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令和元年７月羽島市教育委員会定例会会議録 

 

○日  時 令和元年７月２５日（木曜日）午後１時２８分から午後４時４５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１５号  令和元年度準要保護生徒の追加認定の報告につい

て 

日程第 ３  報第１６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  議第４１号  令和２年度使用小・中学校用教科用図書の岐阜地区

採択について 

日程第 ５         その他 

               １ 各課の事業進捗状況 

○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        横 山 政 司 

     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２８分 開会】 

 

△開会 

◎教育長 皆様、今日は。 

  学校は先週土曜日から夏休みに入っておりますが、お蔭様で、学校教育、教育

委員会の施策、計画通りに進んでおります。 

昨年度の酷暑に比べ、本年度は雨天の日が多かったようですが、熱中症への過
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剰な対応を迫られることもなく、市内の中体連の大会も大きな事故もなく実施で

きました。 

マスコミ報道にもあったように、７月１７日に起きた、南部給食センターにお

ける給食への異物混入についてはご心配をおかけしました。 

中島中学校の給食の一部を停止しましたが、今後、保健所等の助言をもとに、

未然防止の徹底を図ってまいります。 

７月９日には、羽島市いじめ防止専門委員会が開催されました。 

松井市長出席のもと、委員の皆さんからは、たくさんの意見をいただきました。 

学校のみならず、家庭や地域の大人による見守り・見届けの大切さについても

助言いただきました。 

７月２０日に開催されました、羽島市青少年健全育成大会へのご参加、ありが

とうございました。 

ご承知のとおり、県のテーマを受け市のテーマがリニューアルされました。 

「広げよう地域の輪 輝け羽島の子どもたち」です。 

改めて地域の教育力の重要性を認識しました。 

最後になりましたが、委員の皆様におかれましては、学校訪問をはじめ、学校

保健会の総会、教科書にかかわる会議、学校給食センターの運営委員会などにつ

きましても、ご多用、そして暑い中、誠にありがとうございました。 

改めて、感謝申し上げます。 

それでは、議事に入ります。 

 

◎教育長 本日は、教育長及び４名の委員の方が出席しており、会議は成立いたし

ます。 

本日の議題は、報告案件が２件、議案が１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、

黒田委員さんにお願いいたします。 

 

△日程第２  報第１５号 令和元年度準要保護生徒の追加認定の報告について 

 

◎教育長 次に、日程第２ 報第１５号 令和元年度準要保護生徒の追加認定の報

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。 
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（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１６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１６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 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。 

（中部学院大学教育フォーラム 2019） 

 

◎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。 

（2019 年岐阜県発明くふう展） 

（2019 羽島市発明くふう展） 

（2019 年度 絵で伝えよう「わたしの町のたからもの」） 

（ぎふ羽島駅前フェス 2019） 

 

◎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。 

（羽島市長杯第３回はしま清流グラウンド・ゴルフ大会） 

 

◎教育長 質問等ございますか。 

 

◎向井委員 ｢わたしの町のたからもの｣について、昨年度、羽島市からの入選が無

くて、学校からもらえる夏休みの課題とかが載っている一覧表から漏れているよ

うな気がしますが。 

 

◎生涯学習課長 後援が学校教育課でなく、生涯学習課を通して行っており、漏れ

ていると思われます。 

 

◎教育長 応募するのに、親しみやすいテーマなので、次年度は配慮願います。 

 

△日程第４ 議第４１号 令和２年度使用小・中学校用教科用図書の岐阜地区採択

について 

◎教育長 次に、議第４１号 令和２年度使用小・中学校用教科用図書の岐阜地区

採択についてを議題といたします。 

この案件につきましては、公開すると事務事業に係る意思形成に支障が生ずる
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恐れがありますことから、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。 

  関係者以外は、退席願います。 

 

（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５ その他 各課の事業進捗状況について 

◎教育長 次に、日程第５ 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 ５月の臨時議会で議決されたクラス増に伴う、足近小学校の普通

教室及び正木小学校の特別支援学級への空調機器の設置につきましては、７月上

旬に工事を完了し、７月中旬には、利用可能になった状況です。 

  足近小学校・小熊小学校・福寿小学校・中島小学校及び中島中学校のトイレ改

修工事については、夏休みを中心に工事を進め、工事業者には、安全管理を徹底

するよう指導して進めていきます。 

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 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、中学校で４件の報告があ

りました。 

岐阜市で起きた、事案を受けて、各市立学校に対し、いじめ等の対応に関する

通知を７月１１日付けで、発出しました。 

この通知では、１．各学校の｢いじめ対策基本方針｣について、再度、全職員で

いじめの対応について確認する。２．いじめの継続事案について、本人と保護者

の確認を行い、現在の状況を把握する。３．４月からのアンケート等を見直し、

いじめの認知に漏れはないか、現状はどうなっているかについて、夏季休業に入

るまでに確認する。４．児童生徒の悩みやトラブルについて、相談しやすい教育

相談体制となっているか確認する。という４点について、今後、見届けを行い、

８月の小中校長会の中でも徹底を図りたいと考えています。 

６月までの７日以上の不登校につきましては、中学生で４名の改善傾向が見ら
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れ、スクールソーシャルワーカーによる学校への送迎、のべ５００回を超える家

庭訪問の実施等活動が少しずつ実を結んでいるものと考えています。 

また、当該中学校では、相談室経営の改善を図り、メンタルヘルスだけでなく

学習ができるような場へのステップアップを図っています。 

一方で、小学校における新出の３名はいずれも６年生で、修学旅行を目的に登

校していましたが、修学旅行が終わると登校意欲が減退し、欠席数が増えたもの

と思われます。 

普段の授業が苦痛とならないよう学習支援の保障を講じていくことが重要だと

考えています。 

この期間の児童生徒の交通事故については６件ありましたが、いずれも軽症で

した。 

学校事故は３件あり、いずれも救急搬送で、中には心配な案件もございました

が、大事には至っておりません。 

不審者情報は、２件でした。 

学校教育課からは、以上でございます。 

 

◎生涯学習課長補佐 ７月２０日の青少年健全育成大会には、教育委員さん方の出

席をいただき、ありがとうございました。 

重点地区の小熊・下中地区の実践発表と講演が行われました。 

７月２４日には、第１回羽島市生涯学習都市推進会議が行われ、羽島市生涯学

習都市づくり５カ年計画の案について、審議されました。 

１２月には、パブリックコメントを実施し、１月に第２回目の会議を行ない、

承認を得たうえで、策定の見込みとなっています。 

  生涯学習課からは、以上です。 

 

◎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。 

７月１４日に羽島市スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成

講習会が開催され、スポーツ少年団指導者２９名が参加され、全員合格されまし

た。 

７月２４日には、ねんりんピック岐阜２０２０羽島市実行委員会が開催されま

した。 

ねんりんピックとは、全国健康福祉祭のことで、６０歳以上の人を対象にした

スポーツ・文化種目の交流大会で、厚生労働省が管轄し、毎年持ち回りで行なわ

れますが、来年、岐阜県で開催されます。 

オリンピックの聖火リレーの岐阜県での開催は、令和２年の４月４日と４月５

日に開催されますが、羽島市は、４月５日に行なわれる予定です。 

以上でございます。 

 

◎図書館長 ８月９日に図書館夏休みイベントを開催します。 
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  図書館体験ツアーについては、定員１０名のところ４０名の応募がありました。 

  子ども司書体験については、定員２０名のところ５２名の応募がありました。 

  以上で、ございます。 

 

◎給食センター所長 さる７月１７日に起こった、異物混入による給食の一部提供

中止の案件について報告をさせて頂きます。 

  南部学校給食センターの職員による検食を行なった際、青色の塗料のはがれが

給食に混入しているのを見つけたため、同じ釜で調理をしていた中島中学校の給

食の野菜サラダの一部の提供を中止いたしました。 

  原因としましては、調理の際、釜ごとに材料を区分けする表示プレートの番号

表示の塗料のはがれによるものでした。 

  ７月２４日には、岐阜保健所による立入検査を受け、今後の対応について、異

物混入の原因となっている表示プレートを使用せず、直接表示部分が触れないよ

う、色落ちしないものと交換の検討をするよう指導を受けました。 

  教育委員の皆様には、ご心配をおかけし、申し訳ありませんでした。 

  本日も保健所の方を講師に招き、調理員・学校のパントリー職員の衛生管理講

習を実施しています。 

  給食センターからは、以上です。 

 

◎事務局長 今年、９月２１日に開催が予定されております事業仕分けの対象事業

に教育委員会から３事業が選ばれました。 

  今回は、単独で選ばれたわけではなく、生涯学習課の｢放課後子ども教室推進

事業｣と学校教育課の｢コミュニティスクール推進事業｣が、関連のある子育て・

健幸課の｢放課後児童対策事業｣、｢学習支援ボランティア事業｣と併せて｢子ども

の学び 育てる羽島の事業｣というテーマとして行われます。 

  もう１事業が、スポーツ推進課の旧市民プールにあった運動器具等を活用して、

防災センターで行っております｢トレーニングジム運営事業｣が、関連のある子育

て・健幸課の｢健康増進等事業教室｣、高齢福祉課の｢一般介護事業｣と併せて｢中

高年の健康づくり｣というテーマとして行われます。 

  詳細については、若干変更等あるかと思いますが、報告させていただきます。 

 

◎教育長 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。 

 

◎向井委員 自転車の交通安全教室は、小学校３年生からですが、他の方から、小

学校１年生から自転車の使い方を教えたらどうかという話がありました。 

  というのも、市民の森周辺でポケモン GO をやりに来る人がながら運転をして

いて、交通量もあるので危ないです。 

  いじめについては、子どもにとっては大きな問題です。 

お休みされている先生もいますが、先生がいなくなると、環境が不安定になり、
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不登校になる子も多いので、カウンセラーの人もいると思いますが、先生たちの

ケアも必要だと思います。 

 

◎学校教育課長 いじめに関する仕組み作りが大切で、いじめに関しては、教員み

んなで対応することになっています。 

  担任の先生だけに負担がかからないよう、全員体制で行うことになっていて、

今回も体制の確認を各学校に依頼しています。 

  教員がスクールカウンセラーと相談できる機会も設けています。 

   

◎向井委員 先生は、凛としていないといけないイメージがあるので、そういう人

に相談するのも、なかなか難しいと思います。 

 

◎教育長 先生たちのメンタルはとっても大事で、いじめを担任１人で抱え込まな

いこととされています。 

  羽島市は、生徒指導上の報告文章に｢いじめか否か｣○を打つ欄もあり、報告書

も丁寧に作成されています。 

  また、条例でいじめのことを規定している数少ない自治体です。 

  先生たちのメンタルヘルスは管理職が対応すべきで、場合によっては、産業医

への面談を進めたり、多くの場での啓発も必要です。 

  市民の森、周辺の件は、小学校中学年以上は、車の運転手がこちらを見ている

かアイコンタクトを取るように指導していますが、低学年については、できない

状況もあるので、あらためて対応が求められています。 

 

◎向井委員 一時期は、午後１０時過ぎになると警察の方が規制をしてくれていま

したが、前よりは減りました。 

  それでもながら運転が多いです。 

 

◎今井田委員 羽島中学校も通学路変更がありましたが、自転車のスピードが出て

いて、２人で下校していると狭い道路の両側に分かれて進んで来るので、車がど

うして良いか分からなくて危なかったです。 

 

◎今枝委員 いじめについては、制度が整っていても機能していなければ意味があ

りません。 

  いじめを無くさないと指導力不足と、報告が途絶えないようにすべきです。 

  羽島市も平成２６年に条例化されたので、件数は多く見えてしまうけど、実際

良く目が届いてチェックがかかるので、私は良いことだと思います。 

  たくさんの目で見守って行くことが大切です。 

  今回も各学校に通知をされて、見届けをされることはとても大切で、先生たち

のケアも大切ですが、校長先生方からの配慮も必要なので、うまく学校運営をし
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て行かなくてはなりませんね。 

 

◎学校教育課長 羽島市は、いじめ０を目標としていません。 

  認知漏れが０になるように、少しでも疑いがあれば、そのような目で対応でき

るように取り組んでいます。 

  先ほど、教育長が言いましたように、全ての事案で、いじめの要素が無いよう

に確認をしています。 

 

◎向井委員 色んな問題があっても学年主任で止まっていることもあるようです。 

  全ての案件を校長先生が知る必要も無いとは思いますが、いじめについては、

兄弟や友達の関係もあるので、全ての先生が知っていた方が良いと感じます。 

若い先生や年配の先生、たくさん見えるので伝達は難しいですが。 

 

◎教育長 子どものことを第一とすると、通知の４番目にある相談しやすい体制が

重要です。 

 

◎向井委員 職員の間でも上下関係とか、言いにくかったりすると思いますが、話

しやすいような環境作りが大切だと感じます。 

 

◎黒田委員 産業医の立場で言うと、ストレスチェックでは、上司に関するストレ

ス、同僚に関するストレスの項目もあって、高得点になると産業医との面談を受

けることができるようなシステムになっていますが、本人が希望しない限り面談

はできません。 

  上司も教育委員会も内容は知ることができませんが、相談件数は多いようです。 

 

◎向井委員 先生たちは、まじめなイメージがあって、ちゃんとしていないといけ

ない印象なので、なかなか相談できないこともあるのではないでしょうか。 

 

◎今枝委員 実際、休んでいる人もいて、なかなか現場は大変だと思います。 

  大切なのは、先生同士の信頼関係を築くことです。 

  お互い心を開いて、ものが言えて、理解し合えるような体制の学校を作ってい

くのが管理職の責任で、羽島市の場合は、いじめについての制度も整っているの

で、学力を上げることも重要ですが、今後問題が起きないように、制度が機能し

て、子どもを信頼して預けることができる学校になれれば良いと思います。 

  時に、問題が起きることもありますが、その時は地域の手を借りて、軌道修正

ができれば良いと思います。 

 

◎向井委員 以前、問題があった子どもたちが、数年たって成長した姿を見ると、

本当に先生たちは、凄いなと感心します。 
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◎今枝委員 夏休みの学校のプールはどうなっていますか。 

 

◎学校教育課長 暑さ対策とプールの状況等の理由で、やっていない学校が多いで

す。 

 

◎教育長 他にご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 最後に、私からお知らせさせていただきます。 

  ８月２日、第４１回少年の主張岐阜県大会「わたしの主張２０１９」が、不二

羽島文化センターで開催されます。 

羽島市ではじめての開催で、県内１７名、羽島市からも１名、中学生が参加い

たします。 

羽島中学校・竹鼻中学校合同で、生徒によるアトラクションの発表も予定されて

います。 

お時間がありましたら、委員の皆様にも聞いていただければと思います。 

 

△閉会 

◎教育長 以上をもちまして、令和元年７月定例教育委員会を閉会いたします。 

次回の定例会は、８月２８日午後３時３０分から、羽島市役所４階委員会室で

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４時４５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   黒田  淳 


