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定 例 教 育 委 員 会 会 議 録 
 

平成３１年２月２２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 一宮市教育委員会事務局処務規則の一部改正について  
第９号議案 一宮市立小中学校の児童及び生徒の就学に要する費用の援助に関する規則

の廃止について  
第１０号議案 一宮市学校教育推進プランについて  
第１１号議案 平成３１年度一宮市学校給食方針について  
第１２号議案 平成３１年度一宮市社会教育方針について  
第１３号議案 平成３１年度一宮市スポーツ振興方針について  
第１４号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について  
第１５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 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  

野田教育文化部長、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  
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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 一宮市教育委員会事務局 

処務規則の一部改正について、ご説明をお願いいたします。  
岩田生涯学習課長 

第８号議案 一宮市教育委員会事務局処務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、「いちのみや生涯学習推進計画」 
の終了に伴う事務分掌の変更、及び規則整備のため、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。  

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 一宮市教育委員会事務局処務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 一宮市立小中学校の児童及び生 

徒の就学に要する費用の援助に関する規則の廃止について、ご説明をお願いします。 

春日井学校教育課長 

第９号議案 一宮市立小中学校の児童及び生徒の就学に要する費用の援助に関する規則 

の廃止について、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児童及び生徒の就学に要する費用の援助に関する規則を廃止し 

て要綱を制定するため、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 

  この制度の予算と執行額を教えてください。 

春日井学校教育課長 

  ただいま手元にある資料でお答えさせていただきますと、例えば小学校の修学旅行援助

費では、要保護、準要保護の合計で、平成３０年度は７３９万１千円、同様に中学校で

は２ ,６６３万３，６００円の予算を計上しています。  
委員 

  規則を要綱に変更すると、どのような違いがあるのですか。 

春日井学校教育課長 

  規則の変更は教育委員会に諮る必要がございますが、要綱は教育長の決裁で変更が可能

です。このところ変更が多く、今後も卒業アルバム代が対象費用に追加されたり、学用

品費の金額が上がるなどの変更が予定されております。そうした変更に速やかに対応す

ることが利用者の利益につながることから、規則から要綱へ変更するものです。  
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。 
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中野教育長 

全員賛成ですので、第９号議案 一宮市立小中学校の児童及び生徒の就学に要する費用 

の援助に関する規則の廃止について、原案どおり可決いたします。続きまして、第１０ 

号議案 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。 

春日井学校教育課長 

第１０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 

  小学校８，２７２名、中学校３，６７２名にアンケートをとったとのことですが、学年 

はどうなっていますか。 

春日井学校教育課長 

  小中学校ともに全校に調査しておりまして、小学校は各学年１学級ずつ、中学校は各学

年２学級ずつを抽出し、同じ学級で７月と１２月に調査を行っています。 

委員 

  「学校が楽しい」と答える子の割合が記載されていますが、「楽しくない」と答える子の

割合はどれくらいですか。 

春日井学校教育課長 

  平成２５年から平成３０年までの各学年の平均では、小学校は毎年２．２％から２．５％、

中学校は毎年２．７％から３．６％です。平成３０年度は過去６年間で一番低い割合に

なっています。 

委員 

  「授業がよくわからない」と答える子の統計はありますか。 

春日井学校教育課長 

  ございます。平成３０年１２月の統計において、例えば中学３年生で「ほとんどわから

ない」と答えた子は１．７％、小学１年生で０．９％です。 

委員 

  「人に親切にしたいと思う」と答える子の割合が中学生で高く、非常に評価したいと思

います。先生方も現場で意識して指導しているところはあるのですか。 

春日井学校教育課長 

  ありがとうございます。子どもたちの自己肯定感をいかに高めるか、ということを意識

しております。行事を任せたり、ねぎらいの言葉がけを行うなどしており、こうしたこ

とが結果として数字に表れたのであればうれしいことです。 

委員 

  先日の新聞にＥＸＩＬＥによるダンス講習の記事がありましたが、ダンスの得意な子が

前に出て教えるなど、勉強以外のところで子どもが輝ける機会があるといいと思います。

ひとりひとりに任せる機会を増やしながら、自己肯定感を育てて欲しいと思います。 

委員 

  このプランは学校が取り組むプランということですが、スクールソーシャルワーカーの

増員は学校が希望すればできるということですか。 

春日井学校教育課長 
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  今年度１名、社会福祉士の資格を持つＳＳＷを配置し、その他に４名のＳＳＷがおりま

すが、全６１校に対してその人数しかおりません。学校の希望を聞きながら配置するか、

担当地区を決めて対応するか、検討中でございます。より一層、学校の声が反映できる

ように進めていきたいと思います。 

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 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１１号議案 平成３１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１１号議案 平成３１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３１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 

  ６ページのアレルギー対応についてですが、調味料にはアレルゲンが含まれているので

すか。 

森学校給食課長 

  醤油に若干そうした成分が含まれることがあるということで、こうした表現となってお

ります。 

委員 

  そうすると、７大アレルゲンを含まない献立を週１回提供となっていますが、醤油に含

まれるアレルゲンは仕方が無いということでしょうか。 

森学校給食課長 

  醤油に含まれるアレルゲンについて、除去が必要な対象者数を私共でも把握しておりま

せんが、７大アレルゲンを除くことによって、アレルギー対応が必要な児童生徒につい

ても他の子と同じように食べることのできる給食を提供するという意味で記載しており

ます。 

委員  
そうすると、やはりアレルゲンを含むこともあるということですね。調味料にはアレル

ゲンを含むものもあるし、含まないものもあるということですか。 

森学校給食課長 

  おっしゃるとおりでございます。醤油の中にはアレルゲンが入っているものもあります。

味付けがもともとしてある食材など、アレルギー表示がされない場合があるので、醤油

にアレルゲンが含まれている場合があることについて、保護者の方にご通知させていた

だいております。 
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委員 

  程度に関わらず、アレルギーのある方はアレルゲンが入っていれば食べられないので、

食品メーカーも厳しく取り組んでいます。アレルギー対応の取組はすばらしいですが、

やるのであればアレルゲンが入らないところを目指して欲しいと思います。醤油にして

もアレルギー対応のものがあると思いますので、検討していただければと思います。 

森学校給食課長 

  対応できるよう、研究させていただきます。 

委員  
今のようなご指摘は、当然あると思います。そうしたことも確かめながら努力していた

だきたいと思います。 

中野教育長  
他に何かございませんか。 

委員 

  学校給食週間期間中に開催した給食レストランについて、初めて開催した感じはどうで

したか。 

森学校給食課長 

  事前に非常に大きな反響があり、１１時４５分からの提供でしたが、１１時頃から行列

ができ、全ての方に提供できず申し訳ない状況でした。アンケートでもおおむね好評で

ございましたので、来年度以降も予算計上して進めていきたいと考えています。 

委員 

  単独調理場か共同調理場か、という議論がある中で、共同調理場で作った給食もこれだ

け温かいんだという証明にもなると思います。関心を持って多くの人に知っていただけ

たらいいと思いました。 

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１１号議案 平成３１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１２号議案 平成３１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１２号議案 平成３１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３１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 

  青少年教育で、土曜日のキッズプラザを廃止して施設開放に移行するということですが、

子どもたちは大人の管理下でなく、開放された施設で自由に遊ぶということでしょうか。 
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岩田生涯学習課長 

  土曜日版キッズプラザを施設開放事業に移行しますと、指導員１名を置いて、土曜日の

午前中に体育館を開放し、子どもたちに自由に使ってもらう形になります。 

委員 

  今まで体育館の開放はずっとやっていたと思いますが、何か違いがあるのでしょうか。 

岩田生涯学習課長 

  平日版のキッズ i が拡充されることに伴い、４２校全校で施設開放を実施するもので、

今まででやってきた内容とは変更はございません。 

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１２号議案 平成３１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１３号議案 平成３１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１３議案 平成３１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３１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 

  スポーツ推進委員とは、スポーツ推進委員連絡協議会に所属する人ですか。 

岡本スポーツ課長 

  スポーツ推進委員は教育委員会の非常勤嘱託職員として委嘱しています。そのスポーツ

推進委員が任意団体として連絡協議会を作って活動しています。 

委員 

  スポーツ推進委員が高齢化していると聞いています。教育委員会から委嘱しているとの

ことですが、何か対策をしていますか。 

岡本スポーツ課長 

  連区によってはなり手が無く、欠員が出るところもあります。地域の方に順にやってい

ただきたい思いで定年を７０歳に設定しましたが、中々交替が進まない状況です。 

中野教育長 

  何かございませんか。 

委員 

  中学校の部活の大会について、部活によっては組み合わせや開始時間がなかなか調べら

れません。そういったことを情報提供のところで載せることはできませんか。 

岡本スポーツ課長 

  小中学校体育連盟や各種目の協会にお願いしているところです。組み合わせ、結果、ス
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ケジュールについてお知らせできるように進めております。今しばらくお待ちください。 

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 平成３１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。続きまして、第１４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５４号から第５８号について後援内容説明。 

岩田生涯学習課長 

  受付番号第６７号から第７６号について後援内容説明。 

岡本スポーツ課長 

受付番号第３７号から第３９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 

  スポーツ課の３７番で、平島公園野球場他とありますが、他にも会場はあるのですか。 

岡本スポーツ課長 

  いちい信金スポーツセンターでも行いますので、市内だけでも会場は２箇所ございます。 

委員 

  生涯学習課の６７番は平成１９年も開催したとのことですが、参加人数はわかりますか。 

岩田生涯学習課長 

  前回の参加者数は把握しておりませんが、県内外を対象とした催しですので、今回は１

万人の参加予定となっています。 

中野教育長 

  他に何かございませんか。 

委員 

  生涯学習課の７２番について、メッセージの募集は主催企業のウェブサイトや案内で行

われるのですか。また、冊子が小学６年生に配布されるとのことですが、一宮市ではど

れくらいの数が配布されるのですか。 

岩田生涯学習課長 

  応募については、葉書、主催者のウェブサイトで可能とのことです。募集の告知につい

ては、中日新聞朝刊、雑誌やフリーペーパー等への広告を掲載予定とのことです。配布

数はわかりませんが、応募見込は９,５００名とのことです。 

委員 
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  学校教育課の５４ですが、授業の進め方について教えるものなのか、いじめ対策のよう

な生活面の指導方法を教えるものですか。 

春日井学校教育課長 

  各教科の指導方法を主に行っております。そのうえで全体会と授業実践講座を行います。 

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１４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１５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。 

 

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１５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。 

以上をもちまして、本日の議案審議、並びに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 

 

堀総務課長 

  持ち回り決裁について 

森学校給食課長  
  一宮市学校給食共同調理場整備基本計画の策定について 

 

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月定例教育委員会前の教育委員・小学校長との懇談会について、

７月の行政視察について、７月の県連合会研修会について 

 
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 


