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定 例 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

令和３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１４号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用許可基準の一部改正について  

第１５号議案 令和３年度一宮市社会教育方針について  

第１６号議案 一宮市連区公民館長の委嘱について  

第１７号議案 令和３年度一宮市スポーツ振興方針について  

第１８号議案 一宮市スポーツ推進委員の解嘱について  

第１９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解嘱について  

第２０号議案 一宮市立図書館協議会委員等の解任について  

第２１号議案 一宮市文化財保護審議会委員の解任について  

第２２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 鈴木委員 平松委員 野田委員 土川委員 浅野委員 浅井委員  

 

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 坂井田スポーツ課長 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１５分着席、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。それでは本日の議案の審議に入

ります。第１４号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用許可基準の一部改正について、

ご説明をお願いいたします。  

中村総務課長  

第１４号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用許可基準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、教育委員会の所管事

務の一部を活力創造部へ移管することになったことに伴い、一宮市教育委員会後援名義
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使用許可基準を一部改正するため、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。  

高橋教育長  

何かございませんか。  

委員 

  本年度であれば（７）に該当するのはどういった事業があったのでしょうか。  

高橋教育長 

  １２月であれば生涯学習課の申請者いちごーきっずの事業が該当します。 

坂井田スポーツ課長 

  本日ご審議いただくスポーツ課の申請者一宮軟式野球連盟の事業も該当いたします。 

委員 

  （１）から（５）のどこにも当てはまらない新規の事業で、ご審議いただく必要がある

事業が対象という認識でよろしいでしょうか。 

中村総務課長 

  そのとおりでございます。 

委員 

  （６）に該当する過去に認めたという案件は、問題なく行われたかどうかの点検を、ど

のように間違いなく行うのでしょうか。 

中村総務課長 

  開催結果を主催者から提出してもらいますので、それに基づき間違いの無いよう確認い

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 一宮市教育委員会後援名義の使用許可基準の一部改

正について原案どおり可決いたします。続きまして、第１５号議案 令和３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３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３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。 

委員 

  ９の地域学校協働活動の推進の中で、地域コーディネーターとありますが、どなたが対

象となるのでしょうか。  

岩田生涯学習課長 

  地域のボランティアの方や職員を対象として研修に参加していただいたり、情報の共有
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を図っていただいたりする予定でいます。国の推奨もありまして、一宮市としても取り

組んでいくということで令和３年度から方針の中で組み込んでいます。 

委員 

  公民館活動の中で指導者層の拡充とありますが、今後も行っていくのでしょうか。  

岩田生涯学習課長 

  地域の方々の支えがないと公民館活動が回って行かないので今後も行っていきます。 

委員 

  今年度は新型コロナウィルス感染症の影響で開催ができない事業が多数あったと思いま

すが、次年度はうまく開催できるような工夫をしている事業はありますか。  

岩田生涯学習課長 

  ２.家庭教育の事業の中でも、オンラインで開催できるものについては令和２年度でもオ

ンラインで開催しております。「０歳児ママのオンライン交流会」については令和２年１

１月に試行で行ったオンライン交流会のアンケートの結果でも開催を望む声が多かった

こともあり、令和３年度からは２カ月に 1 回行う予定です。 

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１５号議案 令和３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 一宮市連区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１６号議案 一宮市連区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。 

高橋教育長 

何かございませんか。 

委員 

  公民館長の年齢に幅があるように感じますが、定年はないのでしょうか。  

岩田生涯学習課長 

  地区から推薦をされた方々で、年齢に制限はありません。 

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 一宮市連区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１７号議案 令和３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。 
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坂井田スポーツ課長 

第１７号議案 令和３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３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 

  ７のホームタウンとしての支援について、令和２年度は具体的に各団体にどういった支

援を行ったのでしょうか。 

坂井田スポーツ課長 

  活動場所に対して配慮しています。ドリームシトリンについては先日主管する大会が開

催されましたが、スポーツ課の職員が一緒にグランド整備を行ったり、逆にドリームシ

トリンが、スポーツ課が行うイベントの啓発活動に参加していただいたりし、お互いが

Win Win になれる関係を構築しております。 

委員 

  全体として、スポーツ選手を育てたり、大きな大会の開催を推進したりする方針である

と思いますが、小学校のグランドが自由に使えないとか、中学校の部活動が十分に行え

ないといったことに対して、スポーツをしている子供たちに対する支援は何かできない

のでしょうか。 

坂井田スポーツ課長 

  現在の方針はスポーツを見る、する、支える、の３つのカテゴリを重点目標としており

ます。子供たちが部活動で活動できない部分の支援については、スポーツ協会で小学生

の部を開催してもらったり、スポーツ少年団に活動の場をもっていただいたりしていま

す。 

委員 

  重点目標で、誰もが、いつでも、どこでもスポーツに取組むことができるようにとあり

ますが、施設の利用状況を見て市民の皆さんの意識は高いのでしょうか。 

坂井田スポーツ課長 

  スポーツ施設予約システムから施設の稼働率を把握することができますが、予約状況は

抽選になることが多く、会場が足りない状況にあります。また、学校の目的外使用につ

いてもニーズが高く、スポーツに対する関心は非常に高いと言えます。 

委員 

  木曽川体育館が工事で使用できなくなると聞きましたが、そうなると増々施設の利用が

困難になるのではないでしょうか。 

坂井田スポーツ課長 

  体育館閉鎖の期間は他の施設を利用いただくことになると思います。 

市原教育指定管理課長 

  木曽川体育館の稼働率は非常に高い施設ですので、当初、工事の予定を令和３年度中の

予定としておりましたが、利用率が高い期間を避け、１１月から令和４年５月までの工

事期間としています。 
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委員 

  こういった体育館の利用が多いということは、室内のスポーツをされる方の方が多いの

でしょうか 

坂井田スポーツ課長 

  サッカー、野球といった屋外で行うスポーツの競技人口も多いので、どちらが多いとは

回答することが難しいです。 

委員 

  木曽川地区には体育館がありますが、尾西地区にはあるのでしょうか。 

市原教育指定管理課長 

  尾西スポーツセンターがあり、その中にアリーナやトレーニングルームがあります。 

委員 

  グリーンプラザがスポーツ予約システムで予約ができないと思いますが、システムが違

うのでしょうか。 

坂井田スポーツ課長 

  施設の中の一画にアリーナがありますが、文化的な使い方が主になるため、一宮市の施

設ではありますがスポーツ予約システムには入っていません。 

委員 

  施設の予約について、市内の方は利用料を安くするなどして、市内の方が市外の方より

使いやすくするといった考えはありますか。 

坂井田スポーツ課長 

  個人登録していただき予約していただきますが、利用する方の中に何人が市内の方かと

いった把握をし按分して料金を算出することは難しく、そういった考えはなかなかでき

ない状況です。 

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 令和３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１８号議案 一宮市スポーツ推進委員の解嘱につ

いて、ご説明をお願いします。  

坂井田スポーツ課長 

第１８号議案 一宮市スポーツ推進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、一宮市スポーツ推進委員に関する規則第４

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。 

高橋教育長 

何かございませんか。 

高橋教育長 

全員賛成ですので、第１８号議案 一宮市スポーツ推進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１９号議案 一宮市教育委員会指定管理者にかかる実
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績評価委員会委員の解嘱について、第２０号議案 一宮市立図書館協議会委員等の解任

について及び第２１号議案 一宮市文化財保護審議会委員の解任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。  

市原教育指定管理課長 

第１９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、教育委員

会の所管事務の一部を活力創造部へ移管することになったため、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。 

木村図書館事務局長 

第２０号議案 一宮市立図書館協議会委員等の解任について、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、教育委員会の所管事務の一部を活力創

造部に移管することとなったため、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。 

竹田博物館事務局長 

第２１号議案 一宮市文化財保護審議会委員の解任について、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、教育委員会の所管事務の一部を活力創

造部に移管することになったため、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１９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

会委員の解嘱について、第２０号議案 一宮市立図書館協議会委員等の解任について及

び第２１号議案 一宮市文化財保護審議会委員の解任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２５号から第２８号について後援内容説明。 

岩田生涯学習課長 

  受付番号第３１号から第３５号について後援内容説明。 

坂井田スポーツ課長 

受付番号第３８号から第４２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 

  学校教育課の受付番号２８番で、ＷＥＢ上で開催とのことですが、過去の開催における

参加人数はどれぐらいだったのでしょうか。 

春日井学校教育課長 

  令和２年度は中止で、令和元年度は延べ７０５人でした。 
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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２２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 

  ３月議会の報告について 

春日井学校教育課長 

  みんなの制服プロジェクト委員会について 

坂井田スポーツ課長  

  令和２年度一宮市スポーツ協会事業計画の一部変更について 

竹田博物館事務局長 

  博物館企画展「一宮市現代作家美術秀選展」の開催について 

 

そ の 他 

 

中村総務課長 

  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、愛知

県市町村教育委員会連合会総会・研修会について 

 

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 


