
平成２６年度 第４回安城市定例教育委員会会議録  

 

日  時   平成２６年７月３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  舩尾恭代   委員長  

       都築雅人  委員長職務代理者  

       大見 宏  委 員  

       鳥居恵子   委 員  

       杉山春記   教育長  

出席した職員  杉浦三衛   教育振興部長  

       岩月隆夫   生涯学習部長  

       加藤 勉  総務課長  

              神尾壽明   学校教育課長  

       早川雅己  給食課長  

       大見 智  生涯学習課長  

       野畑 伸  スポーツ課長  

       寺澤正嗣   中央図書館長  

       岡田知之   中央図書館主幹  

牧 浩之  文化振興課長  

筒井良廣  総務課課長補佐  

傍 聴 者   なし  

開  会   午後１時３５分  

日  程  

１ 前回議事録の承認  

    平成２６年５月１５日開催の定例教育委員会会議録  

２ 委員長、教育長等の報告  

＜委員長＞  

 ５月１７日 今池小学校運動会  

５月１９日 西三河委員長・教育長会議  

      教科用図書採択地区協議会  

      西三河地方事務協議会  

５月２０日 愛知県市町村教育委員会連合会理事会  



５月２３日  暴力追放推進協議会総会  

６月 １日  大学生等海外留学奨学生選考委員会  

６月 ４日  中部原子力懇談会三河支部総会  

６月１８日  いじめ不登校対策家庭教育講演会  

６月１９日  安城市教育研究会一斉研修会  

６月２０日  市民憲章推進協議会総会  

６月３０日  安城の未来をつくる図書館フォーラム  

   ＜教育長＞  

５月１６日 都築弥厚肖像画模写報告会  

５月１７日 安城中部小学校運動会  

      里町小学校運動会  

５月１９日 西三河委員長・教育長会議  

      教科用図書採択地区協議会  

      西三河地方事務協議会  

５月２０日 定例校長会  

      スクールガード実行委員会  

５月２２日 全国都市教育長協議会（鹿児島市）  

  ２３日      〃     

５月２６日 明祥中学校現職教育訪問  

５月２７日 東山中学校現職教育訪問  

５月２８日 スポーツ振興計画策定委員会  

５月２９日 市幹部会  

 市環境管理委員会  

      文化財保護委員会  

５月３０日 市部課長会  

５月３１日 青少年街頭指導委員研修会  

６月 １日 大学生等海外留学奨学生選考委員会  

６月 ６日  さくら学園体育大会  

      市議会開会  

      韓国行政調査議会報告会  

６月 ７日  市子ども自転車大会  

      安城市教職員組合女性部学習会  



６月 ９日  市議会一般質問  

６月１０日     〃 

６月１１日  校務主任研修  

６月１２日  市議会議案質疑  

      市議会市民文教部会  

      三河万歳三役役員常任幹事会  

６月１３日  作野小学校現職教育訪問  

６月１６日  今池小学校現職教育訪問  

６月１７日  市議会市民文教常任委員会  

      姉妹都市交換学生引率壮行会 

６月１８日  いじめ不登校対策家庭教育講演会  

６月１９日  社会教育審議会  

      安城市教育研究会一斉研修会  

６月２０日  定例校長会  

      市民憲章推進協議会総会  

      三河万歳後援会総会  

６月２１日  東海高等学校総合体育大会ソフトボール開会式  

６月２３日  社会を明るくする運動推進委員会  

６月２４日  市政功労者懇談会  

６月２５日  市議会閉会  

      特別支援教育推進協議会総会  

    ６月２６日 市幹部会  

６月２７日  市部課長会  

      安城知立少年補導委員会定例総会  

６月２８日  市Ｐ連親睦ボウリング大会  

６月３０日  桜井小学校現職教育訪問  

      安城の未来をつくる図書館フォーラム  

７月 １日  学校警察連携制度協定書調印式  

      碧海南地区生徒指導連絡協議会  

７月 ２日  安城中部小学校現職教育訪問  

７月 ３日  青少年愛護センター運営委員会  

                       以上に出席しました。  



３ 議題 

第９号議案  安城市奨学生審査委員会委員の委嘱について  

 第９号議案について総務課長説明する。  

 （全員異議なし承認）  

第１０号議案  安城市教育委員会表彰について  

 第１０号議案についてスポーツ課長説明する。  

 （全員異議なし承認）  

第１１号議案  史跡本證寺境内の管理団体指定同意について  

 第１１号議案について文化振興課長及び文化財係長説明する。  

舩尾委員長：全国的にも、すごい所ということですね。  

文化財係長：一向一揆というのは、室町時代にあちこちで起きますが、

埋まってはいるものの、これほど当時の堀や土塁が、破壊されずに残

っているのは大変珍しい。貴重なものだという評価を受けております。  

舩尾委員長：そんな貴重なものが、安城市に残っているのですから、有

効に利用できるといいですね。できれば観光客を増やし、おもてなし

のできるような施設になってほしいと思います。  

 （全員異議なし承認）  

４ 報告事項  

（１）  平成２６年度６月補正予算について  

 報告事項（１）について総務課長及び学校教育課長説明する。  

（質疑なし）  

（２）  財産の取得について  

 報告事項（２）について総務課長説明する。  

（質疑なし）  

（３）  新城市作手小児童・根羽中生徒の七夕招待について  

（４）  安城市「学校警察連携制度」について  

（５）  安城市教育センター企画運営委員の解嘱及び委嘱について  

（６）  平成２６年度安城市中学校選手権大会について  

報告事項（３）から（６）について学校教育課長一括説明する。  

舩尾委員長：警察連携制度についてですが、今はこういう時代なので、

こういうことがでてきているのですが、できれば警察が入ってくるよ

うな大げさな事になる前に、まだ芽のうちに、学校の中で止めること



ができればいいなと思います。それは加害者の子どもたち、また被害

者の子どもたちにとっても同じだと思います。それには警察が介入す

る以前に、学校の中で止めていくというアンテナというかそういうも

のが教師の側に必要なのではないかという気がしています。できれば

家庭と協力しながら、学校の中で収められるような方法で、進めてい

ただければいいかなと思います。ただ、警察との連携がスムーズであ

る方が、教師はやりやすいということがあるかもしれませんので、そ

ういう意味では大事だと思いますが、できれば親と子がよりよく育つ

ように、学校の中でやっていけたらいいなと思いました。  

大見委員：酷いいじめがあるとか非行があるという場合に、警察に連絡

することは非常に簡単な事です。そういう形をとることで、非行生徒

を学校から引き離す、そういうことで根本的な解決ができるというこ

とではないと思います。なぜその子が、そのような行動をとったかと

いうことが一番問題であって、こういう形で警察を使うということは、

本当の最後の最後であると私は思っています。こういう協定ができる

ことで、簡単に警察を頼って、学校が本来やらなければいけないこと

をきちっとやるということを忘れないようにしないといけないと思い

ます。  

（７）安城市学校給食共同調理場運営委員の委嘱について  

 報告事項（７）について給食課長説明する。  

（質疑なし）  

（８）安城市社会教育委員の解嘱及び委嘱について  

（９）安城市生涯学習推進計画策定委員の解嘱及び委嘱について  

（１０）安城市青少年愛護センター青少年街頭指導委員の解嘱及び委嘱

について  

（１１）安城市青少年愛護センター運営委員会委員の解嘱及び委嘱につ

いて  

（１２）安城市市民会館条例の一部を改正する条例の制定について  

（１３）安城市市民会館運営委員会委員の解嘱及び委嘱について  

（１４）安城市防災キャンプ事業の開催について  

（１５）寄付金受納について  

 報告事項（８）から（１５）までについて生涯学習課長一括説明する。  



都築職務代理者：防災キャンプについてですが、対象者が児童と地域住

民となっています。もちろん保護者の方も地域住民に含まれていると

思いますが、実際に災害に遭った時には家族単位で行動することにな

ると思いますので、保護者という明記をしておいた方がわかりやすく

てよいと思います。  

生涯学習課長：実のところ、まもなく募集が終わってしまいます。一応

小学生を対象ということですが、児童だけでも保護者同伴でも参加可

ということで、うたわせていただいております。  

都築職務代理者：寄付金受納のところで、公益財団法人モラロジー研究

所というのはどういうことをやってみえる団体ですか。  

生涯学習課長：もともとモラロジーという言葉が、モラルというところ

からきているのですが、モラロジーを直訳すると道徳科学という日本

語訳になるそうです。このモラロジー研究所というのはもともと  

 道徳科学と倫理道徳の研究とこれに基づく社会教育を推進する研究道

徳団体で、大正１５年に創立されたそうです。その下部団体の安城モ

ラロジー事務所というところがありまして、いつも「生涯学習セミナ

ー」というのを毎年１１月ぐらいに２、３日かけて農協の桜井支店で

百数十名集めてやられています。また講演会を西三河の方を集めてや

られております。最近では、全国敬老キャンペーンということで、

「おじいちゃん・おばあちゃんに手紙を書こう」ということで、７０

字ぐらいの短い作文を書いていただいて、それが安城の場合ですと、

昨年は２，４４９通集まって、その中で８９通を選考して、今年の９

月１４日に文化センターのマツバホールで、その８９通を子どもさん

に来てもらって、朗読するということをやられます。  

舩尾委員長：セミナーで、そんなにたくさん集まるような団体なのです

ね。  

生涯学習課長：結構、西三河での会員さんというのは、かなり多いです。  

都築職務代理者：宗教団体ではないですよね。  

生涯学習課長：違います。  

舩尾委員長：防災キャンプというのは、北部小学校以外でもやる予定が

あるのでしょうか。  

生涯学習課長：とりあえず、今回北部小学校管内でやらせていただいて、



様子を見させていただきます。  

（１６）第３５回安城選手権大会夏季水泳競技会の開催について  

（１７）「おはよう！ふれあいラジオ体操会」の開催について  

報告事項（１６）（１７）についてスポーツ課長一括説明する。  

大見委員：スポーツセンターの電光掲示板がなくなってしまいましたが、

今回はどこかで借りてやるのですか。  

スポーツ課長：故障してしまい、故障したものをずっと置いておくのは

どうかということで撤去させていただきました。結構、高いものです

ので、ないままの状態です。  

（１８）特別展「昭和ミニチュア情景展」の開催について  

報告事項（１８）について文化振興課長説明する。  

舩尾委員長：チラシに、ミニチュアの中でミニチュアを作っている様子

がありますが、とても面白いですね。  

文化振興課長：テレビチャンピオンという番組で優勝した山田さんの作

品です。   

舩尾委員長：前評判も高いようですね。昨日参加した会議の中で紹介さ

れて、行きたいという方がたくさんいらっしゃいました。   

５ その他  

舩尾委員長：それでは、その他で何かありますか。  

総務課長：次回の教育委員会の日程ですが、臨時教育委員会を７月２４

日（木）午後４時から第５会議室で、定例教育委員会を７月３１日

（木）午後３時から、歴史博物館で開催させていただきます。  

   

閉  会   午後２時４７分  


