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定 例 教 育 委 員 会 会 議 録

平成２９年４月１８日定例教育委員会が、尾西生涯学習センター５階会議室 B に招集され
た。

１ 定例教育委員会議案案件

第２６号議案 一宮市教育委員会事務点検評価員の委嘱について 

第２７号議案 平成２９年度学校運営協議会委員の任命について 

第２８号議案 一宮市社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

  第２９号議案 一宮市教育委員会指定管理者にかかる実績評価委員会委員の委嘱につい 

         て 

第３０号議案 一宮市教育委員会図書館運営業務委託評価委員会委員の委嘱について 

第３１号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について 

第３２号議案 平成２９年度一宮市一宮・木全・オーシマ奨学基金奨学生の決定につい 

       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

野田教育文化部長 皆元教育文化部次長 滝中央図書館長 庄司博物館長 堀総務課長 

高橋学校教育課長 森学校給食課長 岩田生涯学習課長 岡本スポーツ課長 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

伊藤総務課専任課長 山田総務課課長補佐 谷口総務課課長補佐

６ 傍聴者

 無

会 議 て ん 末

中野教育長（午後１時３０分委員長席に着席、開会を宣言）

ただ今から、４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森委員と

小川委員のお二人にお願いいたします。それでは、３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。
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中野教育長

ご異議がないようでございますので、３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２６号議案 一宮市教育委員会事務 

点検評価員の委嘱について、ご説明をお願いします。

堀総務課長 

第２６号議案 一宮市教育委員会事務点検評価員の委嘱について、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、地方教育行政の組織及び運営に関 

する法律第２６条に定める、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況につ 

いての点検及び評価を行うにあたり、一宮市教育委員会事務点検評価員を委嘱するため、 

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 

新委員の方はどういった経緯で委嘱候補者となったのですか。 

堀総務課長 

一宮市教育委員会事務点検評価員のご推薦を頂戴し、委嘱候補者とさせていただ 

きました。 

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２６号議案 一宮市教育委員会事務点検評価員の委嘱について原 

案どおり可決いたします。続きまして、第２７号議案 平成２９年度学校運営協議会委 

員の任命について、ご説明をお願いします。

高橋学校教育課長 

第２７号議案 平成２９年度学校運営協議会委員の任命について、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、一宮市立小中学校における学校運 

営協議会の設置等に関する規則第４条の規定により、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。 

委員 

  本議案につきましては、私自身が学校運営協議会委員の任命候補に挙がっている議事で 

ございますので、この議事には参加いたしません。 

中野教育長 

  何かございませんか。 

中野教育長 

学校運営協議会の運営についてですが、意見交流会を開催すれば各学校でどういった活 

動をしているかがわかって、お互い参考になるのではないかという意見を社会教育委員 

会などで聞いておりますが、今年度はそのような計画はありますか。 

高橋学校教育課長 
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一昨年３月にそうした機会を持たせていただきましたが、昨年は開催できませんでした。 

その会で意見が交換できて、大変刺激にもなったし、新しいことにチャレンジできるこ 

とがわかったというご意見をいただいております。今学期中に実施したいと考えており 

ますので、準備をしております。 

中野教育長 

教育は学校だけではなく、地域の支援が無いとできないものです。一宮市では学校と地 

域で学校運営協議会立ち上げておりますので、これを核として、もっともっと充実させ 

ていくことが非常に大事だと思っております。 

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。（委員１名は採決に参加せず） 

中野教育長 

採決に参加しない委員を除いて全員賛成ですので、第２７号議案 平成２９年度学校 

運営協議会委員の任命について原案どおり可決いたします。続きまして、第２８号議案 

 一宮市社会教育委員の解嘱及び委嘱について、ご説明をお願いします。 

岩田生涯学習課長 

第２８号議案 一宮市社会教育委員の解嘱及び委嘱について、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、一宮市小中学校長会役員改選のため、 

社会教育法第１５条の規定により、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。 

各委員 

賛成いたします。 

中野教育長 

全員賛成ですので、第２８号議案 一宮市社会教育委員の解嘱及び委嘱について原案ど 

おり可決いたします。続きまして、第２９号議案 一宮市教育委員会指定管理者にかか 

る実績評価委員会委員の委嘱について、ご説明をお願いします。 

善治教育指定管理課長 

第２９号議案 一宮市教育委員会指定管理者にかかる実績評価委員会委員の委嘱につい 

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、教育文化 

部長及び次長相当職の定年退職により、実績評価委員が不在となったため、一宮市教育 

委員会指定管理者にかかる実績評価委員会設置要綱第４条第２項の規定により、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。 

各委員 

賛成いたします。 

中野教育長 

全員賛成ですので、第２９号議案 一宮市教育委員会指定管理者にかかる実績評価委員 
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会委員の委嘱について原案どおり可決いたします。続きまして、第３０号議案 一宮市 

教育委員会図書館運営業務委託評価委員会委員の委嘱について、ご説明をお願いします。 

河原図書館事務局長

第３０号議案 一宮市教育委員会図書館運営業務委託評価委員会委員の委嘱について、 

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３ 

月３１日付け定年退職に伴い、教育文化部長の委員が不在となったため、一宮市教育委 

員会図書館運営業務委託評価委員会設置要綱第３条の規定により、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。 

各委員 

賛成いたします。 

中野教育長 

全員賛成ですので、第３０号議案 一宮市教育委員会図書館運営業務委託評価委員会委 

員の委嘱について原案どおり可決いたします。続きまして、第３１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１号から第１２号について後援内容説明。 

岩田生涯学習課長 

  受付番号第１号から第１１号について後援内容説明。 

岡本スポーツ課長 

受付番号第１号から第１５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 

  スポーツ課分１３号と１４号についてお尋ねします。参加料が異なるのは参加チーム数

が違うからでしょうか。 

岡本スポーツ課長 

  参加チーム数の違いもありますが、１４号は１８歳以下の大会で、高校生以下を対象と

しているため、一般の大会である１３号より安くしているとのことです。 

中野教育長 

  他に何かございませんか。 

委員 

  学校教育課分５号の説明で昨年の実績の報告がありましたが、許可基準は（６）過去に

おいて、教育委員会が後援した実績のある事業になるのではないでしょうか。 

高橋学校教育課長 

  ご指摘のとおりでございます。資料の記載は誤記でございました。（６）に訂正させてい

ただきます。 

委員 

  生涯学習課分７号の開催場所である療育サポートプラザチャイブとはどこにあるのです

か。 
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高橋学校教育課長 

  北丹町にございます。旧和楽荘でございます。 

委員 

  学校教育課分７号と１０号の説明で、参加料１００円は保険料とのことでしたが、他の

事業の保険料はどうなっていますか。 

高橋学校教育課長 

  ７号と１０号は、保険料のみ参加者に負担してもらい、その他の費用は団体が負担する

とのことです。参加費が無料になっている事業は各団体が保険料を負担しています。参

加費が有料の事業は参加費の中に保険料が含まれています。 

中野教育長 

  スポーツ課分１０号は開催場所が貴船小学校ですが、各校で順番に開催しているのです

か。 

岡本スポーツ課長 

  順番が決まっているわけではなく、毎年主催団体が開催場所を決定しております。開催

時に主催団体が地元の要望を聞いて、その都度開催地を決めるとのことです。 

中野教育長 

  小学校を借りて各校で開催しているのですか。 

岡本スポーツ課長 

  はい、小学校の体育館を借りて開催しております。 

委員 

  生涯学習課分１１号についてですが、参加者の年齢制限はありませんか。 

岩田生涯学習課長 

  愛知県内在住の、高校生以上を対象としております。 

委員 

  その事業の募集方法をお尋ねしたいのと、事業実施日の４回は機械、電気、建築、土木

がそれぞれ当てはまるのか教えてください。 

岩田生涯学習課長 

  募集に関しては、８月１４日から９月２２日が申し込み期間となっております。開催内

容は日にちごとに決まっております。１０月２１日はサンドブラストの体験、１０月２

８日はＬＥＤの製作、１１月４日は小さないすの製作、１１月１１日は測量機器の体験

で、それぞれの初心者を対象に機械、電気、建築、土木で１日ずつ講座が設けられてい

ます。 

委員 

  高校生以上であれば、年齢に関係なくどなたでも応募できるのですか。 

岩田生涯学習課長 

  愛知県内在住の高校生以上であれば、年齢に関係なく応募できます。 

委員 

  生涯学習課分３号の開催場所の一宮市民会館は、今年度改修工事があるときいています

が、開催期間は使用可能ですか。 

岩田生涯学習課長 

  この事業の開催時期は工事をしておりませんので、開催可能でございます。 
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中野教育長 

  生涯学習課分１０号は参加料１，０００円のチャリティーコンサートですが、どんな人

が出演するのですか。 

岩田生涯学習課長 

  主催団体であるセルフィーユによるコンサートで、２９０名の参加予定と聞いておりま

す。 

中野教育長 

  集客力のある団体ということですね。 

委員 

  スポーツ課分１５号の許可基準が（５）イの報道機関（新聞社又は放送局）が主催する

事業となっていますが、報道機関が関係しているのでしょうか。 

岡本スポーツ課長 

  主催者の記載漏れでございます。朝日新聞社も主催者になっております。 

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３１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３２号議案 平成２９年度一宮市一宮・木全・オー 

シマ奨学基金奨学生の決定については、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。 

秘密会による審議（原案どおり可決） 

中野教育長 

全員賛成ですので、第３２号議案 平成２９年度一宮市一宮・木全・オーシマ奨学基金 

奨学生の決定について原案どおり可決いたします。秘密会を終了します。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 

野田教育文化部長 

  ３月定例市議会における教育委員会関係の一般質問について（別紙資料に基づいて説明）、 

  経済教育委員会の内容（平成２９年度愛知県一宮市一般会計予算、平成２８年度愛知県 

  一宮市一般会計補正予算についての採択）について 

堀総務課長 

  教育委員会事務局職員の人事異等についての決裁の報告について、さわやかエコスタイ 

ルキャンペーンについて 

高橋学校教育課長 

  平成２９年度校長・教頭・主幹教諭・教務・校務一覧について、平成２９年度一宮市小 
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中学校長会組織表について、平成２９年度当初児童生徒数及び学級数等まとめについて、 

岩田生涯学習課長 

  平成２９年度前期版生涯学習情報について 

そ の 他 

堀総務課長 

  ５月・６月・７月の定例教育委員会の日程について、６月定例教育委員会後の市長・小

学校長との懇談会等について、平成２９年度教育委員行政調査の日程について、平成２

９年度愛知県市町村教育委員会連合会総会・研修会の日程について

中野教育長 

  最後に委員さんからご意見、ご提言などございましたら、ご発言をお願いします。

委員 

  総合教育会議について、第三者委員会の進捗状況も含めた現状を教えてください。

高橋学校教育課長 

  第三者委員会は、これまでに３回の調査委員会が行われ、次回は４月２０日です。内容 

については非公開でございます。この件に関わらず総合教育会議を開催させていただい 

ておりますが、総合教育会議でご指導いただいているさまざまな予防策の実施、また研 

修の見直し等を進めていきたいと思います。 

委員 

  先生方個人と組織の情報共有のあり方についても、いろいろな考え方があるかと思いま

すが、進めていただきたいと思います。

高橋学校教育課長 

  校長と教育委員会で情報のキャッチボールができる取り組みを始めたところで、情報が 

大量に集まってきている状況です。現在は情報が集まりすぎではありますが、このキャ 

ッチボールを行っていく中で、共有すべき情報のラインのようなものが見えてくるので 

はないかと考えております。 

委員 

  先生が子どもたちから学ぶことも多いと思います。子どもが先生から学び、先生が子ど

もから学ぶことも大事なので、ゆとりをもって教育に携わっていただきたいと思います。

中野教育長 

  いろいろなエールを贈っていただきました。ありがとうございます。

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 


