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平成２９年度第２回定例教育委員会  会議録 

 

１ と き   平成29年5月24日（水）14:00～14:40 

 

２ ところ   大垣市役所北庁舎北館1階 教育委員会室 

 

３ 出席委員  河合保孝教育長職務代理、堀哲也委員、山川隆司委員、平野晶子委員 

 

４ 事務局   安田事務局長、山下庶務課長、細江学校教育課長、 

稲川教育総合研究所長、藤社会教育スポーツ課長、 

中井文化振興課長兼守屋多々志美術館館長、鈴木文化財専門官、 

大谷上石津地域教育事務所長、加藤墨俣地域教育事務所長、 

中山南部北部学校給食センター所長、奥田図書館長、 

三浦男女共同参画推進室長、伊藤庶務課主幹、大橋庶務課主査 

 

５ 傍聴者   なし 

 

６ 議 題 

 

議第１３号  大垣市男女共同参画センター条例の制定に伴う大垣市スイトピアセンター

条例の一部改正に関する意見の提出について  

議第１４号  大垣市立学校施設の開放に関する運営協議会委員の委嘱について 

議第１５号  大垣市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

議第１６号  大垣市墨俣一夜城（大垣市墨俣歴史資料館）運営委員の解職及び委嘱に  

ついて 

議第１７号  大垣市図書館協議会委員の委嘱について 

議第１８号  大垣市学校給食センター運営委員会委員の解職及び委嘱について 

 

報告事項 

１ 繰越明許費について 

２ 要保護及び準要保護児童生徒の就学援助について 

３ 平成29年度大垣市学校評議員について 

４ 寄附採納について 

５ その他 
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開会 14:00 

発言者 発言内容 

山下  庶務

課長 

本日は山本教育長が欠席でございますので、教育長職務代理者の河合 

教育長職務代理、議事進行をお願いいたします。 

河合  教育

長職務代理 

それでは、ただいまより、平成29年度第2回定例教育委員会を開催しま

す。はじめに、前回会議録の承認を求めます。会議録については、既に

原案を配付しておりますが、会議録に記載した内容についてご異議ござ

いませんか。 

＜異議なしの声＞ 

ないようですので、前回会議録について原案のとおり承認いたします。 

河合  教育

長職務代理 

本日の議事は、個人情報など非公開にする議案がないことから、公開と

します。それでは、これより議事に入ります。はじめに、議第13号「大

垣市男女共同参画センター条例の制定に伴う大垣市スイトピアセンター

条例の一部改正に関する意見の提出について」説明をお願いいたします。 

三浦  男女

共同参画推

進室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議第13号 大垣市男女共同参画センター条例の制定に伴う大垣市スイト

ピアセンター条例の一部改正に関し、別紙のとおり市長に意見を提出す

るものとする。 

＜別添資料にて説明＞  

本市では、男女共同参画の推進に関する取組みを支援する活動拠点とし

て、大垣市スイトピアセンター学習館１階、現在の食堂喫茶室を改修整

備し、「大垣市男女共同参画センター」を開設することとしております。

このため、大垣市男女共同参画センター条例を制定し、条例の附則にお

いて「大垣市スイトピアセンター条例」の一部改正を行うものです。 

「大垣市スイトピアセンター条例」の第14条の2及び別表第4を削除する

ものでございます。内容は学習館を食堂喫茶室として使用する場合の使

用料の額等に関するものでございます。このたびの改修整備により食堂

喫茶室がなくなりますので、規定を削除するものでございます。施行期

日は規則で定める日となっておりますが、大垣市男女共同参画センター

をオープンする10月上旬を予定しております。 

河合  教育

長職務代理 

大垣市男女共同参画センターは、今回初めて設置されるのですか。 

三浦  男女

共同参画推

初めて設置するものでございます。男女共同参画推進条例で活動拠点の

整備に努めるものとなっており、それに相応しい場所等を検討してきた



3 

進室長 結果、この度スイトピアセンターで開設することとなりました。 

安田 局長 

 

 

 

これまでも学習館の４階に男女共同参画室という形で活動場所はあり

ました。大垣市男女共同参画センターの構想も、中心市街地のどこかに

設置できないか検討模索してまいりましたが、最終的にスイトピアセン

ター学習館に決まりました。所管そのものは、教育委員会ではなく市長

部局となります。 

河合  教育

長職務代理 

 

ほかによろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 

議第13号は承認されました。 

 

続きまして、議第14号「大垣市立学校施設の開放に関する運営協議会

委員の委嘱について」、議第15号「大垣市スポーツ推進審議会委員の委嘱

について」説明をお願いいたします。 

藤  社会教

育スポーツ

課長 

 

 

議第14号 大垣市立学校施設の開放に関する運営協議会委員について、

別紙のとおり委嘱を求めるものとする。 

＜別添資料にて説明＞  

各校区から推薦がありました、自治会や体育振興会、利用団体などの代

表者をはじめ、各学校の校長や教頭などで構成されており、計32協議会

289名で、このうち再任が229名、新任が60名でございます。 

活動内容といたしましては、小中学校の運動場や体育館等の開放の運営

などについての意見をいただきます。 

任期は、平成29年6月1日から平成30年5月31日までの1年間でございま

す。 

議第15号 大垣市スポーツ推進審議会委員の委嘱について別紙のとおり

委嘱を求めるものとする。 

＜別添資料にて説明＞  

12人の方々に委嘱させていただくものでございます。 

このうち、新たに委嘱する方は、大垣市職域体育振興会代表の石田光

昭様、市民公募による、安藤進様と坂井秀子様の3人でございます。 

活動内容といたしましては、スポーツ推進計画やその他スポーツの推

進に関する重要事項について調査・審議をいただきます。 

任期は、平成29年6月1日から平成31年5月31日までの2年間でございま

す。 
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河合  教育

長職務代理 

 

 

 

 

これについて、よろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 

議第14号、15号議案は承認されました。 

 

続きまして、議第16号「大垣市墨俣一夜城（大垣市墨俣歴史資料館）

運営委員の解職及び委嘱について」説明をお願いいたします。 

鈴木  専門

官 

議第16号 大垣市墨俣一夜城（大垣市墨俣歴史資料館）運営委員につい

て、別紙のとおり解職及び委嘱を求めるものとする。 

＜別添資料にて説明＞ 

去る4月18日開催の墨俣まちづくり倶楽部総会におきまして役員改選が

あり、臼井豊様が会長を退任され、副会長であった山北繫夫様が会長に

就任されました。墨俣一夜城運営委員会委員には、同会の会長が選任さ

れておりますので、臼井豊様は解職とし、新たに会長に就任された山北

繫夫様を委員として委嘱するものでございます。 

新たに委嘱する委員の任期は、本日5月24日から平成30年11月30日まで

の、前任者の残任期間でございます。 

河合  教育

長職務代理 

 

 

 

 

 

これについて、よろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 

議第16号議案は承認されました。 

 

続きまして、議第17号「大垣市図書館協議会委員の委嘱について」説

明をお願いいたします。 

奥田 館長 議第17号 大垣市図書館協議会委員について、別紙のとおり解職及び委

嘱を求めるものとする。 

＜別添資料にて説明＞ 

7人の方に委嘱をするもので、このうち、新たに委嘱する方は、羽賀由

美子様、岡崎信美様、髙橋麻衣子様です。 

市民公募委員として、髙橋麻衣子様に委嘱をいたします。 

本委員会では、図書館法第14条第2項の規定に基づき、図書館の運営に

関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕について、

館長に対して意見をいただくものでございます。 

任期は、平成29年6月1日から平成31年5月31日までの2年間となっており

ます。 
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河合  教育

長職務代理 

 

 

 

これについて、よろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 

議第17号議案は承認されました。 

続きまして、議第18号「大垣市学校給食センター運営委員会委員の解

職及び委嘱について」説明をお願いいたします。 

中山  給食

センター所

長 
 

議第18号 大垣市学校給食センター運営委員会委員について、別紙のと

おり解職及び委嘱を求めるものとする。 

＜別添資料にて説明＞ 

役員等の交代により解職及び委嘱するものです。解職者は、知識経験者

として西濃保健所長の稲葉様、ＰＴＡ代表の徳山様、松山様、野原様、

学校の長として林校長の5名でございます。委嘱者は、知識経験者として、

西濃保健所長の鷹尾様、ＰＴＡ代表の大音様、松井様、國枝様、学校の

長として酒井校長の5名でございます。 

活動内容は学校給食に要する物資調達及び経理や、給食費に関すること

などご審議いただいております。 

新たに委嘱する委員の任期は、本日から平成30年6月30日までの、前任

者の残任期間でございます。 

河合  教育

長職務代理 

 

 

 

 

 

これについて、よろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 

議第18号議案は承認されました。 

 

次に報告事項に移らせていただきます。はじめに報告事項1「繰越明許

費について」、報告事項2「要保護及び準要保護児童生徒の就学援助につい

て」説明をお願いします。 

山下  庶務

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項1 繰越明許費について 

＜別添資料にて説明＞ 

表にあります、平成28年度の3事業につきましては、工期に期間を要し

年度内に完成することが見込めないため、大垣市の予算の編成及び執行

に関する規則の第18条第1項に基づき、平成29年度予算に繰越しましたの

で報告させていただきます。小学校グランド改修事業 5,520万円、小学

校トイレ改修事業 8,650万円、小学校外壁改修事業 1億9,380万円でござ

います。 
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山下  庶務

課長 

 

 

報告事項2 要保護及び準要保護児童生徒の就学援助について 

＜別添資料にて説明＞ 

1 の就学援助制度の趣旨でございますが、就学援助は、経済的な理由に

よって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、必要な援助を行

い、すべての児童生徒が等しく円滑に義務教育を享受できるよう配慮す

る制度でございます。 

2 の就学援助の対象者でございますが、要保護者と準要保護者となりま

す。要保護者は、生活保護法第6条第2項に規定する者で、具体的には、

主に生活保護受給者の方でございます。 

準要保護者は、大垣市就学援助費支給要綱第2条第2号に規定する者で、

具体的には、アの（イ）地方税法第295条第1項の規定による市町村民税

の非課税の方、 (ク)の児童扶養手当法第4条の規定による児童扶養手当

の支給がされている方などでございます。 

3 の支給についてでございますが、各学期末7月、12月、3月に保護者も

しくは学校長へ支給いたします。支給費目は、ご覧のとおりとなってお

ります。 

4 の準要保護認定者数、⑴の認定者数とその割合は、小学校においては

573人で受給率は6.62％、中学校では431人で受給率は9.83％、全体では

1,004人で受給率は7.70％でございます。 

⑵の認定者の推移につきましては、ご覧のとおりでございます。 

⑶の今年度の認定者数の上位3要件ですが、児童扶養手当を支給されて

いる方が、65.7％と一番多く、以下はご覧のとおりとなっております。 

河合  教育

長職務代理 

趣旨に義務教育とありますので、小中学校が対象と分かりますが、大

垣市立の幼稚園ではどのようになっていますか。 

安田 局長  幼稚園では、3歳児、4歳児、5歳児と所得に応じて保育園の利用料が決

まっております。さらに生活保護法に定める要保護者等については、減

免措置があります。私立の幼稚園の方に対しても幼稚園就園奨励費補助

金があります。 

細江  学校

教育課長 

報告事項3 平成29年度大垣市学校評議員について 

＜別添資料にて説明＞ 

今年度、各小中学校において、学校評議員をお願いする皆さまです。 

学校評議員は、大垣市立小中学校管理規則第16条に基づき、教育活動や

学校と地域の連携について、地域住民や保護者の意向を反映するため、

学校に置くものでございます。 
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閉会 14:40 

 

評議員の人数は、各学校10人以内とし、教育に関する理解及び識見を有

するもののうちから、校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱いたしま

す。 

今年度お願いいたします人数は、全体で280人となっております。 

河合  教育

長職務代理 

これにつきまして、ご意見やご質問はありませんか。 

次に、報告事項4「寄付採納について」説明をお願いいたします。 

山下  庶務

課長 

報告事項4 寄附採納について 

＜別紙資料にて説明＞ 

河合  教育

長職務代理 

 

これにつきまして、ご意見やご質問はありませんか。 

次に「その他」について事務局から説明をお願いいたします。 

山下  庶務

課長 

教育委員会の行事等スケジュールについて 

＜別紙資料にて説明＞ 

藤  社会教

育スポーツ

課長 

家庭教育講演会について 

＜別紙資料にて説明＞ 

中井  文化

振興課長 

公益財団法人 大垣市文化事業団 事業計画・財務諸表について 

＜別紙資料にて説明＞ 

奥田  図書

館長 

学校史の切り取り被害の状況と対応策等について 

口頭にて説明あり。 

河合  教育

長職務代理 

図書館に1冊しかない学校史などが切り取られると再復できないと思

いますが、データ化するなどの取り組みはありますか。 

奥田  図書

館長 

 データ化については進めておりませんが、学校史が切り抜きされた場

合は学校に副本がないか確認し、あれば副本を所蔵し、なければその状

態で保管しておくことになります。 

河合  教育

長職務代理 

 

 古い資料はＰＤＦ化して残していけるといいですが、費用もかかるこ

とですので難しいですね。 

山下  庶務

課長 

＜次回開催＞ 

と き 平成29年6月28日（水）13:30～ 

ところ 大垣市立静里小学校 


