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定 例 教 育 委 員 会 会 議 録

平成３０年２月１９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７号議案 一宮市学校教育推進プランについて

第８号議案 平成３０年度一宮市学校給食方針について

第９号議案 平成３０年度一宮市社会教育方針について

第１０号議案 平成３０年度一宮市スポーツ振興方針について

第１１号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について

第１２号議案 平成３０年度教育費当初予算の要求について

第１３号議案 ３月補正予算の要求について 

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 山田委員 加藤委員 平松委員 鈴木委員 野田委員

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 谷口総務課課長補佐 山田総務課課長補佐

６ 傍聴者

 １名

会 議 て ん 末

中野教育長（午後１時３０分着席、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山田委員

と加藤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
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します。それでは本日の議案の審議に入ります。第７号議案 一宮市学校教育推進プラ

ンについて、ご説明をお願いいたします。

高橋学校教育課長 

第７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

「進んで運動し、体を動かすようにしている」子どもの割合で、中学生が平成２８年度

の４９．３％から３９．９％と下がっています。「している」「どちらかといえばして

いる」の平成２８年度の数値は７８．１％ですが、現状値を教えてください。また、数

値が下がったことに対して何か対策をしているか教えてください。

高橋学校教育課長 

  「している」「どちらかといえばしている」の今年度の数値は６９．５％で、やはり下

がっています。子どもたちの意識調査ですので、この項目について中学生ではほとんど

が部活動を対象に回答しています。部活動については、今年度は土日のいずれか１日、

平日も１日は部活動休止という取り組みを学校に働きかけています。そのためにこうし

た回答になったのではないかと思います。今は、部活動のあり方をどのようにしていく

かが取り組むべき課題と考えています。

委員

目指すべき数値と離れていきますが、数値の見直しは考えていますか。

高橋学校教育課長 

  この計画は平成２９年度から３１年度までの３年間について定めています。学習指導要

領の改訂にあわせて平成３２年度にスタートするものについては、プランそのものを見

直す必要があると思います。この目標値も検討が必要と考えています。

委員

「学校に行く日は、朝食を食べている」について、これは毎日食べる子の割合かと思い

ますが、たまには朝食を抜いてしまう子は含まない、完全に毎日朝食を食べている子の

割合と考えてよいですか。

高橋学校教育課長 

  「学校に行く日は毎日食べる」ということを平成１７年の食育基本法が制定されてから

学校に働きかけています。当時は９０％を越える子どもたちが食べていると回答してい

ましたが、だんだんと少なくなっているのが現状です。

委員

朝食を食べない理由は調査にありませんか。

高橋学校教育課長 

  調査の中にはございません。

委員

「笑顔で登校できる学級･学校」のピア･サポート推進委員会は、どのようなかたちで組

織するのですか。
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高橋学校教育課長 

  現在、検討しているところでございます。研究を２年間行い、一定の成果があがると学

校から聞いておりますので、この取り組みを全校に広げていきたいと考えております。

委員

各学校で推進委員会のようなものを作られるのですか。

高橋学校教育課長 

  各学校で校内委員会を、という声もありますが、委員会が増えすぎるのではないかと懸

念しています。これまで取り組んだ研究校がモデルを示してくれますので、それを実際

に使うところから進めていきたいと思っています。

委員

組織に縛られるのではなく、「一人一人を大切にした対応」につなげていただければと

思います。

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７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８号議案 平成３０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。 

森学校給食課長 

第８号議案 平成３０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３０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 

  ５ページの各種業務の委託で、小学校単独調理校１０校に対して９校の調理業務とあり

ますが、１校は委託していないのですか。 

森学校給食課長 

  小学校単独調理校のうち小信中島小学校については、市職員が調理を行う直営の学校と

なっています。現在は、調理員といわれる市職員の退職に伴い、その調理業務を嘱託職

員とパート職員で対応しています。直営の単独調理場は現在１校ですが、今後の退職す

る職員数によって編成を見直してまいります。

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８号議案 平成３０年度一宮市学校給食方針について原案どおり 
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可決いたします。続きまして、第９号議案 平成３０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。 

岩田生涯学習課長 

第９号議案 平成３０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３０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ページの青少年教育にある放課後子ども教室は、今後全校に広げるのでしょうか。 

堀総務課長 

  最終的に小学校４２校全校で実施する予定です。 

中野教育長

  補足ですが、平成３１年度に１０校整備して全校完了と聞いています。

委員 

  ２ページの成人教育の市民大学公開講座は、市民大学とは違うものですか。 

岩田生涯学習課長 

  市民大学公開講座については、毎年１０月から１１月に修文大学・修文大学短期大学部

と教育委員会の共催で行うものです。前期後期各４回実施し、来年度も修文大学・修文

大学短期大学部の協力を得て、会場や講師の提供を受けて開催します。 

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 平成３０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１０号議案 平成３０年度一宮市スポーツ振興方針に 

ついて、ご説明をお願いします。 

岡本スポーツ課長 

第１０号議案 平成３０年度一宮市スポーツ振興方針について、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３０年度一宮市スポーツ振興方

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ページのスポーツ功労者顕彰事業についてですが、表彰される人が自分から申請する

のですか。 

岡本スポーツ課長 

  ネット上で公開されているものに関して極力拾っておりますが、中には漏れてしまうも
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のもありますので、基本的には要綱と結果を添えて申請していただいています。

委員 

  希望ですが、補助金、合宿遠征費や全国大会の旅費など、もう少し予算化してもらえる

と助かります。もうひとつ、スポーツ振興方針に限らずですが、これから高齢化社会を

迎え、元気な高齢者の方が増えますので、そうした方に対する中身を充実させて欲しい

と思います。 

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１０号議案 平成３０年度一宮市スポーツ振興方針について原案 

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１０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１１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。 

堀総務課長 

  受付番号第７号について後援内容説明。 

高橋学校教育課長 

  受付番号第５４号から第６０号について後援内容説明。 

岩田生涯学習課長 

  受付番号第７０号から第７４号について後援内容説明。 

岡本スポーツ課長 

受付番号第５３号から第６０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 

  学校教育課の５５番ですが、対象が小学３年生から６年生で５０名ですが、どのように

募集するのですか。 

高橋学校教育課長 

  チラシと広告掲載と聞いております。私どものほうへ学校へのチラシの配付依頼はきて

おりませんので、事業者で可能なところへ配付するのではないかと思います。 

委員 

  生涯学習課の７３番で、判治先生が講師をされるとのことですが、小児科の医師として

だけでなく、さまざまな相談に乗ってくれる先生と聞いています。どのようなお話をさ

れるのですか。 

岩田生涯学習課長 

  チラシによると、一般的な病気の治療だけでなく、親御さんの支援も行っている先生と

の紹介がされておりますので、ただ単に子どもの心や体の健康のみならず、そういった
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支援などのお話もされるかもしれませんが、確認は取れておりません。 

委員 

  学校教育課の５９番ですが、ＩＣＣの撮影は、個人情報の観点から保護者の方の許可を

もらうのですか。 

高橋学校教育課長 

  子どもが特定されるような場合は必要と考えています。学校では年度当初に、全ての保

護者の方から、学校のホームページや学校だよりに載せる写真について掲載許可をいた

だいております。許可をいただけない方については掲載しないようにしております。新

聞、テレビで撮影依頼があったときは、必要に応じて掲載前に許可をもらっています。 

中野教育長 

  学校教育課の５７番、５８番の実施時間について、５７番は１４時３０分から５時間、

５８番は１４時から２時間です。同じ事業者で、参加料はどちらも１，０００円ですが、

実施時間に開きがあります。 

高橋学校教育課長 

  予算書によると、５８番は稲沢勤労福祉会館で開催されるため会場費が多くかかるうえ、

対象者が３０名と少数です。予算３万円の中でやりくりされていると思われます。 

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１１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１２号議案 平成３０年度教育費当初予算の要求に

ついて、第１３号議案 ３月補正予算の要求について、および第１４号議案 教職員の

人事に関する内申については、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）

中野教育長

全員賛成ですので、第１２号議案 平成３０年度教育費当初予算の要求について、第１ 

３号議案 ３月補正予算の要求について、および第１４号議案 教職員の人事に関する

内申については、原案どおり可決いたします。次に報告を聴取しますが、学校教育課の 

報告に非公開とすべき事項が含まれて降りますので、このまま秘密会を継続します。 

 秘密会による報告聴取 

以上をもちまして、秘密会を終了します。次に報告事項をお願いいたします。 

報 告 事 項 
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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 

岩田生涯学習課長

  「あいちトリエンナーレ」終了について 

河原図書館事務局長

  写真展「川の恵み」の開催について 

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、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 


