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定 例 教 育 委 員 会 会 議 録

令和２年２月２１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９号議案 一宮市立図書館規則の一部改正について

第１０号議案 一宮市連区公民館長設置について

第１１号議案 一宮市教育委員会公印規則の一部改正について

第１２号議案 一宮市公民館長記章規程の一部改正について

第１３号議案 一宮市小中学校部活動ガイドラインについて

第１４号議案 令和２年度一宮市学校給食方針について

第１５号議案 令和２年度一宮市社会教育方針について

第１６号議案 令和２年度一宮市スポーツ振興方針について

第１７号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について

第１８号議案 教職員の人事に関する内申について

２ 出席委員

高橋教育長 平松委員 山田委員 加藤委員 鈴木委員 野田委員 土川委員員

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 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、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。

高橋教育長
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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９号議案 一宮市立図書館規則の一

部改正について、ご説明をお願いいたします。

木村図書館事務局長 

第９号議案 一宮市立図書館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、尾西図書館及び玉堂記念木曽川図書館の開館

時間を変更するため、一宮市立図書館条例第１０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

開館時間の延長を無くすとしたら、案内はどのようにするのでしょうか。

木村図書館事務局長

  ２５日以降に図書館のウェブサイトから延長の案内を削除し、館内で配布する利用案内

の開館時間を修正します。また、尾西図書館と玉堂記念木曽川図書館については、掲示

板にある開館時間を速やかに修正させていただきます。

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９号議案 一宮市立図書館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１０号議案 一宮市連区公民館長設置について、第１１

号議案 一宮市教育委員会公印規則の一部改正について及び第１２号議案 一宮市公民

館長記章規程の一部改正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。 

岩田生涯学習課長 

第１０号議案 一宮市連区公民館長設置について、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、地方公務員法改正に伴い特別職の取り扱いが変更

となったため、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）続きまして、第１１号議案 一宮市教育

委員会公印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、一宮市連区公民館長設置に伴う公印新調のため、本案を提出す

るものです。（別紙（案）に基づいて説明）続きまして、第１２号議案 一宮市公民館長

記章規程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、一宮市連区公民館長設置による規程の整備のため、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。 

高橋教育長 

何かございませんか。 

委員 

  公民館長は部長が兼務するとのことですが、記章規程について連区公民館長は新規の設



- 3 -

置ではなく、一部改正となるのでしょうか。 

岩田生涯学習課長 

  現在、公民館長に記章を配布しておりますが、部長については市の記章であるため、現

在の公民館長の記章を生かし、公民館長の記章にある名称を連区公民館長に変えるもの

であります。

委員 

  特別職と一般職がある中で、連区公民館長は一般職にあたるのでしょうか。 

岩田生涯学習課長 

  今回の地方公務員法の改正で公民館長は一般職となりますが、連区公民館長は勤務体系

がそぐわないため、一般職ではなく特別職非常勤職員のままとし、報酬もそのままとし

ております。

委員 

  組織としては公民館長の下に連区公民館長が位置することになるのでしょうか。 

岩田生涯学習課長 

  並列と考えております。部長が兼務する公民館長は公民館主事の指導、監督、地域との

連絡調整、新たに設置する連区公民館長は、従前の公民館長の職務である各連区での指

揮、監督を引き続き行っていただくこととなります。

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 

全員賛成ですので、第１０号議案 一宮市連区公民館長設置について、第１１号議案 一

宮市教育委員会公印規則の一部改正について及び第１２号議案 一宮市公民館長記章規

程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１３号議案 一宮

市小中学校部活動ガイドラインについて、ご説明をお願いします。 

春日井学校教育課長 

第１３号議案 一宮市小中学校部活動ガイドラインについて、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、一宮市小中学校部活動ガイドラインを

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。 

高橋教育長 

何かございませんか。 

委員 

  ３ページの（３）にある、各学校が参加する大会・コンクール等の全体像を把握とあり

ますが、今までは把握していなかったのですか。 

春日井学校教育課長 

  今までも把握はしていましたが、今後、全体を把握し統廃合等を主催者に要望していく

ということです。 

委員 

  ３ページの（２）のエにある定時退校日には活動を行わないとありますが、中学校でい



- 4 -

うところの週当たり２日以上の休養日にプラスで加算されるものなのでしょうか。 

春日井学校教育課長 

  週当たり２日以上の休養日は週ごとの決まりであり、３ページの（２）のエにある定時

退校日は、その日に対する決まりであるため、その日が休養日に含まれたり、プラスに

なったりします。 

委員 

  学校によるということでしょうか。 

春日井学校教育課長 

  そのとおりです。練習があまりできいてないのであれば休養日と重ねたり、夏の暑い日

は休養日を多くしたりして、各学校の実情に応じる形となります。 

委員 

  運動系と文化系の両方で考えているとのことですが、来年度は小学校で合唱祭が廃止で、

運動系のミニバスケットボールやサッカーや陸上等も全て廃止なのでしょうか。 

春日井学校教育課長 

  来年度から廃止となります。 

委員 

  そうなると目標がなくなったから部活動自体も廃止ということになるのでしょうか。 

春日井学校教育課長 

  部活動については学校が決めることになりますので、最終的には校長の判断となります。 

高橋教育長 

  中小学校体育連盟がこれまでは大会をやっていましたが、それが無くなり、今までのよ

うに全市で全部の学校が集まって大会を行うということはありませんが、各競技団体が

開催している練習や大会に参加することで、機会がなくなるわけではありません。団体

によって規模に違いがあるが、そういったところに参加してもらいます。 

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１３号議案 一宮市小中学校部活動ガイドラインについて原案ど

おり可決いたします。続きまして、第１４号議案 令和２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１４号議案 令和２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、令和２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。 

高橋教育長 

  何かございませんか。 

委員 

  平成２７年度から同じ給食費とのことで、一宮市では質が落ちているようには見られま
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せんが、食材の価格上昇がある中で変化はあるのでしょうか 

森学校給食課長 

  学校給食費については学校給食審議会で審議されており、主食や牛乳は自動的に価格が

上昇していますが、おかずの価格と合わせて、平成２７年度と比較し４％前後の上昇と

なっております。前回の給食費の改正時は７％の上昇であったため、栄養教諭等とも話

をする中で、メニュー等の工夫で同額でもできるとの意見であったため、令和２年度の

給食費は同額で進めさせていただこうと考えております。 

委員 

  新型コロナウィルスによる中国からの食材の輸入ストップで、何か影響はありますか。 

森学校給食課長 

  基本的に中国からの輸入品は使用していないと物資選定委員会で決めているため、影響

はあまりありません。 

委員

保育園では各食材の産地を具体的に示してもらったうえで調達をしています。学校では

そこまでやっているのでしょうか。 

森学校給食課長 

  例えば鶏肉は国内産又はブラジル産と限ったり、東日本大震災の影響がある産地の食材

であれば放射能の検査をしなければならないといったことがあるため、それ以外の産地

の食材を発注したりして、産地を限った発注をしています。 

委員 

  野菜は地元で作っている方から直接仕入れることは難しいのでしょうか。 

森学校給食課長 

  地元野菜もできるだけ仕入れるようＪＡ愛知さんとは話をしていますが、量が確保でき

ないため、仲卸業者等を通さないと仕入れることができません。しかし、ネギ、ナス、

大根といった食材で、大きな規模を経営されているところでは地元野菜を取り入れてい

ます。また、野菜ではありませんが、浮野の卵といった地場産物も取り入れています。 

委員

形が揃っていないと調理する機械で使いづらいということはあるのでしょうか。 

森学校給食課長 

  規格はできるだけ揃えるようにお願いしています。規格よりも量の確保が問題ではあり

ますが、なかなか地元業者では確保が難しいようであり、間違いなくこちら側が要求す

る食材を納入できる業者を選定しています。 

委員 

大根を年間で５０００万円ほど出荷しているところがあり、直接声をかけていただけれ

ば持っていってもいいとのことですがどうでしょうか。 

森学校給食課長 

農業振興課とＪＡ愛知西さんと協議会を持っています。時期と量の担保がとれれば可能

ですのでＪＡ愛知西さんにお声をかけていただければと思います。 

委員 

  選定業者に入っていないといけないのですか。 

森学校給食課長 
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  おっしゃるとおり物資選定業者に入っている必要がありますが、間に選定業者が入るこ

とで購入は可能です。 

委員 

  間に業者が入ると高くなるのではないのでしょうか。 

森学校給食課長 

  同額であれば一宮市産を選定しますし、一宮市産に限った食材であれば高くても購入い

たします。 

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１４号議案 令和２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１５号議案 令和２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１５号議案 令和２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、令和２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。 

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 令和２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１６号議案 令和２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１６議案 令和２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、令和２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。 

高橋教育長 

  何かございませんか。 

委員 

  情報提供の充実について、「一宮市スポーツ施設予約システムのご案内」（紙媒体）とあ

りますが、紙はどこに配布するのでしょうか。 

岡本スポーツ課長 

  登録者に対して、窓口でマニュアルとして配ります。どこかをターゲットとして配布す

るものではなく、求められればお配りするという形です。 
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委員 

  子供会等で、スポーツ施設をどのように予約すればいいのか方法が分からない団体があ

ると思います。団体には配布した方が良いのではないのでしょうか。 

岡本スポーツ課長 

  経費を掛けることなく、マニュアルを内部印刷で作成し、配布できるよう検討いたしま

す。 

委員 

  プログラムの拡充について、各競技団体で小学校の大会を検討されているのでしょうか。 

岡本スポーツ課長 

  小学校において学校単位での大会が無くなり、その受け皿となる大会となるよう市民大

会において小学生の部を作ってもらうようお願いしております。学校ではなく地域でス

ポーツ振興を計っていくよう考えております。 

委員 

  小学生の部ができるのは素晴らしいことですが、大会の開催のお知らせについては、学

校と連携して告知するような活動は行うのでしょうか。 

岡本スポーツ課長 

  各競技団体が行う大会のＰＲにつきましては、校長会を通じて行う予定です。ただし全

ての大会の開催について案内をしていただける訳ではなく、各協会のホームページを見

ないと分からない競技もあるため、一宮市のスポーツ協会のホームページを確認してい

ただくようなＰＲも行います。 

委員 

  新型コロナウィルスにより名古屋のウイメンズマラソン等の大きなイベントが開催を自

粛していますが、開催の是非についてどういった基準があって判断しているのでしょう

か。 

岡本スポーツ課長 

  基本的には自治体や競技団体ごとの判断となりますが、開催場所が室内なのか屋外なの

か、集まった関係者が近い距離に一定時間留まる状況があるのか、参加人数の規模等複

数の要因を総合的に勘案して判断することになります。 

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 

全員賛成ですので、第１６号議案 令和２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。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。 

春日井学校教育課長 

  受付番号第４６号から第４９号について後援内容説明。 

岩田生涯学習課長 

  受付番号第６３号から第７１号について後援内容説明。 

岡本スポーツ課長 
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受付番号第５２号から第５５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７１番で、小牧市市民会館で開催されるとのことですが、一宮市にゆかり

のある団体なのでしょうか。 

岩田生涯学習課長 

  各市町に教室があり、一宮市内にも教室があります。また、小牧市、犬山市、江南市等

にも後援名義使用許可申請を提出していると聞いております。 

委員 

  学校教育課の４７番について、どのような団体でどのような活動を行っているのでしょ

うか。 

春日井学校教育課長 

  教育の指導方法に対する勉強会を行う団体です。 

委員 

  営利を目的とはしていないのでしょうか 

春日井学校教育課長 

  参加料が１，５００円であるため営利目的とは認識しておりません。昨年度は収支の総

額が差し引き０であり、利益は０となっております。 

委員 

  スポーツ課の５４、５５についてですが、先ほどあったお話の中で、小学生の大会の受

け皿となる事業なのでしょうか。 

岡本スポーツ課長 

  ラグビースクールについては元々あった事業ですが、おっしゃる通りこういった団体が

受け皿になるようにしていきます。 

春日井学校教育課長 

  例えば来年度無くすバスケットボールは数年前から競技団体主催で大会を行っています。

それを受け皿と考えております。 

委員 

  こちらはお金がかかることになるのでしょうか。 

岡本スポーツ課長 

  諸経費がかかるためお金はかかりますが、非営利で実施していただいています。経済的

な格差で参加できないといったことが無く、平等性を担保していくよう競技団体に伝え

ていき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 

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。続きまして、第１８号議案 教職員の人事に関する内申については
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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）

高橋教育長

全員賛成ですので、第１８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 

高橋教育長 

  市内小学校における授業中のケガに対する損害賠償請求事件について 

  （教育長コメント） 

  「けがをされたお子さんにおいては、いまだ目に障害が残っているとのことであり、一

日も早い平癒をお祈りします。今後もこのような事故が生じないよう、さらに安全に配

慮した指導を徹底してまいります。」 

中村総務課長 

  持ち回り決裁について 

春日井学校教育課長 

  中学生の制服に関するアンケート結果について、夢サミット報告 

森学校給食課長

  大和中の給食の異物混入について 

木村図書館事務局長 

  「東京・近郊のポストの写真展」の開催について 

そ の 他 

中村総務課長 

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月の行政調査について 

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 


