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令和元年第６回羽島郡二町教育委員会定例会会議録 

 

 

〇日 時  令和元年７月２５日（木）午後１時３０分から午後４時１５分まで 

 

〇場 所  岐南町役場 ２階 会議室２－２ 

  

○報 告 (代決処分の報告) 

 承認第10号 羽島郡二町学校結核対策委員会委員の委嘱について 

 

〇議 題 

 議案第26号 優秀な教職員の認証及び表彰候補者の承認について 

議案第27号 キッズウィークについて 

議案第28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   

 

〇協議題 

 協議題(１) 笠松中学校教諭による個人情報の紛失事案について     

協議題(２) 岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会について 

協議題(３) 次回（第７回）教育委員会定例会の開催について 

 

〇出席者 

教育長               宮 脇 恭  顯 

教育委員(教育長職務代理者)  久 納 万里子        

教育委員              岩 井 弘 榮 

教育委員               杉 江 正  博 

       教育委員              林   潤  美 

         

 〇説明のために出席した者 

       総務課長（管理監）        井 上 哲 也 

       学校教育課長               青 木 孝 憲 

       社会教育課長               野 田 新 司 

      

１ 本日の書記 

総務課長（管理監）            井 上 哲 也 

 

                                         

             

 

 

 

 



【午後１時３０分 開会】 

△開 会 

◎教育長  ご苦労様です。学校の方は既に夏季休業日に入っています。今年は、８月６日 

から１９日までの間を閉庁日にしてあります。 

岐阜市で、いじめの案件がありました。新聞の報道しか情報が入りません。 

郡内において、いじめで辛い思いをする児童生徒がいないような努力をしてま 

いりたいと思っています。 

今日は、会議の日程を変更させていただきまして、日程第６議案第２８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は、隣の部屋に移動 

     し協議をお願いします。 

会期を図り、７月２５日（木）午後１時３０分から岐南町役場２階会議室２－

２ 

で令和元年第６回羽島郡二町教育委員会定例会の開会を宣言した。 

議事日程により会期は本日１日とする旨を会議に諮ったところ、異議なしと認め、 

会期は１日限りに決定した。 

 

日程第１  前回の会議録の承認について 

◎総務課長  前回の会議録を説明報告する。 

議 題 議案第２０号  岐南町社会教育委員の委嘱について 

議案第２１号  笠松町社会教育委員の委嘱について 

議案第２２号  笠松町公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第２３号  笠松町体育施設運営委員の委嘱について 

議案第２４号  羽島郡二町特別支援教育連携協議会委員の委嘱につい 

        て 

議案第２５号  キッズウィークに向けて 

           

議案書に基づき、以上６の議案が承認されました。 

 

協議題（１）羽島郡二町「立志塾」研修について 

（２）教員採用選考二次試験の参観について 

   （３）次回（第６回）教育委員会定例会の開催について 

 

       以上が、令和元年 第５回教育委員会定例会の報告でございます。 

 

◎教育長  何かご意見等ありますか。 

  

◎各委員  【意見なし】 

 

◎教育長  それでは、前回の会議録の承認は、原案のとおり承認することといたします。 

 

 



日程第３ 代決処分の報告 

◎総務課長  羽島郡二町教育委員会事務委任規則第２条の規定により、代決処分したので報 

告します。 

第２条とは、教育長は、教育委員会事務委任規則で定めるところにより、委任 

された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告し 

なければならないと定められております。そこで、報告させていただきます。 

承認第１０号 羽島郡二町学校結核対策委員会委員の委嘱についてでございま 

す。  

羽島郡二町学校結核対策委員会要綱第３条に、委員会は委員７人で構成し、同 

条第２項に保健所長１名、結核の専門家２名、学校医の代表１名、医師会の代表１

名、学校長の代表１名、養護教諭の代表１名を教育長が委嘱し、組織するとありま

す。 

今回は任期満了に伴い、すべての方が新任の方でございます。  

任期は、令和２年３月３１日まででございます。 

なお、第１回会議が７月９日に開催されましたので報告とさせていただきます。 

 

◎教育長  何かご意見等ありますか。 

 

◎各委員  【意見なし】 

 

日程第４ 議案第２６号 優秀な教職員の認証及び表彰候補者の承認について 

◎学校教育課長  

議案第２６号 優秀な教職員の認証及び表彰候補者の承認について、ご説明 

いたします。要綱第１条により地道な努力を重ねて、学校教育の推進に顕著な 

功績を挙げている羽島郡の優秀な教職員を優秀な教育の専門家として認証し、表 

彰することによって、教職員の資質の向上や実践意欲の高揚を図り、各学年の活 

性化に資することを目的とする。 

令和元年度は２名の教諭を表彰候補者として認定したくお諮りします。 

          洞口 美樹 ３７歳 岐南北小学校教諭、特別支援教育 

        高田 敏実 ５３歳 松枝小学校教諭、学校経営 

 

◎教育長  何かご意見等ありますか。 

 

◎各委員  【意見なし】 

 

日程第５ 議案第２７号 キッズウィークについて 

 

◎社会教育課長  

Ｐ１４、資料３をご覧ください。羽島郡岐南町・笠松町の小・中学校では、 

１０月５日（土）～１４日（月）まで、学校休業日となります。別紙キッズウ 

ィークのポスター、チラシの配付について、厚生労働省・岐阜労働局・労働基 

準監督署の協力を得て、キッズウィークの「仕事 休もっ化計画」へ掲載して、 



開催のＰＲと働き方改革のＰＲをする。 

ポスター３００部については、羽島郡の商工会を通じて各町の企業、事務所 

及び学校や公共施設へ配布する予定をしています。 

チラシ１０，０００部については、羽島郡内児童生徒分、自治会回覧用、学 

校職員＋学校保管用、公共施設及び予備へ配布する予定でございます。 

また、Ｐ１７の平日中の児童生徒支援計画を予定しています。 

 

◎教育長  何かご意見等ありますか。 

 

◎各委員  【意見なし】 

 

◎教育長  できれば、ポスタ－及びチラシに羽島郡町民運動会と健康ウォークの開催を入 

れていただきたい。このような事で、キッズウィークは動いていますので、ご了 

解していただきたい。 

 

◎教育長  日程第６議案第２８号の令和２年度使用小・中学校用教科用図書の岐阜地区採 

択については後程ご協議し、日程第７の協議題へ移ります。 

 

協議題 

日程第７ (１) 笠松中学校教諭による個人情報の紛失事案について 

◎学校教育課長   

発生しましたのは、６月２７日でございました。その後のことを報告した。 

 

日程第２  教育長の報告 

◎教育長 １ はじめに 

       重なる不祥事について  

① 昨年度、個人情報が盗難にあったとき、情報管理のリーダーになること 

 を行動で示すことが生徒や教職員の信頼回復の方法だと話したがその努力 

が見えず、再び起きたことが残念である。 

       ② 教室に個人情報を放置していた先生がいたかも知れないが、それは過去 

        の話だ。また、放置できることが指導力の証だという時代ではない。指導 

力と情報管理は別の話である。 

③ 若い教員が学ぶ姿勢をなくしたら、信頼は得られない。若いから失敗も 

ある。そこを補う努力をすることが大切だ。自分は指導力があると思った 

とき成長は止まる。 

       ④ 生徒や教職員、学校を支えていてくださる方の信頼を失った。けれども、

保護者が相談に来られたことは保護者の勇気であり、担任への信頼、期待

だ。これらの話をして、これからの努力を期待しているところ。 

 

        いじめによる残念な死亡事故が起きた。日本のいじめの対応には二つの特

徴があった。 

いじめと暴力行為とは別の社会問題とされ、どこで起きていても、結果と 



して学校からの加害者への教育指導で終わっていた。 

        いじめの対応施策として、被害にあった児童生徒への対応を中心として対 

策が行われてきた。具体的には、いじめを受けている児童生徒の早期発見と 

早期対応、心にダメージをもった児童生徒への心のケア、いじめを受けてい 

た児童生徒を取り巻く環境の改善、児童への相談窓口の設定やＳＣの配置で 

ある。 

        平成２４年には暴力や恐喝が伴う刑法事案があり「犯罪行為として取り扱 

うべきと認められる事案に関する警察への相談・通報について」が通知され、 

警察と連携による対応の重要性が明確にされた。平成２５年度に整備された 

「いじめ防止対策推進法」では「学校がいじめが犯罪行為として取り扱う場 

合には所轄警察署と連携して対処するもの」とされ、暴力等刑罰法が紹介さ 

れた。 

 道徳が「特別な教科道徳」とされた。その根源はいじめで自ら命を絶った 

いたましい事故だ。道徳の授業が行われていない現実があると指摘された。 

これに反して岐阜県の道徳はきちんと実践されていると主張している人がい 

る。授業の在り方を変えなければ、岐阜県で事故が繰り返されると思ってい 

る。 

 

日程第７ 協議題（２）岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会について 

◎総務課長  資料４をご覧ください。令和元年１１月８日（金）午前１０時００分から午

後３時１５分まで恵那市文化センターで開催されます。日程等の説明し出欠席

の報告をお願いする。 

 

◎教育長  午後の市町村教育委員会の実践発表及び実践交流会（グループ別）で何処も手 

を上げなければ、羽島郡二町か、北方町でお願いする予定であります。 

 

◎総務課長  全員参加で報告いたします。 

 

日程第７ 協議題（３）次回（第７回）教育委員会定例の開催日について 

◎総務課長  Ｐ１９の資料５をご覧ください。９月は議会が入ってきますが、今のところ

日程の良い日は、２０日・２４日・２５日で、学校訪問も含めてご協議をお願い

します。 

 

◎教育長   ２４日（火）か２５日（水）のどちらかで学校と調整して決めさせていただ 

きます。 

 

日程第７ 協議題（４）その他 

◎教育長   羽島郡二町「立志熟」実施要項（案）について 

 

◎学校教育課長   

羽島郡二町「立志熟」実行委員の役職ならびに実施期日及び会場、研修日程 

及び講師、事前研修会（案）の資料ができあがりましたので、事前に配布いた 



します。  

 

△一旦閉会し、別会場で再開する 

 

日程第６ 議案第２８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  

      協議事項 

       ・令和２年度使用小学校用教科用図書岐阜地区採択協議会案について 

       ・令和２年度使用中学校用教科用図書岐阜地区採択協議会案について 

       ・令和２年度用使用中学校用「特別の教科 道徳」教科用図書岐阜地区採択

協議会案について 

 

     【会議録は別に公開する】 

 

【午後４時１５分閉会】 

 

 

教育長 宮脇 恭顯 

 


