
平成２９年度  第４回安城市教育委員会定例会会議録  

 

日  時   平成２９年６月２９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  舩尾恭代   委員長  

       加藤滋伸   委員長職務代理者  

        近藤倉生   委 員  

鳥居恵子  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  

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５月１１日開催の教育委員会定例会会議録  

第 ２ 委員長、教育長等の報告  

＜委員長＞  

５月１５日  委員長・教育長等会議  

西三河地方教育事務協議会  

西三河教科用図書採択地区協議会  



５月１７日  安城市土地開発公社理事会  

５月２４日  安城市暴力追放推進協議会総会      

５月２６日  愛知県市町村教育委員会連合会理事会  

５月２７日  今池小学校運動会  

５月３０日  西部保育園市内公開保育  

６月 １日  アンフォーレグランドオープニングセレモニー  

６月２２日  総合教育会議  

６月２７日  高棚保育園市内公開保育  

＜教育長＞  

５月１２日  監査委員辞令交付式  

博物館協議会  

５月１５日  委員長・教育長等会議  

      西三河地方教育事務協議会  

      西三河教科用図書採択地区協議会  

５月１８日  全国都市教育長協議会（奈良市）  

５月１９日  全国都市教育長協議会（奈良市）  

５月２０日  体育協会総会  

５月２２日  作手野外センター開村挨拶  

５月２３日  丈山祭  

      給食協会評議員会  

５月２４日  市民ギャラリー運営委員会  

５月２５日  市幹部会  

      十日会  

スポーツ推進審議会  

５月２６日  市部課長会  

５月２７日  明和小学校、桜井小学校運動会視察  

      文化財保護委員会  

５月２８日  西三河社会人卓球選手権大会  

ＡＷカップ表彰式  

６月 １日  アンフォーレグランドオープニングセレモニー  

６月 ２日  市議会開会  

６月 ４日  市消防団操法競練会  



６月 ５日  市議会一般質問  

６月 ６日  県公民館連合会総会  

６月 ７日  校務主任研修会  

６月 ８日  市議会一般質問  

６月 ９日  さくら学園体育大会  

６月１２日  市議会議案質疑  

      交換学生派遣壮行会  

６月１３日  定例校長会  

      三河万歳後援会三役会  

６月１５日  社会教育審議会  

      安教研一斉研修会  

６月１６日  家庭教育講演会  

６月２０日  市政功労者懇談会  

教務主任研修会  

６月２１日  市議会閉会  

安城知立少年補導委員会定期総会  

      特別支援教育推進協議会  

６月２２日  市幹部会  

      総合教育会議  

６月２３日  アイシン・エィ・ダブリュウィングス表敬訪問  

６月２４日  西三河地区池坊生け花展開会式  

６月２５日  市Ｐ連親睦ボウリング大会  

６月２６日  南部小学校現職教育訪問  

６月２７日  三河万歳後援会総会  

６月２８日  教頭研修会  

    

                  以上に出席しました。  

第 ３ 議題 

第１１号議案  安城市奨学生審査委員会委員の委嘱について  

 説明：総務課長  

内容：奨学金を支給するにあたり、条例及び規則により支給対象者を

審査する必要があるため、安城市奨学金支給条例施行規則第４



条の規定に基づき、安城市奨学生審査委員会委員を委嘱する。   

（全員異議なし承認） 

第１２号議案  安城市青少年愛護センター運営委員会委員の委嘱につい      

て  

説明：生涯学習課長  

内容：安城市青少年愛護センターの設置及び管理に関する条例第７条

の規定に基づき、安城市青少年愛護センター運営委員会委員を委嘱

する。   

（全員異議なし承認）  

 

第 ４ 承認事項  

（１）平成３０年度文教施設と予算措置に関する要望事項の提出につい  

 て  

説明：総務課長  

 内容：愛知県市町村教育委員会連合会へ文教施設等予算措置に関する

要望書を提出するにあたり、事務局である江南市より各市教育委員

会への要望事項の調査があり、別紙調査票２件を提出した。  

 加藤委員：昨年度と同じ要望を挙げているということか。  

 総務課長：１件目の施設の財源確保という点については、国の交付決

定が遅くなっておるので、夏休み期間中に工事ができず、いわゆる

財源が入ってこない状況になっている。その為、もう少し早く交付

決定を行っていただきたい旨、要望していく。以前から要望しては

いるがなかなか通らない。市の単独費で中規模改修は対応している

状況。  

 加藤委員：恐らく全国どの市町村も同じ事を感じてみえるのではない

か。国の予算配分の執行時期は 5 月頃になるのか。  

 総務課長：もっと遅いと思われる。市としては、夏休み期間中工事を

行うためには、契約を夏休み前にしなければならないため、５月初

旬までには交付決定を行ってほしいと考えている。  

 加藤委員：全国市町村が困っているので、交付金の内定前の事前着手

を認めてもらえるよう、強く要望していくことの必要性を感じる。  

（全員異議なし承認）  



 

（２）安城市教育センター企画運営委員会委員の委嘱及び解嘱について  

説明：学校教育課長 

 内容：安城市小中学校ＰＴＡ連絡協議会会長の交代があったため、安

城市教育センター企画運営委員の委嘱及び解嘱を行う。   

（全員異議なし承認）  

 

（３）安城市立小中学校通級指導教室設置要綱の一部改正について  

説明：学校教育課長  

 内容：今年度里町小学校にハートフルルームという通級指導教室が追

加されたため、要綱に追記する。また、安城市立の「立」を削除す

ることとする。  

舩尾委員長：対象となる児童が増えたということか。  

学校教育課長：そのとおり。  

（全員異議なし承認）  

 

（４）安城市立小中学校通級指導教室運営要綱の一部改正について  

説明：学校教育課長 

 内容：  安城市立の「立」の削除及び、要綱上には保護者に対する市

教委からの通級開始・終了の通知の記載があったが、これまでも学

校から保護者に連絡を行っていたため、実際の手順に運営要綱を合

わせることとする。  

（全員異議なし承認）  

 

（５）安城市図書館管理規則の一部を改正する規則の制定について  

説明：アンフォーレ課長  

 内容：平成２８年６月１５日に規則の改正をさせていただいたが、不

足があったため、今回改めて一部改正をする。  

（全員異議なし承認）  

 

（６）安城市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について  

説明：子ども課長 



 内容：私立幼稚園に子どもを就園させる保護者に対して所得に応じて、

入園料を補助するもので、国からの通知に基づきほぼ毎年改正をし

ている。今年度についても改正があったため、４月１日より適用す

る。  

 近藤委員：補助されるお金は国から全部おりてくるのか。  

 子ども課長：補助金については国庫補助が３分の１ある。３分の２は

市の一般財源となる。  

（全員異議なし承認）  

 

第 ５ 報告事項 

（１）平成２９年度６月議会報告について  

（２）「おはよう！ふれあいラジオ体操会」の開催について  

（３）第３８回安城選手権大会夏季水泳競技会の開催について  

（４）スポーツ指導者養成講習会の開催について  

（５）特別展「生誕２２０年広重」の開催について  

（６）市制６５周年記念事業  日本・デンマーク外交関係樹立１５０周

年記念「ハンス・クリスチャン・アンデルセン展」の開催について  

（７）平成２９年度第１回安城市博物館協議会の開催結果について  

（８）平成２９年度第１回安城市民ギャラリー運営委員会の開催結果に  

  ついて  

（９）平成２９年度第１回安城市文化財保護委員会の開催結果について  

（10）アンフォーレ オープニングイベント結果について  

追加説明  

 

説明：教育振興部長、生涯学習部長、アンフォーレ管理監  

内容：報告第１号について説明する。   

近藤委員：エピペンをもっている児童がいるということだが、実際に

エピペンを学校内で使用したという例はあるのか。   

教育振興部長：昨年度はなかったが、過去には２件ほどあったという

報告を受けている。  

舩尾委員長：過去の２件はエピペンを使用して無事に対応できたとい

うことか。  



教育振興部長：はい。  

 

説明：アンフォーレ課主幹  

内容：報告第１０号について説明する。  

舩尾委員長：来館者数が休日多いためだが、平日と休日の差が気にな

る。 

アンフォーレ課長：中央図書館だった時には１日の来館者数が約１ ,

３００人であったことから考えても、現在の平日でも来館者数が３,

０００人というのは非常に多いのではないかと考えている。  

舩尾委員長：駐車場が困るという話をよく耳にするが。  

アンフォーレ課長：大きなイベント時には警備員を配置する等対策を

行っているが、駐車場の問題については今後の検討課題としている。  

近藤委員：オープン１ヶ月の来館者数約１４０ ,０００人に対して、

新規登録者数が約３ ,２００人というのは桁が一つ違う気がするが。  

アンフォーレ課長：新規登録者というのは、今までカードを持ってい

なくて新たに登録された人数なので、市民の約半数の９万人の方の

多くは古いカードのままで利用されている。カードの更新の方は人

数に含まれないため、このような人数になっている。  

 

説明：文化振興課長  

内容：報告第５号及び第６号について説明する。  

 

第 ６ その他  

舩尾委員長：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、臨時会を７月２０日（木）

午後３時半から教育センターで、定例会を７月２７（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４５分  

 

 


