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定 例 教 育 委 員 会 会 議 録  

 

平成２９年２月２１日定例教育委員会が、一宮市役所本庁舎６階特別会議室に招集された。 

 

１ 定例教育委員会議案案件  

  第 ８ 号議案 一宮市教育委員会専決規則の一部改正について  

  第 ９ 号議案 一宮市学校教育推進プランについて  

  第１０号議案 平成２９年度一宮市学校給食方針について  

  第１１号議案 平成２９年度一宮市社会教育方針について  

  第１２号議案 平成２９年度一宮市社会体育方針について  

  第１３号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について  

  第１４号議案 教職員の人事に関する内申について  

     

２ 出席委員  

中野教育長 森委員 小川委員 山田委員 加藤委員  

 

３ 欠席委員  

無  

 

４ 一宮市教育委員会会議規則第１５条の規定により出席したものの職氏名  

杉山教育文化部長  脇田中央図書館長  吉川博物館長  堀総務課長  高橋学校教育課長 

堀学校給食課長 村瀬生涯学習課長 大野スポーツ課長 善治教育指定管理課長 河原図

書館事務局長 竹田博物館事務局長  

 

５ 同上規則第１７条の規定により書記として出席したものの職氏名  

森総務課専任課長 長谷川総務課課長補佐 谷口総務課課長補佐  

 

６ 傍聴者  

 ２名  

 

会 議 て ん 末  

 

中野教育長（午後１時３０分教育長席に着席、開会を宣言）  

ただ今から、２月の定例教育委員会を開催いたします。本日の会議録署名者を加藤委員

と山田委員のお二人にお願いいたします。それでは、１月の定例教育委員会の会議録が

お手元に渡っていると思いますが、これについて何かございませんか。  

各委員  

異議ありません。  

中野教育長  

ご異議がないようでございますので、１月の定例教育委員会の会議録について承認いた  

します。それでは本日の議案の審議に入ります。第８号議案 一宮市教育委員会専決規  
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則の一部改正について、ご説明をお願いいたします。  

堀総務課長  

第８号議案 一宮市教育委員会専決規則の一部改正について、別紙案を添えて教育委員  

会の審議に付するものであります。提案理由は、一宮市教育委員会専決規則の一部を改  

正するため、本案を提出するものです。（別紙（案）に基づいて説明）よろしくご審議  

をお願いいたします。  

中野教育長  

何かございませんか。  

委員  

なぜ、今回この改正が出てきたのですか。説明にもあったように事務効率をアップさせ

るというのであれば、例えば人数の事とかも以前から分かっていた事なので、もっと前

に改正されてもよかったと思いますが。  

堀総務課長  

  ご指摘はごもっともだと思います。現在、この専決規則に限らずすべての決裁等につい

て全庁的に見直しを行っており、今回の専決規則の改正もその一環として上げさせてい

ただくものです。  

中野教育長  

  他に何かございませんか。  

各委員  

賛成いたします。  

中野教育長  

全員賛成ですので、第８号議案 一宮市教育委員会専決規則の一部改正について原案ど 

おり可決いたします。続きまして、第９号議案 一宮市学校教育推進プランについて、  

ご説明をお願いします。 

高橋学校教育課長 

第９号議案 一宮市学校教育推進プランについて、別紙案を添えて教育委員会の審議に 

付するものであります。提案理由は、一宮市学校教育推進プランを定めるため、本案を 

提出するものです。（別紙（案）に基づいて説明）よろしくご審議をお願いいたします。 

中野教育長 

何かございませんか。 

委員 

  ９ページの（５）中学生海外派遣です。すべて公募で行うとの事ですが、派遣人数は変

わらないのですか。 

高橋学校教育課長  

  今回、事業見直しをいたしまして、いちのみや夢人材育成事業という大きな事業の中に、

この中学生海外派遣事業を含めました。派遣人数につきましては、これまでは１９名の

学校推薦と５名の公募による２４名でしたが、平成２９年度予算では１６名のお願いを

しております。なお、他の事業でも派遣をしていきますので、子どもたちが事業選択で

きるような形で公募して参加を促していきたいというふうに思っております。  

中野教育長  

他に何かございませんか。  
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委員  

  ご説明の中で議会の承認を待っているところがありましたが、万が一承認されなかった

場合に訂正に必要な時間はあるのですか。  

高橋学校教育課長  

  今お願いをしております事業につきましては、最終的にはこの３月議会においてお認め

をいただいてすすめていく事でございますので、例えば議会の中で予算的な部分でお認

めをいただけない、あるいは事業において見直したほうがいいというようなご指導がご

ざいましたら、これにつきましては、その必要に応じてやらなければならないというこ

とは思っております。しかしながら私どもといたしまして、子どもたちに対してこうし

た事業を通してしっかりと育てていきたいということを思っておりますので、議会の場

において事業についての願いや思いをしっかり伝えていきたいと思っております。  

中野教育長  

他に何かございませんか。  

委員  

  ７ページの健やかなからだ育成プランの中に運動部活動等外部指導者派遣事業というの

がありますが、この外部指導者というのはどういった方でしょうか。  

高橋学校教育課長  

ほとんどが保護者の方、地域の方々ということで、これまでもそれぞれの学校において

部活動をしていく上で大変お助けをいただいてきた方がたくさんおりますので、こうし

た方々にしっかり登録をいただきながら、大変わずかではございますが謝金をお支払い

しながらすすめていきたいと考えております。  

中野教育長  

他に何かございませんか。  

委員  

  ３ページの確かな学力育成プランの中に学習チューター事業というのがあるのですが、

これも同じような感じになるのですか。  

高橋学校教育課長  

  学習チューター事業といいますのは、大学生を中心に教員を目指す学生さんにお声を掛

けまして、小学校・中学校のほうへ実際に授業の場面あるいは部活動だとかの活動の場

面へ出かけて行って一緒になって先生の補助的な役をやっていただくという事でござい

ます。これも１時間５５０円の謝金だったかと思いますが、大変わずかですけれども、

学生さんにしても教員になるために、自分に適正があるかどうかという事も含めていい

勉強の機会になっているので、大変多く登録していただいて活動をしていただいており

ます。  

委員  

  先程、森委員がおっしゃった運動部活動等外部指導者派遣事業ですが、顧問の先生がみ

えない所にそういう人をお願いするのか、顧問がみえて重ねて専門的な事を求められる

のでその人をお願いするのか。その辺のところはどうなのでしょうか。  

高橋学校教育課長  

  すべて部活動については顧問がいなくてはいけないという事でございますので、より専

門的なところでお助けをいただいているというのが実態でございます。  
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中野教育長  

他に何かございませんか。  

委員  

  少し意見を述べたいと思います。１０ページの信頼できる学校づくりプランです。一昨

年の開設以来、教育センターの機能を有効活用した研修などを行っていると思いますが、

現状は、やはり経験の少ない先生方が多くなっていまして、先生と保護者の方とのちょ

っとしたボタンの掛け違えなどからいろいろとトラブルが起こってしまうといけないの

で、先生という立場での研修も大事ですけれども、一社会人としての研修も取り入れて

いただいているとは思います。その中で、例えば学校の内部での連絡・報告・相談とい

うところまでを含めたカリキュラムとかも考えていただけるといいのではないでしょう

か。また、今後ベテランの先生になってしまえば、これは今までの流れでこうだなとい

う具合に自分の経験で判断するようになると思いますが、今はこういう時代なので、簡

単にお互いの信頼関係が崩れてしまうところもあると思いますので、そういったところ

はやはり子どもたちは敏感に感じたりしますから、教育は信頼関係の下にあるべきだと

思いますし、あと、家庭の中でのそういった事も含めて先生方にできる限り目配りとい

うか、そういったところの部分もお願いをしたいと思いますが、そういう事がないと、

仮に地域の中で学校という存在が揺らいでしまうと、地域・学校・家庭と一体となって

いるコミュニティスクールへの協力とかも薄れてきてしまうと思いますので、その辺り

よろしくお願いします。  

中野教育長  

他に何かございませんか。  

各委員  

  賛成いたします。 

中野教育長 

全員賛成ですので、第９号議案 一宮市学校教育推進プランについて原案どおり可決い 

たします。続きまして、第１０号議案 平成２９年度一宮市学校給食方針について、ご  

説明をお願いします。 

堀学校給食課長 

第１０号議案 平成２９年度一宮市学校給食方針について、別紙案を添えて教育委員会 

の審議に付するものであります。提案理由は、平成２９年度一宮市学校給食方針を定め 

るため、本案を提出するものです。（別紙（案）に基づいて説明）よろしくご審議をお願  

いいたします。 

中野教育長 

何かございませんか。 

委員 

  南部共同調理場はボイラー業務を民間委託していて、調理業務は市のほうでやっている

という事でよかったですか。 

堀学校給食課長 

  調理業務は市の職員が行っております。 

委員 

  調理業務は、民間委託をせずに今後も市の職員がやられるのですか。 
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堀学校給食課長 

 一宮市が定めております行財政改革の中で、正規職員―男性は技能員、女性は調理員

という呼び名ですが―この正規職員につきましては、退職不補充という基本方針がご

ざいますので、退職者がどんどん増えていく事になります。職員組合との兼ね合いもご

ざいますし、正規職員と臨時のパート職員との割合の関係もありますので、あと数年以

内には、南部共同調理場でも民間委託を考えなければならない時期がくるかと思います。 

中野教育長  

他に何かございませんか。  

加藤委員 

  ６ページに（１２）アレルギー対応というのがあって、食材に卵・乳等の７大アレルゲ

ンを含まない献立を週１回提供するという事なのですが、私も食料メーカーにおります

のでよく分かりますが、昨今アレルギーの事は非常に厳しくなっています。これは意見

になりますけれども、アレルギーに対する考え方も学校給食方針の中に何か組み込んだ

らいいのではないかと思ったのですが、他に給食に関するアレルギーへの対策をされて

いるのであればちょっとご教授いただけますか。 

堀学校給食課長 

  学校給食につきましては、ここに挙げた７大アレルゲンの内そばと落花生は絶対使わな

い事になっておりますので、それ以外の５大アレルゲンについて特に考えていく事にな

ります。アレルギーをお持ちのお子さんを持つ親御さんについては、一般家庭にお配り

している献立表とは別に詳細な献立表を用意しておりますので、学校給食課から詳細な

献立表やどんな成分が使われているかという配合表のデータを各学校へネットワーク配

信し、各学校からアレルギーをお持ちのお子さんに資料をお渡ししております。  

中野教育長  

他に何かございませんか。  

各委員  

  賛成いたします。 

中野教育長 

全員賛成ですので、第１０号議案 平成２９年度一宮市学校給食方針について原案どお 

り可決いたします。続きまして、第１１号議案 平成２９年度一宮市社会教育方針につ 

いて、ご説明をお願いします。  

村瀬生涯学習課長 

第１１号議案 平成２９年度一宮市社会教育方針について、別紙案を添えて教育委員会  

の審議に付するものであります。提案理由は、平成２９年度一宮市社会教育方針を定め 

るため、本案を提出するものです。（別紙（案）に基づいて説明）よろしくご審議をお願  

いいたします。 

中野教育長 

  何かございませんか。 

委員 

  ３ページの放課後子ども教室事業ですが、これは小学校１・２年生対象の学校が終わっ

た後に保育するという事業なのでしょうか。  

村瀬生涯学習課長 
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  この事業は、平成１９年度より国の補助事業として実施しているものでございまして、

放課後において子どもたちの安全・安心な活動場所・居場所を設けて、地域の方々の参

画を得るなど、さまざまな体験学習や交流活動を行うものでございます。平日版としま

しては、週２～３日小学校の中に活動場所を確保しながら、低学年の参加可能な時間か

ら高学年が下校する時間まで、２名の指導員を配置しまして自主学習とか折り紙遊びな

どのさまざまな活動を通しまして、異学年交流や地域の方々との交流を図る活動を行っ

ております。 

委員  

  指導員の方は教員免許を持っていらっしゃる方なのですか。  

村瀬生涯学習課長 

  教員免許の有無までは確認しておりません。 

高橋学校教育課長 

  補足説明いたしますと、ほとんどの指導員の方は教員ＯＢです。他に補助といいますか

お手伝いをいただいている方もいらっしゃいます。  

中野教育長  

他に何かございませんか。  

委員 

  健康寿命が延びて、元気な高齢者の方がこれからたくさん増えてくると思うんですけれ

ども、例えば公民館活動でも成人講座とかいろいろありますが、私の感覚では一部の限

られた人がすごく享受しているように思います。もっといろいろな方が参加しやすくな

るような事業展開をしていく事を念頭に置いて、これからの生涯学習事業をすすめても

らえるといいと思いますがいかがでしょうか。 

村瀬生涯学習課長 

  例えば公民館の事業ですと、チラシを刷りまして回覧板で各家庭へ回したり、大きな行

事では、チラシを全戸配布したりするなどしております。また、地域づくり協議会のウ

ェブサイトを作っている連区がございますけれども、その中で公民館活動についても掲

載していただいております。その他、地域づくり協議会だよりにも高齢者対象の講座に

限らずさまざまな講座について掲載していただいております。  

委員  

  先程の森委員の意見に近いと思うのですが、高齢者だけでなく、小学生、中学生の子で

も、例えばよく勉強ができるとか国際交流をやりたいといった自分を発信できる子は恩

恵を得ていますけれども、勉強が苦手だとか自分から積極的にやりたいと思わないよう

な子にも平等に恩恵が与えられるようなイベントがあるといいなと思います。  

村瀬生涯学習課長 

  現在でも各連区の運動会や文化展の時などには、地元の小学生や中学生にスタッフとし

て来ていただいております。また、こうした事を契機に公民館を身近なものと感じてい

ただく事により、他のイベントへの参加につながる事を期待しております。 

中野教育長  

他に何かございませんか。  

各委員 

賛成いたします。 
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中野教育長 

全員賛成ですので、第１１号議案 平成２９年度一宮市社会教育方針について原案どお 

り可決いたします。続きまして、第１２号議案 平成２９年度一宮市社会体育方針につ 

いて、ご説明をお願いします。  

大野スポーツ課長 

第１２号議案 平成２９年度一宮市社会体育方針について、別紙案を添えて教育委員会 

の審議に付するものであります。提案理由は、平成２９年度一宮市社会体育方針を定め 

るため、本案を提出するものです。（別紙（案）に基づいて説明）よろしくご審議をお願  

いいたします。 

中野教育長 

  何かございませんか。 

委員 

  ２ページの生涯スポーツの推進、（６）地域スポーツクラブの推進のところで「地域住民

による自主的かつ主体的に運営される総合型地域スポーツクラブの設立、育成を支援す

る」とあるのですが、具体的には今までどういった事をやってきたのですか。  

大野スポーツ課長 

  ここで触れている総合型地域スポーツクラブですが、文部科学省ですすめている事業で

ございます。一宮市内では木曽川町に１件、木曽川文化スポーツクラブがございます。

活動の特色としまして、まず多種目というものがあります。一般的に競技団体は単一の

種目ごとに団体があるわけですけれども、このスポーツクラブの中では多種目というこ

とで、野球、サッカー、バレーボールといった各種のスポーツを行う事ができるという

ものです。それから一貫指導という事で、子どもから始めて成人になっても運動が続け

られるようにそれぞれの分野に応じた長い期間スポーツに親しんでもらえるような体制

づくりがされております。あとは、地域の人との交流によるコミュニケーションづくり

や地域の活動への積極的な参加をしていくという活動も行っております。  

委員 

  育成の支援というのは何か関わっているのですか。 

大野スポーツ課長 

  例えば事務所として市の施設をお貸ししてそこを拠点として活動してもらう事を行って

おります。先程の木曽川文化スポーツクラブですと、木曽川体育館の中に事務所がござ

います。また、施設の管理業務を委託する事で委託料をお支払いしたり、大会や教室を

開催する際に施設を優先利用できるようにするといった支援を行っております。  

中野教育長  

他に何かございませんか。  

委員 

  同じく生涯スポーツの推進の中の１３８チャレンジカードというものに関しまして、ど

のように配布されているのでしょうか。  

大野スポーツ課長 

  これにつきましては、各種スポーツイベントなどに参加したらスタンプを押すなどの方

式で、自分が行ってきたスポーツ活動を振り返る事ができるというものでございまして、

スポーツ課や各スポーツ施設に置いてございます。自由に持っていっていただいて自分
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たちのスポーツ活動に活用していただくというものでございます。  

中野教育長  

他に何かございませんか。  

各委員 

賛成いたします。 

中野教育長 

全員賛成ですので、第１２号議案 平成２９年度一宮市社会体育方針について原案どお 

り可決いたします。 

  会議が始まって長時間経過しましたので、ここでいったん休憩をはさみたいと思います。 

おおむね５分後に再開いたします。  

中野教育長 

休憩前に引き続き、会議を再開します。  

第１３号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について、ご説明をお願いします。  

高橋学校教育課長 

  受付番号第４６号から第４８号について後援内容説明。 

村瀬生涯学習課長 

  受付番号第６８号から第７８号について後援内容説明。 

大野スポーツ課長 

受付番号第５３号から第５８号について後援内容説明。 

中野教育長 

  何かございませんか。 

委員 

  生涯学習課受付分７７番ですが、通常プロのバイオリニストを呼んでコンサートをやる

とコストがかかると思うのですが、無料で開催できるのはなぜですか。それからコンサ

ート後に会員に勧誘するといった事はありますか。 

村瀬生涯学習課長 

  プロのバイオリニストを呼びますが、謝礼がそれほど高額ではありませんので、無料で

の開催となっております。また、勧誘しないという事につきましては、事前に申請者へ

の確認をしております。 

中野教育長 

  他に何かございませんか。  

各委員 

賛成いたします。 

中野教育長 

全員賛成ですので、第１３号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について原案どお 

り可決いたします。続きまして、第１４号議案 教職員の人事に関する内申については、  

個人情報に関する案件ですので秘密会として審議いたします。関係者以外の方の退席を  

お願いします。  

 

関係者以外退席後、秘密会による審議（原案どおり可決）  
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中野教育長  

全員賛成ですので、第１４号議案 教職員の人事に関する内申について原案どおり可決 

いたします。なお、このまま秘密会を継続し、市内公立中学校生自殺案件についての報 

告を聴取します。 

 

 秘密会による報告聴取 

 

以上をもちまして、本日の審議を終わります。次に報告事項をお願いいたします。 

 

報 告 事 項  

 

堀総務課長 

  「平成２９年度教育費当初予算の要求について」「３月補正予算の要求について」の決裁 

の報告について、いちのみやの教育を考えるシンポジウムについて 

高橋学校教育課長 

  インフルエンザに伴う学級閉鎖について  

堀学校給食課長 

  一宮市学校給食調理場整備基本構想の策定スケジュールについて 

 

そ の 他 

 

堀総務課長 

小中学校卒業式について、３月・４月・５月・６月・７月の定例教育委員会の日程につ

いて、辞令伝達式について、３月定例教育委員会後の総合教育会議について、６月定例

教育委員会後の市長・教育委員・小学校長との懇談会について  

 

閉 会 宣 言 

 

中野教育長 

  これをもちまして、本日の会議を終わります。  
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以上、会議のてん末を記録し、相違ないことを証するため、ここに署名する。  

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

委   員 

 

 

 

 

委   員 


