
平成２５年度 第１０回安城市定例教育委員会会議録 

 

日  時   平成２６年１月９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  

       本田則  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 

       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１時３２分  

日  程  

 第 １ 前回会議録の承認  

平成２５年１１月１４日開催の定例教育委員会会議録を承認 

平成２５年１１月１４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＞ 

１１月１６日 小学校学芸会（今池小学校）  

１１月１７日 安美展表彰式  

１１月２４日 市民文芸まつり発表大会 

１２月 ２日 市議会あいさつ 



１２月 ８日 安城シティマラソン開会式 

１２月１４日 こどものまちドリームタウン 

１２月１９日 市長と教育委員との懇談会 

 １月 ８日 新年交礼会  

   ＜教育長＞ 

１１月１５日 総合計画審議会  

       野外センター閉村あいさつ（根羽村）  

１１月１６日 小学校学芸会（安城中部小学校、桜町小学校）  

１１月１７日 安美展表彰式 

１１月１９日 学校給食共同調理場運営委員会 

１１月２０日 まちかど座談会後期反省会 

１１月２１日 市幹部会 

       子ども運動広場審査会 

       教員西三河割愛面接 

１１月２２日 市部課長会 

三河部都市教育長協議会（高浜市） 

１１月２４日 市民文芸まつり発表大会 

１１月２８日 市就学指導委員会 

１１月２９日 市議会臨時会（全員協議会） 

１２月 １日 安城元気フェスタ開会式 

１２月 ２日 市議会（開会） 

１２月 ３日 市議会（一般質問） 

１２月 ４日  〃 

１２月 ６日 市議会（議案質疑） 

１２月 ７日 市町村対抗駅伝大会応援（万博公園） 

１２月 ８日 安城シティマラソン開会式 

１２月 ９日 教員割愛面接 

１２月１０日 定例校長会 

１２月１１日 市議会（市民文教常任委員会） 

１２月１２日 校長面接 

１２月１３日  〃 

１２月１７日 サンタクロース施設訪問（西部保育園、第２慈



恵幼稚園） 

       市就学指導委員会 

１２月１８日 野外センター閉村あいさつ（新城市作手地区） 

       校長面接 

１２月１９日 市議会（閉会） 

市長と教育委員との懇談会 

１２月２１日 愛知県スポーツ少年団創設５０周年記念剣道交

流大会開会式 

        新美南吉生誕百年フィナーレイベント（半田市） 

１２月２６日 臨時部課長会 

 １２月２７日 仕事納め式  

  １月 ６日 仕事始め式  

        市幹部会  

  １月 ７日 市部課長会  

        あいさつ回り（県庁、西三河教育事務所）  

  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  

 以上に出席しました。 

第 ３ 議題 

第２２号議案 平成２５年度全国学力学習状況調査の結果について  

第２２号議案について、学校教育課長説明する。  

大見委員：これからこれをホームページ等で公表していくのですか。  

学校教育課長：本日、皆様のご承認がいただけましたら、公表していき

たいと思っています。  

都築委員：小学校のところで、平均より３点以上高いとありましたが、

満点は何点でしょうか。また、中学生のところで睡眠時間が短いとい

う結果が出ていますが、各学校で理由を調査して指導していくのでし

ょうか。  

学校教育課長：教科の問題数が異なるので満点は１００点換算にして出

されています。中学校の睡眠時間が全国に比べて低いという結果が出

ていますが、これにつきましては、テレビゲームインターネット、

中には学習塾も含まれるのかもしれませんが、いろんな要因があろう



かと思いますので、今後の課題とさせていただいて改善に努めます。  

舩尾委員長：小学校６年生の状況で、午前７時までに起きる児童の割合

が高くて、普段午後１０時までに寝る児童の割合が極めて高いという

のは、とてもいいことだと思いました。今行われている文部科学省の

「早寝早起き朝ごはん」プロジェクトに合っていると思います。ただ、

６年生まではそれが出来ていて、中学生になるとインターネット等に

夢中になり夜更かししてしまう。親も中学生ぐらいになると寝る時間

を早くしなさいとかあまり言わないようになることがあると思います。

ただ６年生では、出来ているというのは家庭での教育力が高いとか先

生の指導がよいのではないかと思います。  

  もう一つ、学校司書を活用することで、読書環境を整えるというこ

とは、せっかく図書情報館ができる予定ですので、そことの連携をう

まく考えてそこを利用することも必要であると思います。だから学校

の中だけではなく、もう少しいろんなところとリンクしていけたらよ

いと思います。それと昨年、新美南吉生誕百年と関連させて、ブック

スタート事業を始めておりますが、幼児から読書環境をよくすること

が大事であると思いますので、そういう意味では、とてもぴったりあ

った対策であったと言えます。  

大見委員：昨年の学力テストの結果を受けて、一年の間にどこがよくな

ったとかあるのですか。例えば、同じ小学校６年の国語でも去年はこ

こが悪かったけど今年はよくなったとかあるのでしょうか。  

学校教育課長：昨年は抽出調査ですので、今年度との比較はできません

が、平成２１年度との比較は、こちらで出しております。例えば、国

語の小学校ですと平成２１年度と比べて低くなっていますので、基礎

基本を大事にしていきたいと思っています。中学校については、先ほ

ど全校的にみて高いと言いましたが、伸びてきている傾向があります。

特に数学Ｂの主として活用の部分では大きな伸びを示しております。

前回は「よくできている」１点以上から３点までの間であったのが、

５点ぐらい高くなっていますので、相当活用力が伸びてきていると言

えます。それから生活の方ですと、家で自分で計画を立てて、勉強し

ていますかという部分は、前回よりも多少伸びているものの、まだま

だ全国には追いつかないという状況です。「早寝早起き朝ごはん」に



ついても、前回８９％でしたのが、今回は８９．８%となり若干伸び

て、９０％に近い子どもたちが早寝をして早起きであるという実態が

出ております。  

大見委員：基本的にはこの結果を受けて、それをどう活かしていくかが

大事なことだと思います。これはこれでよいのですが、報告の仕方を

前回はここが悪かったが、今回はここが伸びていますとか、今回はこ

こが悪くなっていますので、しっかりと改善していきますというよう

な前回の結果を踏まえた報告にしていただくとより分かり易いのかな

と思います。  

舩尾委員長：今後の参考にしていただいて、今回はこれでよろしいでし

ょうか。  

 （全員異議なし承認）  

第２３号議案 安城市生涯学習推進計画策定委員会規則の制定について  

第２４号議案 安城市青少年問題協議会規則の制定について  

第２５号議案 安城市民ギャラリー美術品等収蔵委員会規則の制定につ

いて  

第２３号議案、第２４号議案、第２５号議案について、生涯学習課長

一括説明する。  

大見委員：規則の内容はよいのですが、生涯学習推進計画策定委員会規

則の第３条で、“委員会に会長及び副会長を置き”とありますが、委

員会ですので委員長という表現の方がよいと思います。第２４号議案

は協議会ですので、会長副会長というように表現を統一した方がよ

いと思います。  

生涯学習課長：ご指摘のとおりでございます。行政課法規係にも確認を

した上で、改めさせていただきます。  

 （全員異議なし承認）  

第２６号議案 安城市スポーツ推進審議会規則の制定について  

第２７号議案 安城市スポーツ振興計画策定委員会規則の制定について  

第２６号議案、第２７号議案についてスポーツ課長一括説明する。  

大見委員：こちらも先ほどと同じように、審議会は会長、委員会は委員

長とした方がよいと思います。  

スポーツ課長：行政課法規係とも相談をいたしまして、対応させていた



だきます。  

 （全員異議なし承認）  

第２８号議案 安城市指定文化財の指定について  

第２８号議案について、文化財課長説明する。  

都築委員：安城市指定文化財に指定されると、例えば管理が厳重になる

とか、その後の扱い方が変わるとかあるのでしょうか。  

文化財課長：管理としては変わらないのですが、市から年間５千円程度

の管理料が支給されるということと、建物等ですと補助金の限度額は

ありますが、改修される時に半額程度の補助金が支給されます。  

都築委員：しっかりと保存をしていかないとだんだんと劣化してしまう

と思います。  

文化財課長：そういうことも想定して、支援させていただいております。  

 （全員異議なし承認）  

第 ４ 報告事項  

（１） 平成２５年度１２月補正予算について  

報告事項（１）について各課長説明する。  

都築委員：学校教育課のところで、常勤講師が一人増えるということで、

内容説明として一般職給が５５万円増で労災保険料が７０万円増とな

っておりますが、これはどういうことでしょうか。  

学校教育課長：バランスがおかしいということだと思いますが、当初予

算を立てた時に、給与分につきましては余裕を大きく取っており、労

災保険料については若干少なめに取ってありましたので、今回３月で

決算するときの不足分として補正させていただいておりますので、こ

のようなアンバランスな補正額になっております。  

（２）平成２５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。  

舩尾委員長：特別支援学級か通常学級か迷っておられる方は、ご両親が

迷われているのでしょうか。  

学校教育課長：そうです。父親の方が特別支援学級、母親の方が通常学

級ということで意見が分かれております。私どもではなかなか判断が

出来ないものですから、家庭で決めていただくことになります。どち

らに決まっても対応できると思っております。  



都築委員：途中で変更することは可能でしょうか。  

学校教育課長：年度途中でも異動は可能です。最初は特別支援学級に入

っていて通常学級に入るとか、逆に通常学級ではなかなか集団の中で

うまくやっていけないので特別支援学級に入級したという例もござい

ますので、こうしたところは実情に応じて対応してまいります。  

（３）平成２６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）安祥閣の設置及び管理に関する条例の一部を改正する規則の制定

について 

（５）安祥閣の管理に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

（６）第５４回市民芸術祭の開催結果について 

（７）市民ギャラリーコレクション展「生命に秘められた美」の開催に 

ついて 

（８）「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 

育成推進大会市Ｐ連家庭教育講演会）の開催について 

（９）平成２５年度安城市青少年健全育成被顕彰者について 

（10）平成２５年度家庭の日啓発ポスター入賞者について 

（11）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 

（12）安城市青少年愛護センター運営委員会委員の解職及び委嘱につい

て 

報告事項（４）から（１２）について生涯学習課長順に説明する。  

（質疑なし）  

（13）安城市体育施設の管理に関する規則の一部を改正する規則の制定 

について 

（14）第８回愛知県市町村対抗駅伝競走大会結果について 

（15）第４６回安城シティマラソン大会結果について 

報告事項（13）から（15）についてスポーツ課長一括説明する。 

（質疑なし）  

（16）平成２６年度安城市中央図書館開館日等について 

（17）中心市街地拠点整備事業者の選定について 



（18）寄附について 

報告事項（16）について中央図書館長、(17)、（18）について中央図書 

館主幹一括説明する。 

都築委員：引越しに時間がかかるのですね。 

岡田主幹：建物完成後に引越しと開館準備に６か月ぐらいを予定してお 

りますが、その間すべて閉館するのではなく、３か月から４か月程度 

とし、できるだけ市民にご迷惑がかからないような引越しのスケジュ 

ールになるように調整していきたいと思います。 

第 ５ その他 

  次回の定例教育委員会 ２月６日（木）午後１時３０分から市役所

第１０会議室  

閉  会   午後２時５６分  


