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定 例 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

平成３１年３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１９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２０号議案 一宮市公民館長の委嘱について  

第２１号議案 一宮市社会教育指導員の任命について  

第２２号議案 一宮市社会教育委員の解嘱について  

第２３号議案 一宮市スポーツ推進委員の解嘱及び委嘱について  

第２４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  

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  

 

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、３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平松委員

と加藤委員のお二人にお願いいたします。それでは、２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、２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１９号議案  一宮市教育委員会専決  

規則の一部改正について、ご説明をお願いいたします。  
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堀総務課長 

第１９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、組織改正に伴い、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。  

各委員  

賛成いたします。  

中野教育長  

全員賛成ですので、第１９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２０号議案 一宮市公民館長の委嘱について、 

ご説明をお願いします。 

岩田生涯学習課長 

第２０号議案 一宮市公民館長の委嘱について、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、任期満了に伴う改選のため、一宮市公民館設置及び  

管理に関する条例第２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。 

委員 

  公民館長は、定年や年齢に規定はないのですか。  

岩田生涯学習課長 

  定年や年齢は関係ありません。  

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２０号議案 一宮市公民館長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２１号議案 一宮市社会教育指導員の任命について、ご説明を 

お願いします。 

岩田生涯学習課長 

第２１号議案 一宮市社会教育指導員の任命について、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、一宮市社会教育指導員設置規則第４条及び第  

７条により、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。 

委員 

  今回任命が発生したのは、先任の方が退職されたのですか。  
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岩田生涯学習課長 

  今回は再任でございます。承認されますと２年目になります。  

中野教育長 

  他に何かございませんか。  

委員 

  社会教育指導員は、１名で一宮市内全体を担当しているのですか。  

岩田生涯学習課長 

  社会教育指導員については、１名でございます。 

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２１号議案 一宮市社会教育指導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２２号議案 一宮市社会教育委員の解嘱について、ご説 

明をお願いします。 

岩田生涯学習課長 

第２２号議案 一宮市社会教育委員の解嘱について、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副会長を退任のため、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２２号議案 一宮市社会教育委員の解嘱について原案どおり可決 

いたします。続きまして、第２３号議案 一宮市スポーツ推進委員の解嘱及び委嘱につ  

いて、ご説明をお願いします。  

岡本スポーツ課長 

第２３号議案 一宮市スポーツ推進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、スポーツ基本法第３２条第１項及 

び一宮市スポーツ推進委員に関する規則第４条第１項並びに同条第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。 

委員 

  西成連区で、委員の住所と担当連区に相違があると思われる方がみえますが、どうして

ですか。 

岡本スポーツ課長 
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  緑は丁目によっては浅野小校区となり、浅野小校区は西成連区となります。  

中野教育長 

  他に何かございませんか。  

委員 

  各連区の人口にあわせて、人数が決定されているのですか。  

岡本スポーツ課長 

  基本は各連区４名でございますが、人口にあわせて最大９名まで増やすことができ、最

大の合計が１１７名となります。 

委員 

  各連区が９名でとなると、１１７名を超えることがあるのですか。 

岡本スポーツ課長 

  人口が少ない連区は５名以上には増えませんので、最大は１１７名で収まるようになっ

ております。 

委員 

  連区の人口が増えると、委員も増えるのですか。 

岡本スポーツ課長 

  規定ではそのようになっております。  

中野教育長 

  他に何かございませんか。  

委員 

  各連区で最大９名とのことですが、西成連区は１０名になっているのはどうしてですか。 

岡本スポーツ課長 

  説明が漏れていましたが、委員は小学校に１名置かなければいけないことになっており、

西成連区は小学校が多いため１０名になっております。  

中野教育長 

  他に何かございませんか。  

委員 

  スポーツ推進ということで、すべてのスポーツに関しての職務を委員に依頼しているの

ですか。 

岡本スポーツ課長 

  委員に一宮市から依頼しているのは、地域の方を集めてニュースポーツというものを紹

介し、その教室を各連区で実施していただくことをメインに依頼しております。  

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２３号議案 一宮市スポーツ推進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２４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 
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  受付番号第１０号について後援内容説明。 

春日井学校教育課長 

  受付番号第５８号から第６３号について後援内容説明。  

岩田生涯学習課長 

  受付番号第７７号から第８６号について後援内容説明。 

岡本スポーツ課長 

受付番号第４０号から第４５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  

  総務課の１０番ですが、この団体はどのようなことを目的にされているのですか。また、

私学といっても幅が広いと思いますが、中学、高校、大学のどこを対象としているので

すか。 

堀総務課長 

  目的につきましては、家庭や地域の教育力の回復や学費の公費助成増額のための努力な   

  どとなっています。対象につきましては、中学校も含め学校法人単位での活動ではない

かと思います。  

中野教育長 

  他に何かございませんか。  

委員  

  スポーツ課の４４番ですが、学校別の対抗なのか、それともクラブチームなのか教えて

ください。 

岡本スポーツ課長 

  各学校でのクラブチームになっていると思います。  

委員  

  教えるのは、学校の先生になるのでしょうか。  

岡本スポーツ課長 

  バレーボール協会の指導員が教えます。  

委員  

  スポーツ推進委員が行うのですか。  

岡本スポーツ課長 

  スポーツ推進委員は携わっておりません。バレーボール協会のママさんバレーチームの

選手達が、指導員として入っております。  

中野教育長 

  他に何かございませんか。  

委員  

  スポーツ課の４４番ですが、定員が５０名ということですが、どこの学校でもそこまで

参加者が集まって実施されているのですか。  

岡本スポーツ課長 

  学校によって人数の差はあると思いますが、旧一宮地区の全校で教室は実施されていま

す。また、年々参加者が増えていますので、バレーボール協会も力を入れて実施してい
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ます。  

委員  

  参加者が数人であっても、１年間教室は実施されるということですね。  

岡本スポーツ課長 

  具体的に、チームが組めないほど人数が少ない時はどうするのかということは聞いてお

りませんが、どの学校もチームが組める範囲の参加者は集まっていると聞いております。 

委員  

  実施が土曜日ですが、子どもたちの登下校は保護者が送迎するのですか。  

岡本スポーツ課長 

  バレーボール協会から聞いていますのは、自主的に各学校に集まるということで、保護

者の送迎については、特に決めていないということです。  

委員  

  平日は集団登校ですが、土曜日ということで、中には一人で行くという子がいるという

ことですね。  

岡本スポーツ課長 

  把握はしておりませんが、バレーボール協会の指導者からは、同じ教室に通う子ども達

は集まって来なさいと言っていると聞いております。  

中野教育長 

  他に何かございませんか。  

委員  

  スポーツ課の４０番ですが、大会の実施日まであと７日しかなく、今承認されても告知

が済んでいるような日程ですが、実施日に間違いはありませんか。  

岡本スポーツ課長 

  申請書にはそのように記載されておりまして、承認される予定で申請していると思いま

す。申請は２ヶ月前という規定があったにもかかわらず、申し訳ありませんでした。  

中野教育長 

  他に何かございませんか。  

委員  

  スポーツ課の４２番ですが、大野極楽寺公園はキャンプ施設が無いと思いますが、今回

の事業のために、特別に許可をして開催されるのでしょうか。  

岡本スポーツ課長 

  キャンプ道具等の貸し出しはありませんが、持ち込みや、初心者の方にはこの団体がす

べて用意して実施します。市公園緑地課が管理をしていますが、新たな公園の活用方法

ということで特別に許可をしております。  

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２４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
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いいたします。 

報 告 事 項 

 

教育文化部長 

  ３月議会の報告について、教育委員の服務について  

総務課長 

  持ち回り決裁について 

図書館事務局長 

  「子ども読書の日 記念行事」の開催について 

学校教育課長 

  いちのみや夢人材育成事業の報告書について、辞令伝達式の案内について  

 

そ の 他 

 

堀総務課長 

  小学校卒業式について、辞令伝達式について、４月・５月・６月・７月の定例教育委員

会の日程について、教育委員行政調査について、愛知県市町村教育委員会連合会総会・

研修会について  

堀総務課長  

  中野教育長が３月３１日をもって退任されますので、ご挨拶をお願いいたします。  

中野教育長  

  挨拶  

 

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 


