
平成２９年度 第１回安城市教育委員会定例会会議録 

 

日  時   平成２９年４月６日（木）午後２時４５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 

       石原久仁夫 スポーツ課長補佐 

       籠瀬博敬  施設管理係長 

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  総務課長補佐 

田代 蕗  総務課主事 

傍 聴 者   なし 

開  会   午後２時４５分  

 

日  程  

 第 １ 前回会議録の承認  

平成２９年２月１８日開催の教育委員会定例会及び３月１７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＞ 



２月１８日 市青少年健全育成推進大会・家庭教育講演会 

      ＰＴＡ作品展 

２月２０日 愛知県市町村教育委員会連合会第３回理事会 

２月２２日 安城学園高校卒業式 

３月 １日 安城高校卒業式 

   ３月 ３日 桜井中学校卒業式 

   ３月１１日 歴史博物館講演会 

   ３月１６日 志貴小学校卒業式 

   ３月１７日 教育委員会臨時会 

   ３月１９日 スポーツ観戦推進事業バドミントン大会 

   ３月２２日 安城市みらい創造研究所の報告会 

   ３月３１日  退職者辞令伝達式 

   ４月 ３日 教職員新任式 

   ＜教育長＞ 

２月１８日 市青少年健全育成推進大会 

２月２０日 定例校長会     

２月２１日 社会教育審議会 

２月２２日 市幹部会 

 スポーツ審議会 

２月２５日 交通安全市民大会 

３月 １日 安城高校卒業式 

３月 ２日 市議会開会 

         安城碧海看護専門学校卒業式 

   ３月 ３日 篠目中学校卒業式 

 安城西クラブ軟式野球表敬訪問 

３月 ４日 安城市子ども会大会 

３月 ５日 市民大学 

３月 ６日 市議会代表質問 

３月 ７日 市議会代表質問・一般質問 

３月 ８日 市議会一般質問 

３月１０日 市議会議案質疑 

      市小中学校ＰＴＡ連絡協議会全体協議会 



３月１３日 学校給食共同調理場運営委員会 

３月１４日 市議会市民文教常任委員会 

      表敬訪問（全国小学生ソフトテニス大会） 

３月１６日 二本木小学校卒業式 

      給食協会評議委員会 

      ユースカレッジ閉校式 

３月１７日 教育委員会臨時会 

      教職員内示 

３月１８日 家庭教育倫理の会講演会 

３月１９日 スポーツ観戦推進事業バドミントン大会 

３月２２日 図書館協議会 

３月２４日 市議会閉会 

      臨時幹部会 

      被災地派遣者辞令交付式 

      表敬訪問（日本リトルシニア全国野球大会） 

      日本消防協会特別表彰受賞式典 

３月２７日 新規採用教職員連絡会 

      学校教育課事務引継ぎ会 

３月２９日 表敬訪問（キャッチ杯サッカー大会優勝） 

３月３１日 退職者辞令伝達式 

４月 ３日 辞令交付式 

      市幹部会 

      教職員新任式 

４月 ４日 市部課長会 

      教育委員会部課長会 

４月 ５日 挨拶まわり 

４月 ６日 辞令交付式 

 

                  以上に出席しました。 

第 ２ 承認事項 

（１）平成２８年度３月補正予算及び平成２９年度当初予算について 

 説明：総務課長 



内容：安城市議会において、３月１０日に３月補正予算が議決され３

月２４日の閉会日に当初予算が議決されたことを報告する。  

舩尾委員長：承認②にも関係する魅力ある学校づくり事業の廃止は、

補正予算の範囲内か。 

総務課長：平成２８年度当初予算で計上されたものの執行残が補正予

算でマイナスになっており、その分減額補正している。 

（全員異議なし承認） 

（２）魅力ある学校づくり事業実施要綱の廃止について 

説明：総務課長 

内容：昨年度の市役所全体における事務事業見直しの際、事業の廃止

の判断がされた。それに伴い実施要綱も廃止とする。 

加藤委員：今後、学校独自の案が出てきやすいような事業は考えてい

くのか。 

総務課長：魅力ある学校づくり事業についてはこれで一旦廃止をさせ

ていただくが、各学校からの特色ある整備・ソフト事業については

年度の当初予算で組み入れるものがあれば採択をしていきたい。 

舩尾委員長：例えば２９年度の予算の中に、組み入れられているもの

があるか。 

総務課長：この中に魅力ある学校づくりに似通っている予算というの

はないが、廃止をされたことに伴い要求もなかったということもあ

る。学校の自由な発想については今後積極的に傾聴していきたい。 

（全員異議なし承認） 

（３）安城市少人数学級編制の実施に係る市費負担教員の任用、給与

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

説明：学校教育課長 

内容：安城市独自の少人数学級を編成するため、市費負担教員を任用

しており、この市費負担教員の質の確保のため、給与等の条件を県

費負担教員と同じにしている。今回、県費負担教員の扶養手当の改

定が行われたので、これに準じて市費負担教員の扶養手当を改定す

る。  

 （全員異議なし承認）  

（４）安城市立学校医等の解嘱及び委嘱について 



説明：学校教育課長 

 内容：平成２９年３月３１日の任期をもって解嘱となられた方が１名、

委嘱となられた方が学校医・幼稚園医で３２名、学校歯科医・幼稚

園歯科医が３３名、学校耳鼻咽喉科医６名、学校眼科医７名、学校

薬剤師・幼稚園薬剤師が２１名、学校産業医５名、学校健康指導医

１名となり合計１０５名の方々に委嘱をさせていただき、任期が平

成３０年３月３１日となっている。 

（全員異議なし承認） 

（５）平成２９年度安城市日本語初期指導教室の開室について 

説明：学校教育課長 

 内容：著しく日本語を理解できない児童生徒が在籍校において速やか

に円滑な学校生活が送れるように集中的に指導を行う場を設けるた

め、祥南小学校に日本語初期指導教室を設置する。 

 加藤委員：教育長の３月議会の一般質問のお答えの中で、安城市で日

本語指導が必要な子は４３２名とあった。必要な子たちはかなりい

るけど、送迎問題等で通いたくても通えない子がいるかもしれない。

そういった子へのフォローは何か考えているのか。 

 学校教育課長：一つは祥南小学校でスタートさせるが、後期からは二

本木小学校へ設置を考えている。どちらの小学校も人数が多い学校

であり、設置場所を動かすことも考えているので、全てに対応でき

るわけではないがそういったことも検討しながら対応を進めてまい

りたい。 

 加藤委員：４３２名全員に日本語指導が必要かというと、日本語の理

解レベルも違うと思うので、希望される児童のレベルもなかなか差

があるかもしれない。また、数が増えたときに一つで足りるかとい

う問題もあるかと思うが、その辺りもまた柔軟に対応していただけ

ればと思う。 

 舩尾委員長：今、目安としてはだいたい何人くらいを対象にしようと

考えているのか。 

 学校教育課長：何人くらい集まるのか想像がつかないが、スタート人

数が１２名くらいだったかと思う。１つ教室を確保しているので、

ある程度柔軟に対応はできるかと考えている。 



加藤委員：児童の在籍校への連絡は特にはせずに対応ということか。 

学校教育課長：設置校に来ていただくということになれば、その期間

中はずっとそちらで対応をしていくということになる。 

舩尾委員長：指導員は業務委託になっていると思うが、どういう方が

指導することになるのか。 

学校教育課長：その道のプロフェッショナルにお願いをすることにな

っているが、業者についてはこれから入札をかけていく予定。 

舩尾委員長：それで今から始まるのに大丈夫なのか。 

学校教育課長：スタートを５月初旬に考えているが、入札をこの後か

けて、目星としては業者が２つほどあると聞いている。ただ入札が

不調になる可能性もあるため、その際は実施時期が少しずれるかと

思う。 

舩尾委員長：いつから通室できるのか分からないのは不安だと思うの

で、できるだけ早く実施できるようにしていただければと思う。 

（全員異議なし承認） 

（６）指定管理者の指定の変更について 

 説明：生涯学習課長 

 内容：安城市民会館の指定管理者であるケイミックスが公共部門のみ

分社化することとなり、分社化した会社との契約に変更した。 

舩尾委員長：要するにケイミックスが分社化してパブリックビジネス

がついた部分とそれ以外の部分に分かれたということか。基本的に

は指定管理を行っていただいている方達は変わらないということか。 

生涯学習課長：そのとおり。 

（全員異議なし承認） 

（７）寄附受納について 

 説明：施設管理係長 

 内容：ソフトボール場改修のため、株式会社デンソー様より寄附の申

し出があり３月３１日付けで１，０００万円の寄附を受けた。 

（全員異議なし承認） 

 

第 ３ 報告事項 

（１）平成２９年３月議会 代表・一般質問について 



（２）教育委員会の権限に属する事務の補助執行に係る協議の回答につ

いて 

（３）平成２８年度学校給食に関する指導の実施結果について 

（４）一般社団法人安城市給食協会の公益財団法人移行について 

（５）平成２９年度学級編制、教員数について 

（６）平成２８年度第２回安城市社会教育審議会の開催結果について 

（７）第３６回安城市民大学の実施結果について 

（８）第３７回安城選手権大会冬季スキー競技会成績結果について 

（９）第３２回安城市民デンパーク駅伝大会成績結果について 

（10）企画展「安城の文化財－モノ語り名品展Ⅳ－」の開催について 

（11）平成２９年度公立幼稚園の学級編制、教員数について 

（12）平成２９年度公立幼稚園授業料について 

追加説明 

（１）平成２９年３月議会 代表・一般質問について 

説明：教育長・教育振興部長・生涯学習部長・アンフォーレ管理監 

内容：平成２９年３月議会においての代表質問・一般質問におきまして、

教育委員会及び中央図書館関係分に関する質問があったので、説明を

する。 

（質疑なし） 

 

第 ４ 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、定例会を４月２７日（木）

午後１時３０分から文化センターで開催させていただきます。  

   

閉  会   午後４時６分  

 

 

 


