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   教育部次長兼学校教育課長  白 井 博 司 

   教育部次長兼中央図書館長  内 藤 嘉 和 

  庶務課長          山 嵜 博 充 

  学校教育課主幹       大 林 淳 司 

   生涯学習課長        前 田 清 彦 

   スポーツ課長        中 村 幸 夫 

   学校給食課長        山 西 宣 好 

 

教育長が指定した事務局職員 

   主     事   木 和 田 聡 哉 

 

議事日程 

   第１ 会議録署名委員の指名について 

第２ 第２９号議案 教職員の任用について 

第３ 第３０号議案 平成２４年度教育委員会決算について 

第４ 第３１号議案 平成２４年度教育委員会事務の点検・評価報告書について 

第５ 第３２号議案 豊川市図書館条例及び豊川市生涯学習会館条例の一部改正について 

第６ 第３３号議案 平成２５年度９月補正予算について 

 

   

  （午後１時３０分 開会） 

開開開開        示示示示    

    



「「「「池田池田池田池田委員長」委員長」委員長」委員長」    定刻になりましたので、只今から教育委員会を開会し、直ちに会議を開きます。 

始めに日程第１、会議録署名委員の指名を行います。本日の会議録署名委員は、委員長におい

て、小田・林 両委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

    

「「「「池田池田池田池田委員長」委員長」委員長」委員長」    続いて日程第２ 第２９号議案「教職員の任用について」を議題といたします。

なお、本案は職員の人事に関する案件ですので、議事を非公開とし、会議内容の議事を別に記録

することとしてよろしいでしょうか。 

   （異議なしの声あり） 

「「「「池田池田池田池田委員長」委員長」委員長」委員長」    異議なしと認め、本案は非公開とします。それでは、事務局から提案理由の説明

をお願いします。 

「「「「白井教育部次長白井教育部次長白井教育部次長白井教育部次長」」」」    第２９号議案「教職員の任用について」を資料に基づき説明。 

    

   （以下、議事内容は個人情報に関わるため議事を非公開） 

     

「「「「池田池田池田池田委員長」委員長」委員長」委員長」    只今の提案について、ご質疑がありましたらお願いします。 

「「「「池田池田池田池田委員長」委員長」委員長」委員長」    ありませんか。無ければ採決を行ないます。本案は原案のとおり可決することに

ご異議ありませんか。 

   （異議なしの声あり） 

「「「「池田池田池田池田委員長」委員長」委員長」委員長」    異議なしと認め、日程第２、第２９号議案「教職員の任用について」は、原案の

とおり可決されました。 

    

「「「「池田池田池田池田委員長」委員長」委員長」委員長」    次に日程第３、第３０号議案「平成２４年度教育委員会決算について」を議題と

いたします。それでは事務局から提案理由の説明をお願いします。 

「「「「柴谷教育部次長柴谷教育部次長柴谷教育部次長柴谷教育部次長」」」」    別紙資料「平成２４年度教育委員会所属別歳出決算額調書」に基づき、教育

委員会全般の決算の概要について説明。 

（平成２３年度に対する２４年度の決算額について教育委員会全体３１．０％増。庶務課  

３３．０％増。学校教育課９．１％減。生涯学習課４．６％増。スポーツ課３８．１％減。

学校給食課１０４．４％増。中央図書館５．６％増。）    

「各課長」「各課長」「各課長」「各課長」    別紙資料「平成２４年度決算にかかる主要施策の成果報告書」に基づき、平成２４年

度中に行った各課の主要な事業等について抜粋して説明。（以下は各課主要施策事業名） 

  【庶務課】 

   ・教育振興事業費            ・地震対策事業費   

   ・小学校管理費             ・小学校防犯対策事業費  

  ・小学校サポーター事業費        ・小学校環境対策事業費 

  ・小学校教材備品等整備費        ・校舎外壁等改修事業費 

 ・桜町小学校プール改築事業費      ・御津南部小学校校地整備事業費  



 ・小坂井東小学校屋内運動場改築事業費  ・東部小学校校舎改築事業費 

 ・中学校管理費             ・中学校サポーター事業費 

 ・中学校環境対策事業費         ・中学校教材備品等整備費 

・部活動支援備品等整備費        ・校舎外壁等改修事業費 

 

【学校教育課】 

   ・心理教育相談事業費          ・学級運営支援事業費 

・児童・生徒教育指導事業費       ・特色ある学校づくり推進事業費 

   ・教員研修費              ・教育一般指導費 

  ・登校支援事業費            ・外国人児童生徒教育推進事業費 

  ・部活動総合支援事業費         ・教員国内研修派遣事業費 

  ・読書教育指導費            ・開かれた学校づくり推進事業費 

  ・教育指導費負担金等          ・私立学校助成費  

  ・小学校教育推進費           ・中学校保健費 

・小学校理科教育設備整備費       ・要保護及び準要保護児童就学援助費 

・小学校特別支援教育就学奨励費     ・中学校教育推進費 

・中学校保健費             ・中学校理科教育設備整備費 

・要保護準要保護生徒就学援助費     ・中学校特別支援教育就学奨励費 

 

  【生涯学習課】 

   ・社会教育活動費            ・市史編さん事業費 

・生涯学習推進事業費          ・文化財保護費 

・公民館管理運営費           ・少年愛護センター管理運営費 

・民俗資料館管理運営費         ・生涯学習会館管理運営費 

 

【中央図書館】 

   ・図書等購入費             ・図書館活動費 

   ・ジオスペース館管理運営費       ・地域情報ライブラリー運営費 

   

【スポーツ課】 

   ・生涯スポーツ振興事業費        ・一般体育振興費 

   ・スポーツ振興基金積立金        ・体育施設指定管理料 

  ・その他体育施設管理運営費       ・サッカー場管理運営費 

  ・陸上競技場管理運営費         ・野外センター管理運営費・営繕工事費 

  ・保健体育施設災害復旧費 

 



  【学校給食課】 

   ・学校給食管理運営費          ・新学校給食センター建設事業費 

 

「「「「池田池田池田池田委員長委員長委員長委員長」」」」    只今の提案について、ご質疑がありましたらお願いします。 

「「「「林委員林委員林委員林委員」」」」    各事業費の決算額の欄において、その他の欄にはどのようなものがありますか。 

（金額の多額なものについて説明） 

「山崎庶務課長」「山崎庶務課長」「山崎庶務課長」「山崎庶務課長」 １４ページ・小学校管理費のその他の欄に２２，９６５千円ございますが、内

２０，０００千円はコンピュータ整備のために基金を取り崩したものであり、この他に学校開放

に係る使用料が計上されています。 １７ページの御津南部小学校校地整備事業費のその他の欄、

２４，８４５千円ですが、県道の歩道新設事業にあたり、校地の整備工事を実施しました。その

工事費相当額を原因者である愛知県から補償されたものです。 

「前田生涯学習課長」「前田生涯学習課長」「前田生涯学習課長」「前田生涯学習課長」 ３０ページの生涯学習管理運営費のその他の欄４，２４２千円は、会館の

使用料収入でございます。 

「中村スポーツ課長」「中村スポーツ課長」「中村スポーツ課長」「中村スポーツ課長」 ３４ページのサッカー場管理運営費のその他の欄６，５７９千円ですが、

このうち５，０００千円が、サッカー場の所有者であるシロキ工業からの施設の維持管理負担金

で、残りが使用料収入でございます。 

「山西学校給食課長」「山西学校給食課長」「山西学校給食課長」「山西学校給食課長」    ３５ページ学校給食管理運営費のその他の欄７２５，９５９千円について

は、給食費でございます。 

「小田委員」「小田委員」「小田委員」「小田委員」    陸上競技場の利用状況が前年比として改修時では意味が無いので、できれば改修前

の利用状況と比較してはどうかと思います。相対的には、予算があって、決算・主要施策の成果

とよくまとまっていると思います。 

「「「「池田池田池田池田委員長」委員長」委員長」委員長」 この他にありませんか。無ければ採決を行ないます。本案は原案のとおり可決す

ることにご異議ありませんか。 

   （異議なしの声あり） 

「「「「池田池田池田池田委員長」委員長」委員長」委員長」    異議なしと認め、日程第３、第３０号議案「平成２４年度教育委員会決算につい

て」は、原案のとおり可決されました。 

 

「「「「池田池田池田池田委員長」委員長」委員長」委員長」    次に日程第４、第３１号議案「平成２４年度教育委員会事務の点検・評価報告書

について」を議題といたします。それでは事務局から説明をお願いします。 

「「「「柴谷教育部次長柴谷教育部次長柴谷教育部次長柴谷教育部次長」」」」    別紙資料「平成２４年度教育委員会事務の点検・評価報告書（概要）」に基

づき、目的（法２７条での義務）、点検・評価の対象（平成２４年度事業）、主な事務の流れ（２

回の教育委員会行政事務点検評価委員会の開催）、学識経験者の紹介（３名）、報告書の構成（主

要施策の自己点検数３３施策１１７項目）、学識経験者による評価数（合計５２件）について説

明。 

 

 



「各課長」「各課長」「各課長」「各課長」    別紙資料「平成２４年度教育委員会事務の点検・評価報告書」に沿って説明し、その

うち「「「「ⅤⅤⅤⅤ    学識経験者による評価」学識経験者による評価」学識経験者による評価」学識経験者による評価」について以下の項目を説明。 

  【庶務課】 

   （１）教育関連機器等の整備 

     ①全教職員に向けた研修についても、引き続き情報セキュリティ研修を実施し、徹底し

た情報管理を行うことを期待されている。 

   （２）学校施設の整備 

②暑さ対策として、扇風機等設置対応に評価を受けながらも、地域性等各学校に応じた

学習環境の更なる改善を期待されている。 

 

  【学校教育課】 

（５）わかる授業の実践と教員の資質向上 

     ①学級支援員・個別支援員について、今後も各校の要望に応えてより手厚い配置がなさ

れることを期待されている。 

     ②若い教諭と講師がどの学校にも多く配置されているので、資質向上のための研修会が

より効果的に実施されることを期待されている。 

   （７）不登校並びに問題行動や虐待などの予防及び早期発見と解決 

     ①「ゆずりは」の相談時間数や対象児童の拡充について評価されたが、いじめ問題につ

いては、予防対策を重視するとともに、関係機関等と連携して相談事業が推進される

ことを期待されている。 

   （８）特別支援教育の推進 

     ①今後も支援員を適切に配置し、介助を必要とする児童生徒が安心して学校生活を送る

ことができるよう、さらなる推進を期待されている。 

   （９）情報教育、進路指導の充実 

     ①児童生徒が達成感を持てるよう引き続き体験学習実施事業所の開拓を進め、専門職の

人の話や様々な職種の人の体験談を聞く機会を設ける等更なる推進を求められている。 

   

【学校給食課】 

（14）新学校給食センターの建設 

①新学校給食センターの完成を機に、内容がより充実していくことを期待されている。 

（19）安心・安全な給食の提供 

  ①アレルギーの問題は大変深刻なので、情報提供を推進するとともに、今まで以上に児

童生徒個々に対してきめ細やかな対応を求められている。 

   

 

 



【生涯学習課】 

   （１）社会教育の推進 

     ①生涯学習会館、公民館等は社会教育の拠点として重要であり、引き続き、各施設の役

割を明確にし、施設の適切な運営及び施設の維持に努めるとともに、各施設が有する

情報を共有化して、地域性を生かした学習の場になるよう求められている。 

   （３）生涯学習の推進 

     ②「放課後子ども教室」は、指導者の確保が難しく、地域によって差が出ているような

ので、実情やアンケート結果を踏まえながら、この事業のあり方について見直してい

くことを求められている。 

   （４）文化財の保存と活用 

     ①「新版豊川の歴史散歩」が、今後の市内の文化財保護・活用のよりどころとなり、大

いに活用されることを期待されている。 

 

  【スポーツ課】 

   （５）するスポーツ 

     ①市民体育大会の種目等の見直しは、地域性、年齢層の違いなど多くの問題があると思

うが、アンケート等で関係者の意見を聞くなど、引き続き慎重に検討がなされること

を期待されている。 

   （８）スポーツ環境・施設の整備 

     ②硬式野球場については、慎重に調査・研究を進め、市内に硬式野球を楽しむことがで

きる環境を整えることを期待されている。 

 

【中央図書館】 

   （９）中央図書館の運営 

     ①分館等への配送によりサービスが充実しているが、これらの閉館時間等についても市

民の意見を聞き検討することを求められている。 

   （10）ジオスペース館の運営 

     ②様々な企画を打ち出し、ジオスペース館の平日利用者を増加させることを求められて

いる。           

   （11）地域情報ライブラリーの運営 

     ①市内・東三河の文化・行事等に関する映像資料の収集、情報の市民への提供に関する

活動をさらに推進することを求められている。 

 

「「「「池田池田池田池田委員委員委員委員長長長長」」」」    多岐にわたっておりますが、只今の提案について、ご質疑がありましたらお願い

します。 

「「「「林委員林委員林委員林委員」」」」    各課２３年度の評価を踏まえて２４年度の事業を展開していますので、非常に内容も



充実していると感じますが、ただ、自己評価を見ていると甘いところがあるのかなと思います。 

「山崎課長」「山崎課長」「山崎課長」「山崎課長」 表現の問題かとは思いますが、おっしゃられることもよくわかります。 

「林委員」「林委員」「林委員」「林委員」 自己評価を低くして、第三者の評価が高いとすんなりくると思いますが、自己評価が

高いと読んでいる側は違和感を抱くのではないかと思います。細かい部分で表現の仕方を考えた

ほうがよいのではないかと思います。 

「「「「小田小田小田小田委員」委員」委員」委員」    林委員が言われるように、全く現状を知らない市民がこの開示された報告書を見て

しまうと、「そんなことでいいのか」と言われかねないということを懸念してしまいます。 

ただ、一方でこうした評価を行うようになって、多年にわたってやっている事業は少しずつ成

果が出て、基本計画に沿って事業が進んでいると今回強く感じました。 

庶務課であれば、不測の事故にも対応しているのは、通常の仕事がきちんとできているという

ことと、それを踏まえて学校の施設整備を行っていることは、点検・評価委員会同様評価します。 

学校教育課であれば、支援員を入れていることに加え、子どもを育てる環境づくりとそれを育

むための人を育てる仕組みが徐々にできつつあると実感します。 

生涯学習課とスポーツ課については、各種講座やスポーツに興味を持っている市民をうまく巻

き込んでいると思います。 

中央図書館については、以前からジオスペース館の活用等にしっかり取り組んでいて、一昨年

よりも昨年、昨年よりも今年と中身が良くなってきていると感じます。 

平成２５年度は、７０周年ということで予算もついたかと思いますが、特に子どもを対象にし

たものについては、できれば来年も実施して欲しい。複数年に亘る平等性を気にしていただきた

いと思います。あと、南部学校給食センターが稼動しますが、この前見学会に参加させてもらっ

て、稼動時の不測の事態に対する対応はクリアされていると思いますが、今後、順調に稼動した

後の何ヶ月後かに発生する事態を予測した項目、対応を考えていくことも必要かなと思います。 

「池田委員長」「池田委員長」「池田委員長」「池田委員長」 評価報告書では、概ね成功しましたという感じですが、実際はうまくいかなかっ

た部分があると思うんですがそうしたものは無いのでしょうか。 

「近藤教育部長「近藤教育部長「近藤教育部長「近藤教育部長」」」」 この報告書の組み立ては、最初に実施状況と成果ですので、実施状況はそのま

ま説明させていただき、成果については林委員のご指摘にありますように、確かに誤解を招く表

現があったかと思います。今後は誤解のないような表現に改めていきたいと思います。 

        実施状況と成果でしたので、反省がこの部分にはありませんが、「今後の課題と取組み」の中

でまとめさせているとご理解いただき、前年度の反省点を今年度で改善しながら、今年度新たに

発生した課題・反省点を次年度に繋げていけるような報告書にできるように検討してまいりたい

と思います。 

「花井教育長」「花井教育長」「花井教育長」「花井教育長」 委員長さんの言われるにように成果が強調されるのはいいが、強調され過ぎて、

表現として不足している。「～を図っていく。」と書いているが、「こういう現状があってこういう

課題があるから、具体的にどういうことを実施していく。」というふうに加えたほうがわかりやす

いと思います。 

「「「「池田池田池田池田委員長」委員長」委員長」委員長」    この他にはございませんか。無ければ採決を行ないます。本案は原案のとおり可



決することにご異議ありませんか。 

   （異議なしの声あり） 

「「「「池田池田池田池田委員長」委員長」委員長」委員長」    異議なしと認め、日程第４、第３１号議案「平成２４年度教育委員会事務の点検・

評価報告書について」は、原案のとおり可決されました。 

 

「「「「池田池田池田池田委員長」委員長」委員長」委員長」    次に日程第５、第３２号議案「豊川市図書館条例及び豊川市生涯学習会館条例の

一部改正について」を議題といたします。それでは事務局から提案理由の説明をお願いします。 

「内藤中央図書館長」「内藤中央図書館長」「内藤中央図書館長」「内藤中央図書館長」    今回の条例改正については、豊川市図書館を利用される方の利便向上を図

ることを目的に一宮及び小坂井生涯学習会館の図書室を豊川市中央図書館の分館とするために行

うものです。 

 第１条は、豊川市図書館条例の一部を改正するもので、図書館条例第２条第２項の表に「豊川市

一宮図書館 豊川市上長山町小南口原１の５００番地」「豊川市小坂井図書館 豊川市宿町光道

寺４０番地」を加えるものです。 

 第２条は、豊川市生涯学習会館条例の一部を改正するもので、生涯学習会館条例第６条の表から

一宮生涯学習会館及び小坂井学習会館の図書室を削除するものです。 

     以上でございます。 

「「「「池田池田池田池田委員長委員長委員長委員長」」」」    只今の提案について、ご質疑がありましたらお願いします。    

「「「「池田池田池田池田委員長委員長委員長委員長」」」」    ありませんか。無ければ採決を行ないます。本案は原案のとおり可決することに

ご異議ありませんか。 

   （異議なしの声あり） 

「「「「池田委員池田委員池田委員池田委員長長長長」」」」    異議なしと認め、日程第５、第３２号議案「豊川市図書館条例及び豊川市生涯学

習会館条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 

    

「「「「池田池田池田池田委員長」委員長」委員長」委員長」    次に日程第６、第３３号議案「平成２５年度９月補正予算について」を議題とい

たします。それでは事務局から提案理由の説明をお願いします。 

「山崎庶務課長」「山崎庶務課長」「山崎庶務課長」「山崎庶務課長」    今回の補正予算ですが、「御油小学校屋内運動場床等改修工事：３３，０００

千円」でございます。御油小学校の屋内運動場は昭和４９年３月に建設され、老朽化により床が

斜めになる等改修の必要がございますので実施するものです。 

    次に、一宮西部小学校スロープ設置等工事：６，８００千円」でございます。こちらは、来年度、

車椅子の児童が入学する予定のため、その準備として一部バリアフリー化を実施するものです。

次に、「一宮南部小学校プール改修工事：３１，０００千円」でございます。昭和５１年７月に建

設されており、コンクリートの劣化が進んでプールサイド等子どもたちの怪我の原因となります

ので改修するものです。「小坂井東小学校受水槽取替等工事：１４，０００千円」ですが、現在、

老朽化で受水槽にひびが入っているとともに、受水槽から高架水槽への配管で漏水が発生してい

ることもありますので取り替えるものでございます。 

  中部中学校の学校用地の借地の一部について、地主より購入依頼がございましたので取得のた



めの「収入印紙代：２千円」「土地購入費：４，０８３千円」を計上いたしました。 

  次に、「代田中学校プール改修工事：４１，０００千円」ですが、昭和４９年８月に建設され、

防水シートの劣化がひどく、ろ過機についても使用に耐えない状況になってきましたので、改修

するものでございます。 

  これらの事業については、中部中学校の土地購入に係る経費以外は、地域経済活性化雇用創出

臨時交付金により実施するものです。 

  以上が平成２５年度一般会計歳出予算の補正でございますが、この他に、債務負担行為の補正

がございます。 

  こちらにつきましては、東部小学校校舎改築事業に係る仮設校舎借上料（北仮設校舎）の平成

２６年度～２７年度の限度額を１０５，０００千円から１６５，０００千円に増額するものです。 

  その理由でございますが、地盤調査の結果、基礎地盤が悪く基礎杭が必要になったことと、予

算要求時と比べ、工事費や仮設校舎リース代が上昇していること、今年の夏のような猛暑対策と

して、空調設備設置費用を計上し、これらを上乗せしたいため増額をするものです。 

  庶務課の補正予算については以上でございます。 

「中村スポーツ課長」「中村スポーツ課長」「中村スポーツ課長」「中村スポーツ課長」 スポーツ課の補正予算ですが、歳出予算の増額を行います。「海洋センタ

ー用地買収不動産鑑定手数料：８７９千円」でございます。現在、小坂井Ｂ＆Ｇ海洋センターの

用地については借地ですが、地権者の篠束水稲苗代組合から購入依頼がございました。市として

は用地取得をすることにいたしましたので、買収にあたってその金額を算定するため、不動産鑑

定士に鑑定を依頼するものです。 

        以上でございます。 

「「「「池田池田池田池田委員長委員長委員長委員長」」」」    只今の提案について、ご質疑がありましたらお願いします。    

「「「「小田小田小田小田委員」委員」委員」委員」    債務負担行為の補正ですが、額面が大きく６０％も増えるわけですが、どのような

内容のものが増加するのか、明細があれば教えていただきたいと思います。 

「山崎庶務課長」「山崎庶務課長」「山崎庶務課長」「山崎庶務課長」    概算の増加額を申し上げます。主に基礎杭が必要になったことで、１９，００

０千円、震災の影響による人件費や材料費の高騰による工事費やリース代の増加が１３，０００

千円、エアコン及び受電設備の設置に６，０００千円が主な増加要因で、消費税の５％から８％

の増加分も見込んでおります。 

「林委員」「林委員」「林委員」「林委員」    財源の確保について、非常に苦労していることは承知していますが、補助金がなかっ

たらこれらの事業が実施されたのでしょうか。特に一宮西部小学校のスロープ設置工事など、ど

のように対応したのでしょうか。 

「山崎庶務課長」「山崎庶務課長」「山崎庶務課長」「山崎庶務課長」今回は、国の交付金を使うことができましたが、いずれ実施する事業ですし、必

要に応じて財政課と協議して一般財源で実施できるように対応いたします。 

    「「「「池田池田池田池田委員長委員長委員長委員長」」」」    他にありませんか。無ければ採決を行ないます。本案は原案のとおり可決するこ

とにご異議ありませんか。 

   （異議なしの声あり） 

「「「「池田池田池田池田委員長」委員長」委員長」委員長」    異議なしと認め、日程第６、第３３号議案「平成２５年度９月補正予算について」

は、原案のとおり可決されました。 

 



本日の会議に付議されました案件は以上ですので、これで本委員会を閉会いたします。 

 

  （午後４時 閉会） 

 

 


