
平成２９年度 第１０回安城市教育委員会定例会会議録 

 

日  時   平成３０年１月１１日（木）午後１時３０分  

場  所   教育センター２階 会議室  

出席した委員 加藤滋伸  委員長 

       近藤倉生  委員長職務代理者  

        舩尾恭代  委 員  

伊奈 希  委 員  

       杉山春記  教育長  

出席した職員 近藤芳永  教育振興部長  

       大見 智  生涯学習部長  

       寺澤正嗣  アンフォーレ管理監  

       神谷 徹  総務課長  

              上原就久  学校教育課長 

       荒川 智  生涯学習課長 

       野畑 伸  スポーツ課長 

鈴木栄一  文化振興課長  

       岡田知之  アンフォーレ課長 

       横手憲治郎 アンフォーレ課主幹 

       永井教彦  子ども課長 

       長谷部朋也 子育て支援課長 

都築里美  子ども発達支援センター準備室長  

正村理代子 学校教育課研究係長 

筒井良廣  総務課課長補佐 

傍 聴 者   なし 

開  会   午後１時３０分  

 

日  程  

 第 １ 前回会議録の承認  

平成２９年１１月１６日開催の教育委員会定例会会議録  

平成２９年１１月１６日開催の教育委員会臨時会会議録  

第 ２ 委員長、教育長等の報告 



＜委員長＞ 

１１月２２日 安城学園創立１５０年式典  

１１月２６日 市民文芸まつり発表大会  

１２月 １日 市議会就任あいさつ  

１２月１０日 安城シティマラソン大会  

１月 ７日 成人式  

＜教育長＞  

１１月１７日 総合計画審議会  

       転入希望教員面接  

   １１月１８日 東部小学校学芸会  

   １１月１９日 南ライオンズクラブ５０周年記念式典  

   １１月２０日 錦町小学校現職教育訪問  

１１月２１日 市幹部会  

学校給食共同調理場運営委員会  

１１月２２日 市部課長会  

       教育支援委員会  

１１月２６日 市民文芸まつり発表大会  

１１月２７日 三河部都市教育長協議会（豊橋市）  

１１月２９日 市議会全員協議会  

１１月３０日 小学生男子ソフトボール表敬訪問  

１２月 １日 市議会議場コンサート  

       市議会開会  

１２月 ４日 市議会一般質問  

１２月 ５日 市議会一般質問  

１２月 ７日 市議会議案質疑  

１２月 ８日 定例校長会  

１２月１０日 安城シティマラソン大会  

１２月１２日 市議会市民文教常任委員会  

       あんトーク報告会  

１２月１３日 第１回校長面接  

       教育支援委員会  

１２月１５日 第１回校長面接  



１２月１９日 サンタクロース訪問  

１２月２０日 市議会閉会  

１２月２２日 チアダンス表敬訪問  

１２月２５日 ゼロドリーム寄付受納  

   ２７日 いじめ問題対策委員会  

   ２８日 仕事納め式  

 １月 １日 元朝式  

 １月 ４日 仕事初め式  

       市幹部会  

       市部課長会  

  １月５日 安城創生会新年あいさつ会  

       新年交礼会  

  １月７日 消防出初式  

       成人式  

       文化協会新年会  

                  以上に出席しました。 

 

報告第２号については、非公開とする。 

第 ３ 議題 

第３６号議案 成人式の会場変更について  

 説明：生涯学習課長  

内容：成人式の会場を変更したい。  

近藤職務代理者：体育館で開催すると基本的には式典という形になり成

人に与える印象が変わってしまう。快晴のときは、やはりデンパーク

の方がよいが、天候に問題があるときには体育館という感じはある。

アベレージでいうと体育館の方がよいと思う。  

舩尾委員：デンパークの良さがあったと思う。座ったから話を聞く体制

になるかどうか心配。アトラクションを工夫するとか、何かみんなが

注目するような仕掛けが必要。雨の日に着飾っているお嬢様が大変そ

うであるというのはわかるので、その点では安心だと思う。寒い時も

体育館の方がよいとは思うので全体的には賛成するが、心配もあるの

でうまくやってほしい。  



加藤委員長：全国的に成人式の在り方が問題となり、安城市としてはデ

ンパークがあるので、そこでやってきたのだと思う。今の皆さんの意

見等も参考にして、来年よりよい成人式ができるようにお願いする。  

    （全員異議なし承認）  

第３７号議案 平成３０年度安城市図書情報館開館日等について  

 説明：アンフォーレ課長  

内容：安城市図書管理規則第３条に基づき、開館日等を定める。  

（全員異議なし承認）  

 

第 ４ 承認事項  

承認第１号 寄附受納について  

 説明：総務課長  

内容：寺澤正美氏から本をＮＰＯゼロドリームから現金をいただいた。   

    （全員異議なし承認）  

承認第２号 安城市教育委員会表彰について  

 説明：総務課長  

内容：要綱に基づき、寺澤正美氏に感謝状を渡したい。  

    （全員異議なし承認）  

承認第３号 暴風警報発表時および特別警報発表時等の対応の一部変更

について  

 説明：学校教育課長  

内容：暴風警報発表時および特別警報発表時等の対応を変更したい。  

伊奈委員：通学団での登校時に混乱が生じていたので、とても分かりや

すくなり助かる。  

近藤職務代理者：「道路の冠水、河川の増水等により登校が危険なとき

は、この限りではない。」とあるが、登校が危険なときとは、誰が判

断するのか。大雨警報が出ているとき、すごい雨が降っており、こん

な状況で学校に行くのかと思うときがある。今のところ事故は起こっ

ていないが、誰が判断して、どういう措置をとるのか聞きたい。  

学校教育課長：学校全体としては、登校しないという判断はしていない。

基本的には保護者等の判断とし、その判断により登校しない場合は欠

席扱いしない。それぞれの家庭で安全を確保したうえで登校すること



をお願いしている。下校についても、教員等が地域を回って安全確認

をしながら下校させている。  

    （全員異議なし承認）  

承認第４号 安城市小・中学校における医療的ケア実施要綱について  

説明：学校教育課長  

内容：医療的ケアを実施するために要綱を制定したい。   

舩尾委員：対象者は、慢性的な方なのか。ずっと日常的に必要となるの

か。 

学校教育課長：一時的でも、医療行為が必要となった方に実施していく。 

近藤職務代理者：要綱を読んだが、少し違和感があるところがある。例

えば、第１０条の「医療的ケアの実施」のところで、“医療的ケア実

施日”とあるが、“ケアが必要な日には”とした方がよいと思う。

“保護者が医療的なケア実施の可否を判断し”となっているが、“ケ

ア実施は保護者が判断する”というより、“保護者が申請する”とし

た方がよい。また、“看護師は、医療的ケアの実施中に異常が認めら

れたときは、状況に応じて医療的ケアを中止する”と書いてあるが、

これでは困る。“異常が見られたときは、直ちに適切な対処を講じ

る”とした方がよい。 

学校教育課長：只今、ご指摘いただいたところは、またこちらの方で再

検討させていただき、方向性としては、こうした要綱をつくりながら

適切に対処していきたいということで、ご承認をいただければと思う。 

加藤委員長：市内で何人の任用を予定しているのか。 

学校教育課長：来年度については、医療行為を必要とするのは３名と把

握しているので、看護師としては、２名程度を予定している。 

加藤委員長：任用期間は、“前期または後期”となっているが、１年間

雇用することはできないのか。 

学校教育課長：雇用の関係で、半年ずつの雇用しかできないため、任用

単位は半年となるが、同じ方に１年通じて働いていただく予定。 

  （全員異議なし承認）  

承認第５号 安城教育充実プランについて  

説明：学校教育課長  

内容：家庭・学校・地域が一体となって子どもを育てられる教育体制



づくりを進めるため、安城教育充実プランを策定した。   

伊奈委員：小学校の運動会の半日化には、いろんな意見が出ると思うし、

私も賛否両論の意見を聞いた。混乱はあるかと思うが、春の時期は覚

えることが多いうえに、運動会でも覚えなければいけないことが多く、

特に新１年生には大変である。その点において、私は半日化に賛同す

る。部活動の加入の自由化に関しては、この時期の子どもは他人の意

見に左右されやすく、部活動に入らない子どもが増えることが心配で

ある。ただ、部活動が勉強の妨げになるということも実際に感じてい

るので、このことに賛同する。 

学校教育課長：市内の部活動の自由化の状況として、８中学校のうち、

完全に自由化している学校が２校ある。１年生は義務化、２年生から

自由としている学校が３校、基本的には全員入るとしている学校が３

校ある。部活に入らない子どもが増えるのではということに関して、

自由化している学校の状況を見ると、ほとんどの生徒が部活に入って

おり、それほど心配はしていない。 

加藤委員長：このプランは、誰を対象にいつ公表するのか。 

学校教育課長：まずは、市小中学校ＰＴＡ連絡協議会の会長に説明をし、

その後、定例校長会で各校長、総合教育会議で市長に説明し、保護者

に周知する予定。 

加藤委員長：細かいことだが、表現を見直した方がよいと思うところが

数か所ある。まず、「２０３０年の社会」という言葉があるが、文部

科学省の言葉の引用かもしれないが、一般の人にはわかりにくいので

説明を加えてほしい。“ワンペーパー”と書いてあるが、先ほどの説

明の中では、グランドデザインを１枚にまとめたものという説明があ

ったが、“ワンペーパー”だけではわかりにくいので、少し補足した

方がよい。“講座を統廃合して削減”と書いてあるが、説明を聞けば

わかるが、この言葉だけではマイナスイメージに取られてしまう。

“講座の内容を精査して統廃合”というようにした方が前向きに充実

させていくというニュアンスが出る。少しわかりにくいのが、“子ど

もたちへの持続可能な支援体制作り”のところ、持続可能という言葉

より継続可能とした方がよい。“部活動自由化”となっているが“部

活動加入の自由化”とした方がよい。“直接子どもに関わらない雑多



な事務を担当する人材”という表現があるが、“雑多な”は削除した

方がよい。“花壇コンクールへの廃止”となっているが、“花壇コン

クールの廃止”ではないか。“現職教育”という言葉があるが、業界

用語で関係者にはわかるが一般の人には馴染みがないので、見直した

方がよい。 

伊奈委員：花壇コンクールの廃止とあるが、子ども会にも関係があるか。 

学校教育課：学校の方だけで行っているもので、子ども会には関係ない。 

伊奈委員：直接子どもに関わらない事務を担当する教員がいるというこ

とですが、保護者としては、なるべく子どもとの関わり合いを持って

ほしい。教員の事務軽減のための予算がつくといい。 

  （全員異議なし承認）  

第 ５ 報告事項 

報告第１号 平成２９年度１２月議会報告について 

報告第２号 平成２９年度教育支援委員会の結果について・・・非公開 

報告第３号「子どもたちのすこやかな成長をめざして」（安城市青少年

健全育成推進大会・市Ｐ連家庭教育講演会）の開催及び青少年健全

育成被顕彰者について  

報告第４号 第１２回愛知県市町村対抗駅伝競走大会結果について  

報告第５号 第５０回安城シティマラソン大会結果について  

報告第６号 スポーツ指導者養成講習会公開講座について  

報告第７号 安城市制６５周年記念事業 市民ギャラリー企画展「明

治・大正・昭和愛知の洋画家たち」の開催について  

報告第８号 平成２９年度第２回安城市民ギャラリー運営委員会の開催

結果について  

報告第９号 企画展「一汁三菜 ｰ江戸から昭和の食文化－」の開催に

ついて  

報告第１０号 第２回新美南吉絵本大賞表彰式について  

報告第１１号 アンフォーレ駐輪場の屋根設置工事について  

追加説明  

平成２９年度１２月議会報告について 

 （全員異議なし承認）  

 



第 ６ その他  

加藤委員長：その他で何かあるか。  

総務課長：次回の教育委員会定例会を２月１日（木）午後１時から北部

調理場で開催  

  閉  会   午後２時４５分  


