
平成２５年度 第１回安城市定例教育委員会会議録  

 

日  時   平成２５年４月４日（木）午後３時  

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  

         教育長  

出席した職員  太田直樹   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  

       杉浦邦彦   給食課長  

       太田昭三   子育て支援課長  

星野輝子  子ども課長  

野本久恵  生涯学習課長  

       早川雅己   スポーツ課長  

       加藤喜久   中央図書館長  

       岡田知之   中央図書館主幹  

牧 浩之  文化財課長   

筒井良廣  総務課課長補佐  

傍 聴 者   な  し 

開  会   午後３時２分  

日  程  

 第 １ 前回会議録の承認  

      平成２５年３月１８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＞  

３月 ７日 中学校卒業式（安城西中学校）  

３月１８日  臨時教育委員会  

３月１９日 小学校卒業式（南部小学校）  

３月２９日 退職者辞令伝達式、懇親会  



４月 １日 教職員新任式  

   ＜教育長＞  

２月２２日  安城学園高校卒業式  

２月２３日  安城市交通安全市民大会  

２月２６日  定例幹部会  

２月２７日  市部課長会  

２月２８日  市議会 市民文教建設合同部会  

３月 １日  安城高校卒業式  

３月 ４日  市議会 開会  

３月 ５日  市議会 代表質問  

３月 ６日  市議会 一般質問  

３月 ７日  中学校卒業式（安城南中学校）  

３月 ８日  市議会 一般質問  

３月 ９日  安城市婦人会協議会総会  

３月１０日  市民大学閉講式  

３月１１日 市議会 議案質疑  

３月１２日  涌井史郎氏との懇談会  

スポーツ推進審議会  

３月１３日  学校給食共同調理場運営委員会（北部調理場）  

３月１４日  市議会 市民文教常任委員会  

３月１５日  放課後子どもプラン運営委員会  

ユースカレッジ閉講式  

３月１７日  市町村対抗卓球大会  

３月１８日  臨時教育委員会  

      第３回校長面接  

３月１９日  小学校卒業式（桜井小学校）  

３月２０日  南吉没後７０年記念事業  

３月２１日  幼稚園卒園式（作野幼稚園）  

３月２２日  市議会 閉会  

      臨時幹部会  

小学校女子ソフトテニス全国大会出場の表敬訪問  

      中学校硬式野球全国大会出場の表敬訪問  



３月２５日  新規採用・転入教職員連絡会  

      市制施行６０周年記念事業実行委員会  

      被災地派遣職員辞令交付式  

３月２６日  桜林スポーツ少年団女子ソフトボール全国大会出

場表敬訪問  

３月２９日  退職者辞令伝達式、懇談会  

永田副市長退任辞令交付式、退任式  

４月 １日  新副市長任命辞令交付式  

      教職員市内転任者辞令交付式  

辞令交付式（市長部局）  

      辞令交付式（教育委員会）  

      新副市長就任式  

      定例幹部会  

      教職員新任式  

４月 ２日 部課長会  

      教育委員会部課長会  

      連続不審火対策本部会議  

４月 ３日 県庁、西三河教育事務所挨拶まわり  

 

以上に出席しました。  

第 ３ 議題 

   な し  

第 ４ 報告事項  

（１）平成２４年度３月補正予算及び平成２５年度当初予算について  

報告事項（１）のうち、平成２４年度３月補正予算について総務課長、

学校教育課長、給食課長、子育て支援課長、子ども課長、生涯学習課

長、スポーツ課長、中央図書館長、文化財課長説明する。  

    （質疑なし）  

 報告事項（１）のうち、平成２５年度当初予算について総務課長、学

校教育課長、給食課長、子育て支援課長、子ども課長、生涯学習課長、

スポーツ課長、中央図書館長、文化財課長説明する。  

舩尾委員：小学校情報化推進事業のところのレイヤー３とはどんなもの  



なのか教えていただけますか。  

総務課長：レイヤー３スイッチというのは、ネットワークにたくさん繋

がっているのを切り替えるスイッチ装置で、ネットワークを組むうえ

で非常に重要な装置です。これが壊れてしまうとネットワークが機能

しなくなってしまうということですので、古くなってきますと更新の

要求を出していく必要があります。  

舩尾委員：学内でのネットワークですか。  

総務課長：そうです。学校内です。  

舩尾委員：もう一つ疑問に思ったのは、こういう情報化というとパソコ

ンの他にプロジェクターを使うと思うのですが、ここでプロジェクタ

ーという項目がないのですが、そんなものなのですか。  

総務課長：先ほどのコンピュータ教室のパソコン更新でございますが、  

この中には、パソコンだけでなくプロジェクター本体とかスクリーン、

カラープリンターといったパソコン教室にあるもの全体が入っており

ますので、この中にはプロジェクターも含まれております。  

大見委員長：施設の改修予算の関係ですが、採択がされなかったものが

かなりあるみたいですが、施設の安全性は大丈夫ですか。  

総務課長：不採択になっているものの多くは、学校から個別の案件で要

望としてあがってきたものですが、こちらにつきましては財政当局の

担当課が現場へ行きまして状況を確認した上で、まだ大丈夫であろう

という判断で基本的には不採択となっているものでございます。  

榊原委員：私立幼稚園の５歳の助成ということで年少扶養控除がなくな

ってどのような助成がされているのか知らないので教えてもらえます

か。  

子ども課長：私立幼稚園には、現在は市民税の所得割で２２万１千円以

上の家庭には１４，４００円の補助をしている状況です。税金に応じ

て補助を出して公立幼稚園との差を無くしております。  

大見委員長：臨床心理士の賃金見直しの説明の中で、雇用形態が委託に

変更なり、賃金から給与に変わったという部分が分かりにくかったの

で教えてください。  

学校教育課長：臨床心理士の賃金の見直しということでお応えさせてい

ただきます。臨床心理士はこれまですべて非常勤で、賃金でお支払し



ていたものを２名を常勤にさせていただいて、この方々が給与となっ

ております。常勤職員となりますと人事課で予算がつけられますので、

予算書を見ますと予算額が半分になっています。  

大見委員長：要するに予算を出す課が変わったわけですね。  

学校教育課長：そうです。もう一つ付け加えさせてもらいますと、それ

により、相談時間が１００時間ほど増えるというメリットがございま

すのでご理解ください。  

 

（２）学校医等の解職及び委嘱について  

（３）平成２５年度学級編制、職員数について  

（４）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  

（５）安城市小中学校における少人数学級対応臨時講師派遣取扱要領の

改正について  

報告事項（２）、（３）、（４）、（５）について学校教育課長一括説

明する。  

大見委員長：学校医のところですけど、耳鼻咽喉科医というのは小学校

だけでしょうか。眼科医の方は小中学校眼科医となっていて、耳鼻咽

喉科医は小学校耳鼻咽喉科医になっています。耳鼻咽喉科医というの

は中学校にはないのですか。  

学校教育課長：これにつきましては、小学生対象の定期検診しかござい

ませんので、耳鼻咽喉科については小学校だけとさせていただいてお

ります。  

（６）平成２４年度学校給食に関する指導の実施結果について  

報告事項（６）について給食課長説明する。  

大見委員長：（年度当初の希望を取った段階では前年度実績以上であっ

たが、学校側の行事の兼ね合いから中止になってしまったものがあっ

たという説明に対して）２４年度において、特別な授業がたくさんあ

って、それらと重なって中止になったのが多かったというわけではな

いですよね、毎年そういうことがあるということですか。  

給食課長：年度当初に要望はするのですけど、どちらかと言えば、やる

かやらないかわからないけど、とりあえず要望しておくという学校も



中にはありますから、計画はしているのですけど実際は減ってしまっ

たということがあります。  

大見委員長：結局、熱意があるかどうかということですね。  

給食課長：他のカリキュラムを優先するということもあるものですから。  

大見委員長：どういう風に取り組むかということですので、やはりもう

少し増やした方が良いというふうに考えているのですか。  

給食課長：今回、２４年度の実績について、各学校でこういうような取

り組みをやりましたよ、中にはこういう取り組みをやってこういう好

評を得ているので、こういうのを参考にやってください。というよう

な投げかけもやっていきたいと思っています。  

（７）安城市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について  

（８）第３２回安城市民大学の実施結果について  

（９）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

結果について  

（７）、（８）、（９）について生涯学習課長一括説明する。  

舩尾委員：安祥公民館で講座をしたときに、この多目的室になった部屋

が託児の部屋になっていたと思いますが、これから講座のときに託児

の部屋はどこになるのでしょうか。  

生涯学習課長：今まで、安祥公民館で家庭教育学級などを開催するとき

は、遊戯室を利用して託児をしておりました。この部屋は多目的会議

室という形になりますが、託児につきましては、公民館の空いている

部屋を利用して行っていくということでございますのでお願いします。  

（１０）第３３回安城選手権大会冬季スキー競技会大会結果について  

報告事項（１０）についてスポーツ課長説明する。  

    （質疑なし）  

（１１）さいとうよしみ講演会の開催について  

報告事項（１１）について中央図書館長説明する。  

    （質疑なし）  

（１２）企画展「安城の文化財－モノ語り名品展－」の開催について  

（１３）寄附について  

報告事項（１２）、（１３）について文化財課長一括説明する。  



大見委員長：安城の文化財の中で、展示物に文字書きからくり人形と書

いてあるのですが、これはまた実演をやるのですか。  

文化財課長：今回は展示だけです。  

 

第 ５ その他  

  な し  

 

閉  会   午後４時２５分  

 

 

 

 

 


