日程第１２  議第３２号 羽島市議会提出議案（羽島市弓道場設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例）に同意することについてを関連があり

ますので、一括して議題といたします。事務局より説明願います。 
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◎スポーツ推進課長 消費税の増税に伴い、先ほどの議案と同じく、羽島市のスポーツ施

設についても利用料を変更する必要があるので、条例を改正するものです。 

  よろしくお願いいたします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第２９号、議第３０号、議第３１号及び議第３２号について、原

案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第２９号、議第３０号、議第３１号及び議第３２号につ

いては原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第１３ 議第３３号 羽島市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規

則について 

◎教育長 次に、議第３３号 羽島市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する

規則についてを議題といたします。事務局より説明願います。 

 

◎学校教育課長 教育委員会の権限の事務である入学通知書の作成及び交付に関する事務

を行うために、羽島市役所の市民部市民課の職員に補助をしてもらうために規則を制定

する必要があるものです。 

  よろしくお願いいたします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第３３号について、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第３３号は原案のとおり可決することといたします。 
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△日程第１４ 議第３４号 羽島市立学校通学区域審議会委員の委嘱について 

◎教育長 次に、議第３４号 羽島市立学校通学区域審議会委員の委嘱についてを議題と

いたします。事務局より説明願います。 

 

◎教育総務課長 羽島市立学校通学区域審議会条例第３条第２項の規定に基づき、任期満

了に伴う新たな委員委嘱をするものです。 

  よろしくお願いいたします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第３４号について、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第３４号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第１５ 議第３５号 羽島市学校結核対策委員会委員の委嘱について 

◎教育長 次に、議第３５号 羽島市学校結核対策委員会委員の委嘱についてを議題とい

たします。事務局より説明願います。 

 

◎学校教育課長補佐 羽島市学校結核対策委員会要綱第３条第２項の規定に基づき、任期

満了に伴う新たな委員委嘱をするものです。 

よろしくお願いします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第３５号について、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第３５号は原案のとおり可決することといたします。 
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△日程第１６ 議第３６号 羽島市社会人権教育推進協議会委員の委嘱について 

◎教育長 次に、議第３６号 羽島市社会人権教育推進協議会委員の委嘱についてを議題

といたします。事務局より説明願います。 

 

◎生涯学習課長 羽島市社会人権教育推進協議会要綱第３条第２項の規定により、任期中

の委員変更に伴い、残任期間について委員委嘱をするものです。 

よろしくお願いします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第３６号について、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第３６号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第１７ 議第３７号 羽島市歴史民俗資料館運営協議会委員の委嘱について 

◎教育長 次に、議第３７号 羽島市歴史民俗資料館運営協議会委員の委嘱についてを議

題といたします。事務局より説明願います。 

 

◎生涯学習課長 羽島市歴史民俗資料館条例第１４条第３項の規定により、任期中の委員

変更に伴い、残任期間について委員委嘱をするものです。 

よろしくお願いします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第３７号について、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第３７号は原案のとおり可決することといたします。 
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△日程第１８  議第３８号 羽島市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

◎教育長 次に、日程第１８  議第３８号 羽島市スポーツ推進審議会委員の委嘱につい

てを議題といたします。事務局より説明願います。 

 

◎スポーツ推進課長 この議案は、羽島市スポーツ推進審議会条例第３条の規定により、

任期中の委員変更に伴い、残任期間について委員委嘱をするものです。 

よろしくお願いします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第３８号について、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第３８号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第１９ その他 各課の事業進捗状況について 

◎教育長 次に、日程第１９ 各課の事業進捗状況についてを議題といたします。事務局

より順次説明を願います。 

 

◎教育総務課長 トイレの改修工事については、足近小、小熊小、福寿小、中島小、中島

中の５校について、現在契約の手続き中で、６月に契約、夏休み期間を中心に工事を進

めていく予定です。 

教育総務課からのご報告は以上となります、よろしくお願いいたします。 

 

◎学校教育課長補佐 学校教育課から報告させていただきます。 

この期間中の、いじめの認知件数は、小学生で４件の報告がありました。 

不登校につきましては、小学生で１１人、中学生で３７人でした。 

昨年度と比べ増加傾向にはありますが、増加率は半減しています。 

不登校問題は、家庭の貧困、複雑な家庭環境、保護者の精神疾患など学校の力だけで

は解決できない様々な問題が絡み合っているものが多く、今後はスクールソーシャルワ

ーカーをはじめ、関係機関と連携のうえ粘り強く取り組んで行きたいと考えております。 

適応指導教室へ通室している児童生徒も増加しており、徐々に子どもたちが学校に復

帰できるよう体制をとっていきたいと思います。 

この期間の児童生徒の交通事故については３件で、学校事故は２件でした。 

また、気温が高くなる日が増えてきましたので、各学校で大事が起こらないよう注意
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喚起、指導徹底を今後も継続していきたいと思います。 

学校教育課からは、以上でございます。 

 

◎生涯学習課長 不二竹鼻町屋ギャラリーについては、４月２０日の再オープンから５月

２９日までに、８８８人の方が来場されました。 

美濃縞織を使った缶バッチ作りは好評のため、毎日行えるよう変更しました。 

教育委員の皆様にも、この委員会終了後、鑑賞いただく機会を設けましたので、お時

間がある方は是非ご覧ください。 

  羽島市青少年育成市民会議市民運動については、「大人が変われば、子どもも変わる～

広げよう地域の輪 輝けはしまの子どもたち～」という新しいテーマで進めていきたいと

思います。 

  ６月には、わたしの主張の羽島市大会、８月２日には県大会もありますので、よろし

くお願いします。 

生涯学習課からは、以上でございます。 

 

◎スポーツ推進課長 スポーツ推進課関連の事業進捗状況をご報告いたします。 

５月１２日には長良川多目的運動場にて、トップアスリート育成事業の一環で、岐阜

県陸上競技協会副会長でメキシコオリンピックにも出場された小倉 新司氏を講師に招

き、小学生を対象にした陸上教室を開催し、約１５０名の方が参加されました。 

５月１８・１９日には、日本男子ソフトボールリーグ第２節羽島市大会が行われ、ト

ップアスリート育成支援事業の対象となっている日本エコシステムも参加され、４戦全

勝の結果でした。。 

また、５月２９日には、チャレンジデー２０１９が行われ、市内各地でスポーツイベ

ントが催されました。 

参加者数は、４１，６３２人、参加率は、昨年より３．０％多い６１．３％で、対戦

相手の福島県伊達市にも勝利いたしました。 

以上でございます。 

 

◎事務局長 羽島市議会議員改選後、初めての市議会が５月１４日に行われ、議長に星野

議員、副議長に藤川議員が選出されました。 

  教育委員会関係の民生文教委員会の委員長には安井委員、副委員長には南谷清司委員

が選出されました。 

  以上で、ございます。 

 

◎教育長 ５月８日に市町村教育委員会連合会総会の定期総会が行われ、伏屋前教育長が、

永年の功績を称えられ、教育功労者表彰を受けられました。 

  現在、市内各地でタウンミーティングが開催されていますが、８月の開催予定のテー

マの１つに「地域とともにある学校づくり」というテーマが予定されています。 

  あらためて、委員の皆様にもご意見を伺わせていただきますので、お願いいたします。 
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これまでの各課からの報告等について、ご意見等ございますか。 

 

◎今枝委員 暑かった５月に、小学校の運動会が行なわれましたが、半日だったのですか。 

 

◎学校教育課長補佐 これまで３校の運動会が終了しましたが、元々、中島小学校は、半

日の予定でした。 

  足近小学校、小熊小学校についても１日の予定でしたが、健康に配慮するよう呼びか

けを行ったところ、小熊小学校は半日、足近小学校も午後２時には終了をしました。 

   

◎今枝委員 最近、話題になることが多い、通学路の安全対策はどうなっていますか。 

 

◎学校教育課長補佐 危険箇所の調査を市として行なう予定ですので、今後進んでいくと

思います。 

 

◎向井委員 暑さ対策の持ち物も、もっと柔軟に対応していただけたらと思います。 

 

◎教育長 食べ物については、アレルギーの問題もあるので持ち込むのが難しいですが、

現在、運動会のあり方自体も問われいる状況なので、見直しも必要と考えています。 

 

△閉会 

◎教育長 以上をもちまして、令和元年５月定例教育委員会を閉会いたします。 

次回の定例会は、６月２７日午後１時３０分から、羽島市立図書館研修室で行います

ので、よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

 

【午後２時５５分 閉会】
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       会議の大要を記載して、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

教育長   森  嘉長 

           

委 員   向井 ゆかり 


