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定 例 教 育 委 員 会 会 議 録

令和元年６月２７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１３号議案 一宮市学校給食審議会委員の委嘱について 

第１４号議案 一宮市学校給食共同調理場業務委託業者選定委員会委員の委嘱について

第１５号議案 一宮市教育委員会ネーミングライツ（命名権）選定委員会委員の解嘱並び

に委嘱について

第１６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１７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

高橋教育長 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

野中教育文化部長 堀教育文化部次長 中村総務課長 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 市原教育指定管理課長 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

長村総務課専任課長 谷口総務課課長補佐 平山総務課主査

６ 傍聴者

 無

会 議 て ん 末

高橋教育長（午後１時３０分着席、開会を宣言）

ただ今から、６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土川委員

と野田委員のお二人にお願いいたします。それでは、５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。 

高橋教育長

ご異議がないようでございますので、５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１３号議案 一宮市学校給食審議会 

委員の委嘱について、ご説明をお願いします。
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森学校給食課長 

第１３号議案 一宮市学校給食審議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、一宮市の望ましい学校給食のあり方につ 

いて提言を受けるため、一宮市学校給食審議会設置要綱第２条及び第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。 

高橋教育長 

  何かございませんか。 

各委員 

賛成いたします。 

高橋教育長 

全員賛成ですので、第１３号議案 一宮市学校給食審議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１４号議案 一宮市学校給食共同調理場業務委託業 

者選定委員会委員の委嘱について、ご説明をお願いします。 

森学校給食課長 

第１４号議案 一宮市学校給食共同調理場業務委託業者選定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、一宮市学校給 

食共同調理場業務委託業者選定委員会委員を委嘱するため、一宮市学校給食共同調理場 

業務委託業者選定委員会設置要綱第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。 

高橋教育長 

  何かございませんか。 

委員 

  候補者の中に北部共同調理場の栄養教諭はいますが、南部共同調理場の方はいません。

南部共同調理場の参加はなくても大丈夫ですか。 

森学校給食課長 

  今回候補者になっている栄養教諭は、以前は南部共同調理場に勤めており、そちらの事 

情も分かっております。前回、北部と南部の共同調理場で栄養教諭をいずれか一人とし 

ておりますので、今回は北部の栄養教諭をお願いするものです。 

委員 

  この６名の委員の意見で業者が決まるのですか。事務局の意見は入りませんか。 

森学校給食課長 

  それぞれの委員が審査に際して業者に点数をつけ、その点数で業者が決定されます。事 

務局の意向の反映されない公平なものになっています。 

委員 

  事務局の意見もあったほうが良いのではないですか。 

森学校給食課長 

  候補者のうち、栄養教諭は調理場の現場を知っていますので、栄養教諭の意見が現場の 

意見を反映したものになると考えています。 

高橋教育長 

  他に何かございませんか。 
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各委員 

賛成いたします。 

高橋教育長 

全員賛成ですので、第１４号議案 一宮市学校給食共同調理場業務委託業者選定委員会 

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１５号議案 一宮市教

育委員会ネーミングライツ（命名権）選定委員会委員の解嘱並びに委嘱について、ご説

明をお願いします。 

岡本スポーツ課長 

第１５号議案 一宮市教育委員会ネーミングライツ（命名権）選定委員会委員の解嘱並 

びに委嘱について、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、一宮市議会経済教育委員長改選のため、一宮市教育委員会ネーミングライツ（命 

名権）選定委員会設置要綱第３条第１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。 

高橋教育長 

  何かございませんか。 

各委員 

賛成いたします。 

高橋教育長 

全員賛成ですので、第１５号議案 一宮市教育委員会ネーミングライツ（命名権）選定

委員会委員の解嘱並びに委嘱について原案どおり可決いたします。続きまして、第１６ 

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。 

市原教育指定管理課長 

第１６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、任期満了 

のため、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。 

高橋教育長 

  本議案につきましては、私が委員に委嘱され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。 

委員 

  施設利用者代表候補者の、再任、新任の基準はありますか。 

市原教育指定管理課長 

  特に基準を設けてはございません。利用者の中で頻繁に利用されている方の中で、実績 

評価委員会の趣旨に賛同していただける方にお願いしています。 

委員 

  委員の男女比率や年齢構成は考慮していますか。 

市原教育指定管理課長 

  恐れ入りますが、そちらは考慮しておりません。 

委員 
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  スポーツ施設など、幅広い方が利用されるものですので、そういったところも考慮して

いただけたらと思います。 

市原教育指定管理課長 

  今後選任する際には、男女比率や年齢構成を考慮したうえで、委嘱候補者を提案してい 

きたいと思います。 

委員 

  施設利用者代表の多くは再任されています。実際の利用者のタイムリーなご意見や評価

が反映されるような仕組みはありますか。 

市原教育指定管理課長 

  ３ヶ月に一度実績評価委員会を開催しております。その中で各指定管理者が利用者の声 

を吸い上げて、実際にどう対応したかの報告がございます。それらの報告に対して施設 

利用者代表者が指摘をすることもございますので、施設利用代表者の声が反映されてい 

るものと考えています。 

委員 

  たくさん利用している団体の代表の方が施設利用者代表として意見をくださっていると

思いますが、あまり変化がないと同じような形の会議になってしまいますので、その点

もご考慮ください。 

委員 

  あらかじめ提出された事業計画書に基づいて事業を行っていると思いますが、事業計画

書のチェックは実績評価委員がしているのですか。それとも事務局がしているのですか。 

市原教育指定管理課長 

  指定管理者は５年ごとに選定されます。選定の際には選定委員会が別に組織され、その 

選定委員会の場で事業計画書もチェックします。 

委員 

  選定委員会の委員と実績評価委員の委員は一緒の人ですか、別の人ですか。 

市原教育指定管理課長 

  まったく別の方でございます。 

委員 

  そうすると選定する人は事業を把握したうえで選定するわけですが、評価する人は事業

計画など何も知らない状況で評価しなければならないのですか。 

市原教育指定管理課長 

  新任の評価委員は過去の経緯なども分かりませんので、事務局が丁寧に説明しながら進 

めてまいりたいと考えております。 

高橋教育長 

  他に何かございませんか。 

各委員 

賛成いたします。（高橋教育長は採決に参加せず。） 

高橋教育長 

採決に参加しない私を除いて全員賛成ですので第１６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原案どおり可決いたします。続きまし 

て、第１７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。 



- 5 -

中村総務課長 

受付番号第３号から第５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２１号から第２６号について後援内容説明。 

岩田生涯学習課長 

  受付番号第１３号から第１９号について後援内容説明。 

岡本スポーツ課長 

受付番号第１４号から第１７号について後援内容説明。 

高橋教育長 

  何かございませんか。 

委員 

  生涯学習課の受付番号第１６号の障害の記載が「障碍」となっていますが、通常の「障

害」とどう違うのですか。 

岩田生涯学習課長 

  申請団体が記載した申請書どおりに記載しておりますので、漢字の使い分けについては

申請者の意図によるものと考えています。 

春日井学校教育課長 

  「害」という漢字に、「害する」などのマイナスイメージがあるため、ひらがなの「障が

い」を使うことが多くなってきています。そういった意味で、別の漢字を用いた「障碍」

を使っているのではないかと考えられます。 

委員 

  学校教育課と生涯学習課の受付で障害に関する同じような事業がありますが、担当課が

違うのはなぜですか。 

岩田生涯学習課長 

  学校教育課で受け付けいているのは対象が小中学生に限定された事業で、生涯学習課は

小中学生にかかわらず広い年代の方を対象とした事業を受け付けています。 

春日井学校教育課長 

  学校教育課で受付番号第１６号の申請者である「きらり」は、小学生にかかわっている

団体であるため、学校教育課で受け付けいたしました。 

委員 

  学校教育課の受付番号第２２号は、参加者が市内小学５・６年生約６，５００人という

ことですが、全員を対象としているわけではないのですね。 

春日井学校教育課長 

  用紙は５・６年生の全員に配布しますが、参加は自由です。昨年度は８５％程の回収率

でした。 

委員 

  総務課第４号の実施日が７月１３日、学校教育課の第２２号の実施日が７月１日からと

なっています。これらの事業は申請がやや遅いのではないかと思います。 

春日井学校教育課長 

  おっしゃるとおりでございます。申請者には早く提出するよう指導し、改善を進めてま

いります。 
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中村総務課長 

  総務課としても同様に、今後早く提出するよう指導します。 

高橋教育長 

  他に何かございませんか。 

各委員 

賛成いたします。 

高橋教育長

全員賛成ですので、第１７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 

野中教育文化部長 

  ６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） 

中村総務課長 

  令和元年度教育委員行政調査について、愛知県市町村教育委 

員会連合会定期総会・研修会について 

春日井学校教育課長 

  定例教育委員会終了後の校長との研修会・教育懇談会について 

市原教育指定管理課長 

  平成３０年度指定管理者の事業の概要について、市民開放プールのお知らせについて 

竹田博物館事務局長 

三岸節子記念美術館特別展「小松美羽展」開催について、博物館夏季イベント「博物館 

で夏祭り！」開催について、博物館企画展「一宮美術作家協会展」開催について、博物 

館企画展「一宮写真協会選抜写真展」開催について 

森学校給食課長 

一般財団法事一宮市学校給食会の経営状況の報告について 

そ の 他 

中村総務課長 

  令和元年度教育委員行政調査について、令和元度愛知県市町村教育委員会連合会総会・

研修会について、７月・８月・９月・１０月の定例教育委員会の日程について、９月の

総合教育会議について

閉 会 宣 言 

高橋教育長 

  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 


