
平成２４年度 第１０回安城市定例教育委員会会議録 

 

日  時   平成２５年１月１０日（木）午後１時３０分  

場  所   安城市役所 第１０会議室  

出席した委員 大見 宏  委員長 

       舩尾恭代  委   員  

       榊原ちさと 委 員  

       都築雅人  委 員  

              本田 則  教育長  

出席した職員 太田直樹  教育振興部長  

       都築昭彦  生涯学習部長  

       岩月隆夫  生涯学習部次長兼生涯学習課長  

       加藤 勉  総務課長  

              神尾壽明  学校教育課長 

       杉浦邦彦  給食課長 

       早川雅己  スポーツ課長 

       加藤喜久  中央図書館長 

杉浦講平  文化財課長  

畑中有里  総務課庶務係 

傍 聴 者   な し 

開  会   午後１時３２分  

日  程  

 第 １ 前回会議録の承認  

     平成２４年１１月１５日開催の定例教育委員会会議録を承認  

     平成２４年１１月１５日開催の臨時教育委員会会議録を承認  

第 ２ 委員長、教育長等の報告 

＜委員長＞ 

１２月 ３日 委員長就任あいさつ（市議会） 

   １２月２０日 市長と教育委員との懇談会 

   ＜教育長＞ 

１１月１６日 学校給食共同調理場運営委員会 

      こどもまつり実行委員会 



１１月１７日 市民文芸まつり発表大会 

１１月１８日 西三河支部対抗オールスター軟式野球大会 

（市野球場） 

１１月１９日 新美南吉生誕百年記念事業実行委員会 

              税に関する習字・作文の表彰式（商工会議所） 

１１月２０日 三河部都市教育長協議会（豊川市） 

１１月２１日 市幹部会 

       市防災会議 

１１月２２日 市部課長会議 

       西三河地区割愛面接 

       中心市街地拠点施設計画説明会（北部公民館） 

１１月２３日 ニッセイ野球部国民体育大会優勝祝賀会 

１１月２５日 市ソフトボール地区リーグ中央大会 

      安美展表彰式 

１１月２６日 市政懇談会実施報告会 

１１月２７日 西三南「地域のつどい」 

       市就学指導委員会 

１１月２９日 市議会 全員協議会 

市民文教・建設合同部会 

１２月 ３日 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 ベートーヴェン第九演奏会 

   １２月 ９日 安城シティマラソン開会式・表彰 

   １２月１０日 定例校長会 

   １２月１１日 篠目中学校創立３０周年記念式典 

   １２月１２日 市議会・市民文教常任委員会 

   １２月１３日 校長面接 

     ～１４日  

   １２月１８日 市議会 市民文教・建設合同部会 

          市就学指導委員会 



   １２月１９日 市議会 閉会 

全員協議会 

   １２月２０日 サンタクロース施設訪問 

          市長と教育委員との懇談会 

   １２月２２日 県スポーツ少年団剣道交流大会（市体育館） 

   １２月２８日 退職者辞令交付式 

          正副議長年末挨拶 

          仕事納め式 

    １月 ４日 仕事始め式 

          市幹部会議 

    １月 ５日 新美南吉生誕１００年開幕祭オープンセレモニー 

          （半田市新美南吉記念館） 

１月 ７日 市部課長会議 

    １月 ８日 安政会・市政クラブ合同新年あいさつ会 

          新年交礼会 

    １月 ９日 県・西三新年あいさつ回り 

以上に出席しました。 

第 ３ 議題 

第２１号議案 安城市指定文化財の指定について  

第２１号議案について文化財課長説明する。  

（全員異議なし承認）  

 

第 ４ 報告事項  

（１）平成２４年度１２月補正予算について  

報告事項（１）について総務課長、学校教育課長、生涯学習部次長、

スポーツ課長説明する。  

舩尾委員：市民会館の大規模改修についてですが、調査・設計というこ

とは、もしかして建物自体が４０年も経っていて使えないとなると、

新しく作ることも視野に入れた調査ですか。  

生涯学習部次長：新しいものは作らないという前提で、改修の方向で進

めます。どこまで改修しなければいけないのかまだわかりませんので、

まずは調査をさせていただくというものです。したがいまして、この



３千５百万円の予算というのは、最大限これだけあればいいだろうと

いう予算です。どれだけ使うかというのはまだはっきりしていません

が、改修を前提に行います。  

大見委員長：市民会館の改修の中には、耐震補強も入っているのですか。

今回のとは別に、先に行っているのですか。  

生涯学習部次長：耐震改修につきましては、経営管理課が別途今年度調

査しています。それに併せて給水排水関係を重点的に、また、雨漏り

関係、天井落下ということも頭に入れて進めてまいります。  

（２）平成２４年度就学指導委員会結果報告について  

報告事項（２）について学校教育課長説明する。  

都築委員：特別支援学級は各学校にあると思いますが、特別支援学校は

どこにあるのか教えてください。  

学校教育課長：現在安城から特別支援学校に通っている児童を例に申し

上げますと、知的障害、自閉症、情緒障害の児童については安城養護

学校に、肢体不自由の児童については岡崎養護学校に通っています。

また、今年１名三好養護学校に行く者もおります。以上３校が主な就

学先です。  

大見委員長：小学校の審議結果が特別支援学校１４名のうち、実際の指

導結果は１３名が特別支援学校で、１名が通常学級とあります。この

通常学級というのは、どういうことでしょうか。  

学校教育課長：特殊な例でございまして、重複障害のお子さんで、審議

結果では特別支援学校が適当と判断しましたが、親御さんの希望が安

城市内の市立小学校の通常学級でした。親御さんが常に付き添いお子

さんの手助けをするという条件もあり、またその子自身も非常に積極

的な様子を確認し、やる気は十分みえるということで、今回の指導結

果になっております。  

（３）平成２５年度給食実施計画について  

報告事項（３）について給食課長説明する。  

    （質疑なし）  

（４）第５３回市民芸術祭の開催結果について  

報告事項（４）について生涯学習部次長説明する。  

    （質疑なし）  



（５）市民ギャラリーコレクション展「陶芸」―創造のかたち―の開催

について  

報告事項（５）について生涯学習部次長説明する。  

    （質疑なし）  

（６）「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・安城市小中学校ＰＴＡ連絡協議会家庭教育講演会）

の開催について  

報告事項（６）について生涯学習部次長説明する。  

舩尾委員：講師の伊藤幸弘さんという方は、安城市では初めてですか。  

生涯学習部次長：たぶん初めてではないかと思います。この方はかつて

は暴走族の総長をしておりましたが、当時、こんなことではいけない、

世の中のために役に立つことをと芽生えて、いろいろな問題を抱えて

いる子どもたちの親たちにカウンセリングを行うボランティア活動を

通して活躍してみえます。ぜひこういう方のお話を聞いてみてはどう

かとＰＴＡから推薦がありまして、決定させていただきました。  

大見委員長：この大会は会場がマツバホールですが、キャパとしてはマ

ツバホールぐらいがちょうどいい大会ですか。  

生涯学習部次長：毎年文化センターのマツバホールで開催しております。

動員をかけないと若干少なくなっております。ＰＴＡの関係や一般の

方に声をかけながら、できるだけ多くの方にこの大会にご参加いただ

きたいと思います。この程度でちょうどいいと思います。  

大見委員長：逆に入れなくなってしまうということはありませんか。  

生涯学習部次長：よっぽどいいかと思います。  

大見委員長：講師の人が良ければ、表彰される人だけでなくほかの人も

来たいとなるとマツバホールで大丈夫かなと思いました。  

（７）平成２４年度安城市青少年健全育成被顕彰者について  

報告事項（７）について生涯学習部次長説明する。  

    （質疑なし）    

（８）平成２４年度家庭の日啓発ポスター入賞者について  

報告事項（８）について生涯学習部次長説明する。  

    （質疑なし）    

（９）安城市青少年愛護センター青少年街頭指導委員の解職及び委嘱に



ついて  

報告事項（９）について生涯学習部次長説明する。  

    （質疑なし）    

（10）第７回愛知県市町村対抗駅伝競走大会結果について  

報告事項（10）についてスポーツ課長説明する。  

舩尾委員：この大会のために、小学校や中学校で強化をしたり、速くな

るための対策はするのですか。柔道とかだと特別なものもいりますが、

走ることなら学校の普通の授業や部活動でもう少しがんばれるという

雰囲気を作ってもいいのではないかと思ったのですが、いかがでしょ

うか。  

スポーツ課長：学校単位で特に強化というのはしていませんが、小中学

生につきましては、１０月に開催されます安城選手権大会陸上競技で

代表選手を小中学校男女２名ずつ選考しています。その選考された選

手については大会までに会場で３回試走会を、陸上競技場を使って陸

上競技協会が中心となった強化練習を行い、大会に臨んでおります。  

（11）第４５回安城シティマラソン結果について  

報告事項（11）についてスポーツ課長説明する。  

都築委員：医師会でシティマラソンに何回か行ったのですが、保健セン

ターの看護師さんが救命道具を持ってきて、医師と看護師１名ずつで

あたるのですが、特に問題はなかったでしょうか。ときどきけがをす

る子もいたものですから。  

スポーツ課長：現在は保健センターの看護師さんではなく日赤から看護

師さんの派遣をお願いしていまして、陸上競技場と中心市街地のクリ

エーションプラザで看護師さんに待機していただいています。また、

衣浦東部広域連合から救急救命士さんを数名依頼し、ＡＥＤを自転車

に乗せてコース周辺を移動するといった安全配慮をしております。今

年については、お一方喘息をお持ちの方が参加され、体調が悪くなっ

て救急搬送されました。医師の佐藤先生が自転車で走って現場に行か

れ、救急車に乗って八千代病院に搬送されるまで診ていただけました。

特に問題はなく、しばらく安静にしてお帰りいただきました。それと、

日ごろしっかり走っていない方も参加されるものですから、女性の方

で中年の方と２０～３０代の方の２名がゴールされてから体調を崩さ



れました。佐藤先生に診ていただき特に異常はないということで、し

ばらく休まれ、閉会式が終わったあとには自力で帰られました。  

（ 12）市制施行６０周年記念事業ＮＨＫジュニア野球教室の開催につ

いて  

報告事項（12）についてスポーツ課長説明する。  

    （質疑なし）    

（13）平成２５年度安城市中央図書館開館日等について  

報告事項（13）について中央図書館長説明する。  

    （質疑なし）    

（14）企画展「震災からよみがえった東北の文化財」の開催について  

報告事項（14）について文化財課長説明する。  

舩尾委員：観覧料は無料なのですが、協力してくださっている実行委員

会にはいくらかお金は入るのでしょうか。  

文化財課長：展示資料については実行委員会からお借りし、こちらに持

ってきてやっていただきますますので、委託料という形です。実行委

員会は遠野市であり、ほか７つの協力によりこの資料が出されていま

す。  

舩尾委員：文化財を復興させるために手間やお金がかかっていると思い

ますので、それをお借りする料金というか、いくらか実行委員会に渡

っているといいなと思うのですが。  

文化財課長：お支払いはいたします。  

舩尾委員：安心しました。  

 

第 ５ その他  

  な し  

 

閉  会   午後２時２６分 


