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定 例 教 育 委 員 会 会 議 録 
 

平成３１年１月３０日定例教育委員会が、一宮市立朝日東小学校会議室に招集された。  
 
１ 定例教育委員会議案案件  
  第１号議案 一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について  

第２号議案 一宮市社会教育委員の解嘱及び委嘱について  
第３号議案 一宮市立学校管理規則の一部改正について 

第４号議案 平成３１年度全国学力・学習状況調査の参加について  
第５号議案 平成３１年度全国学力・学習状況調査の結果の取扱いについて  
第６号議案 一宮市尾西歴史民俗資料館施設使用申請書等の新設について  
第７号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について  

 
２ 出席委員  

中野教育長 加藤委員 山田委員 平松委員 鈴木委員 野田委員 土川委員  
 

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  

皆元教育文化部次長 滝中央図書館長 野中博物館長 堀総務課長 春日井学校教育課  
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 

木村図書館事務局長 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 浅田総務課課長補佐 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分開会を宣言）  
ただ今から、１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

と土川委員のお二人にお願いいたします。それでは、１２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、１２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１号議案 一宮市生涯学習センタ
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ーの設置及び管理に関する条例の一部改正については、秘密会として審議したいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

各委員 

承認いたします。 

 

秘密会による審議（原案どおり可決）  

 
中野教育長  

以上をもちまして秘密会を終了します。続きまして、第２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２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、選出団体役員改選のため、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２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３号議案 一宮市立学校管理規則の一部改正につい 

て、ご説明をお願いします。 

春日井学校教育課長 

第３号議案 一宮市立学校管理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、法改正に伴い一宮市立学校管理規則の一部 

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 

  学校事務共同実施組織と共同学校事務室は組織の名称が変わり、行う事務の内容も変わ

るのですか。 

春日井学校教育課長 

  現在行っているものと内容はほとんど変わらないと聞いています。ただ、専決事項とい

いまして、校長が決裁をしなくても室長が最終の決裁を出来るという部分がより明確に

なります。  
中野教育長 

  他に何かございませんか。  
委員 

  学校事務員の人数は何名ですか。 
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春日井学校教育課長 

  県の職員である学校事務員は各学校１名です。各事務員にもそれぞれ能力の差があり、

また事務内容も多様化していますので、１人ではなくグループを組んでそれぞれの力を

活かし、人材育成も行いながら進めて行こうというのがねらいの一つになります。 

中野教育長 

  他に何かございませんか。  
委員 

  専門性を活かしてと言われましたが、学校事務員の専門性とは何か特別な資格などがあ

るのですか。 

春日井学校教育課長 

  特別な資格はありません。ただし、学校事務には教員に知識が無い部分がありますので、

そういった事務を何年かやっていただくと専門性が高くなり、学校で力を発揮していた

だけると思っています。 

委員 

  教員の事務軽減に繋がるという理解でよろしいですか。 

春日井学校教育課長 

  個々の教員の仕事が減るかというとまだ難しいところがありますが、事務員が集まるこ

とで能力が高まっていけば軽減に繋がる部分も出てくると思います。 

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３号議案 一宮市立学校管理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４号議案 平成３１年度全国学力・学習状況調査の参  
加について及び第５号議案 平成３１年度全国学力・学習状況調査の結果の取扱いにつ  
いては関連がありますので、一括で審議します。ご説明をお願いします。 

春日井学校教育課長 

第４号議案 平成３１年度全国学力・学習状況調査の参加について、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、一宮市立小中学校の平成３１年 

度全国学力・学習状況調査の参加について、教育委員会の議決を求めるため、本案を提 

出するものです。（別紙実施要領に基づいて説明）続きまして、第５号議案 平成３１年 

度全国学力・学習状況調査の結果の取扱いについて、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３１年度全国学力・学習状況調査の結果の 

取扱いについて、教育委員会の議決を求めるため、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 

  これまでも調査に参加していますが、参加しないほうが良いという意見はありましたか。 

春日井学校教育課長 
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  特にありませんでした。 

中野教育長 

  他に何かございませんか。  
委員 

  今回初めての英語の調査にパソコン教室を使用するということですが、学校の規模や人

数によって運営が難しいといったことは無いのでしょうか。 

春日井学校教育課長 

  基本的に「話すこと」の部分は１５分で終わりますので、何回か回転することによって

１日の内に終わるということになっています。学校の規模による難しさよりも、パソコ

ンが動作するようなシステムになっているかという問題がありましたが、すべて正常に

動作するという確認が取れています。 

中野教育長 

  他に何かございませんか。  
委員 

  学校を欠席すると参加しない児童・生徒が出てくると思いますが、これまで調査の参加

に反対するという意見は無かったということですが、当日の参加率が通常に比べて少な

いというような報告などはありましたでしょうか。 

春日井学校教育課長 

  欠席者についての資料は見たことはありません。 

委員 

  概ね参加者数から見ても、保護者の方にご理解いただいて参加出来ているということで

よろしいですか。 

春日井学校教育課長 

  数年経験しておりますが、反対の声を聞いたことがありませんので、理解されていると

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 

  学校別の調査結果は公表しないということでよろしいですか。 

春日井学校教育課長 

  そのとおりでございます。 

中野教育長 

  他に何かございませんか。  
委員 

  英語の「話すこと」の部分は、パソコン教室で録音をするということですか。 

春日井学校教育課長 

  そのとおりでございます。録音したデータを全部集めて送ることになります。 

委員 

  データを送るのは教員が行うのですか。 

春日井学校教育課長 

  教員がＵＳＢメモリーで送ると聞いております。 
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委員 

  セキュリティは大丈夫ですか。文部科学省からは対策について話はありますか。 

春日井学校教育課長 

  セキュリティはしっかりしていると思っておりますが、その辺りは指示に従って行って

いるという状況です。文部科学省からは今のところ特に話はありません。 

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４号議案 平成３１年度全国学力・学習状況調査の参加について  
及び第５号議案 平成３１年度全国学力・学習状況調査の結果の取扱いについて原案ど 

おり可決いたします。続きまして、第６号議案 一宮市尾西歴史民俗資料館施設使用申 

請書等の新設について、ご説明をお願いします。 

竹田博物館事務局長 

第６号議案 一宮市尾西歴史民俗資料館施設使用申請書等の新設について、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、一宮市尾西歴史民俗資料 

館の別館準備室及び本館研修室の使用に係る使用料について、一宮市尾西歴史民俗資料 

館施設使用申請書等を新設するため、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 

  減免と還付について、何か事例を出していただけますか。 

竹田博物館事務局長 

  減免については、例えば博物館で写生画展を小中学校で行っていますが、そのような公

的な利用の場合に２分の１減免があります。また、町内会の利用などには１００パーセ

ントの減免があります。還付については、使用料を納めているが台風や地震等で利用で

きなくなった場合などがあります。 

中野教育長 

  他に何かございませんか。  
委員 

  減免申請書は、使用申請書とセットで提出するということですが、申請者は自分が減免

されるかどうかを分かるのですか。 

竹田博物館事務局長 

  使用申請書におきまして、使用する内容等をヒアリングしますので、それで適用するか

どうか確認したうえで、適用すれば減免申請書を提出していただくことになります。 

中野教育長 

  他に何かございませんか。  
委員 

  現金が動くことになりますが、そのあたりの取り扱いはどのようにされますか。 
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竹田博物館事務局長 

  一宮市尾西歴史民俗資料館では現在、図録等の販売を行っているため現金を取り扱って

いますが、電子マネーの導入等でキャッシュレス化の検討はしております。 

中野教育長 

  他に何かございませんか。  
委員 

  一宮市尾西歴史民俗資料館を使用される方は、町内会など減免対象の方が多い気がしま

すが、これは他の施設にあわせてこの手続きをとらなければいけないのでしょうか。 

竹田博物館事務局長 

  リニューアルオープンをする際に、博物館の使用方法に基づく使用申請書や減免申請書 

  で運用していくことになっております。 

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６号議案 一宮市尾西歴史民俗資料館施設使用申請書等の新設に 

ついて原案どおり可決いたします。続きまして、第７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。 

春日井学校教育課長 

  受付番号第５０号から第５３号について後援内容説明。 

岩田生涯学習課長 

  受付番号第６２号から第６６号について後援内容説明。 

岡本スポーツ課長 

受付番号第３２号から第３６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５１番ですが、子どもが出店するということだと思いますが、何を出して

もよろしいのでしょうか。 

春日井学校教育課長 

  販売するものについては、手作りの物、中古品、ゲームが出来るお店、何かをしてあげ

るお店となっており、飲食料品は対象になっておりません。 

中野教育長  
  他に何かございませんか。 

委員  
  学校教育課の５２番ですが、平日に小学校で行うようですが、小学生の子どもたちも参

加するのですか。  
春日井学校教育課長 

  当日は、二学年の授業公開があります。富士小学校は６年生と２年生の発表になってお

ります。 
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委員  
  舞台で歌を発表するのですか。 

春日井学校教育課長 

  富士小学校で浅井中小学校の２年生が「お祭りの音楽」を発表いたします。また、富士

小学校の６年生が、私たちの国の音楽ということで「春の海」という題材で発表いたし

ます。 

中野教育長  
  他に何かございませんか。 

委員 

  学校教育課の５０番ですが、どの教員が参加しているのかを把握していますか。 

春日井学校教育課長 

  把握はしておりません。 

委員 

  力を付けたい若い教員が参加しているのか、勉強熱心なベテランの教員が参加している

のかも分からないということですか。 

春日井学校教育課長 

  経験からいいますと、教務主任・校務主任から薦められて若い教員が参加している場合

がありますし、ベテランですと今年一年間の講演者リストの中から選んで参加している

ことがあります。 

中野教育長  
  他に何かございませんか。 

委員 

  学校教育課の５２番ですが、実施期間中は一宮市民会館と富士小学校間を行き来できる

のですか。 

春日井学校教育課長 

  午後からの全体会を一宮市民会館で行うため、できるだけ近い学校の富士小学校を設定

しましたので行き来の想定はあると思いますが、確認は取れておりません。  

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。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 

 

岡本スポーツ課長 

  第１７回いちのみやタワーパークマラソンについて 

春日井学校教育課長 
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  小中学校卒業式の参列について 

 

そ の 他 

 

堀総務課長 

  ２月・３月・４月・５月の定例教育委員会の日程について、小中学校卒業式について、

辞令伝達式について、教育委員行政調査について  
 

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 


