
平成２８年度 第８回安城市定例教育委員会会議録 

 

日  時   平成２８年１０月２７日（木）午後１時３０分  

場  所   中央図書館 視聴覚室  

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  

       神谷秀直  生涯学習部長  

寺澤正嗣  アンフォーレ管理監 

       早川雅己  総務課長  

       渡辺恭二  総務課主幹  

              兵藤伸彦  学校教育課長 

       荒川 智  生涯学習課長 

       野畑 伸  スポーツ課長 

牧 浩之  文化振興課長  

       岡田知之  中央図書館館長 

       石川芳弘  中央図書館主幹 

       杉浦多久己 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２時０２分  

日  程  

 第 １ 前回会議録の承認  

平成２８年９月２９日開催の定例教育委員会会議録 

  平成２８年９月２９日開催の臨時教育委員会会議録 

第 ２ 委員長、教育長等の報告 

＜委員長＞ 

１０月 ７日 研究発表会（安城北部小学校） 

１０月１１日 地域安全大会 



１０月２０日 研究発表会（二本木小学校） 

   ＜教育長＞ 

    ９月３０日 現職教育訪問（桜林小学校） 

          安城選手権大会総合開会式 

１０月 ３日 現職教育訪問（明和小学校） 

       新規採用職員辞令交付式 

１０月 ４日 現職教育訪問（桜井中学校） 

１０月 ５日 現職教育訪問（今池小学校） 

安城碧海看護専門学校宣誓式 

１０月 ６日 現職教育訪問（安城南中学校） 

１０月 ７日 研究発表会（安城北部小学校） 

１０月１１日 安城創生会予算要望会 

       現職教育訪問（安城中部小学校） 

       教育委員辞令交付式 

１０月１２日 新美南吉絵本大賞選考委員会 

１０月１４日 市幹部会 

       現職教育訪問（安祥中学校） 

１０月１７日 市部課長会 

       定例校長会 

       校長・教頭合同研修会 

１０月１８日 教員海外派遣報告会 

１０月２０日 研究発表会（二本木小学校） 

１０月２１日 現職教育訪問（祥南小学校） 

十日会 

みらいの風予算要望会 

市長と語ろうあんトーク（文化センター） 

   １０月２３日 さくら学園学園祭 

   １０月２４日 現職教育訪問（作野小学校） 

１０月２５日 現職教育訪問（明祥中学校） 

１０月２６日 市長と語ろうあんトーク（明祥プラザ） 

                  以上に出席しました。 

第 ３ 議題  



第２０号議案 学校医等の教育委員会表彰について  

第２０号議案について学校教育課長説明する。  

内容：永年児童の健康の保持増進に尽力された学校医等に対して、

安城市教育委員会表彰要綱の規定により表彰したい。今年度は１

人。  

舩尾委員長：今回は１人ですが、いつもこんな感じでしたでしょうか。  

学校教育課長：昨年度は５人であったと思います。１５年以上在職等の

規定を満たす方が今年度は１人であるとご理解いただければと思いま

す。  

（全員異議なし承認）  

第 ４ 報告事項 

（１）平成２８年度全国学力・学習状況調査の結果について 

 報告事項（１）について学校教育課長説明する。  

 内容：平成２８年度全国学力・学習状況調査の結果、小学校６年生で

は、「おおむねできている」が増え、全体として改善傾向がみられ

た。国語Ａについては「漢字を正しく読む」に課題がみられた。ま

た中学３年生では、全教科「おおむねできている」以上の結果であ

った。特に、数学Ａについては「たいへんよくできている」という

結果であった。  

加藤委員：国は国で、県は県で、市は市でこのように調査結果の概要を

出しています。市の結果を校長会等に示して、それぞれの学校もそれ

ぞれ分析して対応しなさいという形になっているのでしょうか。  

学校教育課長：今おっしゃられたような流れとご理解いただければと思

います。本日、教育委員会で初めてこのように出させていただきまし

た。これを受けて、次の校長会でこれを出させていただく予定です。

各学校の状況については、それぞれ手元に持っておりますので、それ

を基にそれぞれの学校の教育課程で重点課題等を作ったり対応したり

する形になります。  

加藤委員：生徒のそれぞれの個票もあるかと思いますが、そういったも

のはどのように利用しているのですか。  

学校教育課長：基本的には、各学校でこうしなさいということは安城市

教育委員会としては言っておりません。ただ、個別に配っているとは



聞いておりませんので、それぞれのところで、全体の傾向として本校

はこういう部分が強い、こういう部分が弱い、だからこういう部分に

力を入れていきましょうという形で利用しているのが中心だと思いま

す。  

舩尾委員長：学校単位でもう少し詳しい結果を発表しなさいという声が

あるということを聞いたのですが、それはどうなのでしょうか。私自

身は安城市としてこんなふうに考えていて、その上で、各学校で対策

してくださっていれば、それで十分だろうと思っています。全国平均

に満たなかった所からかなり近づいてきたということもあるわけです

から、それで十分だと思います。個別の学校を知りたいという声があ

ることを聞いたのですが、どう考えていますか。  

学校教育課長：安城市教育委員会としましては、今おっしゃっていただ

いたように、個別の学校の結果を公表するつもりはありません。数字

が一人歩きする部分があると思いますので、現時点では公表するつも

りはありませんが、色々な考え方をお持ちの方がいらっしゃいます。

議員も含めて一部の方は公表すべきだという方もいらっしゃいますの

で、そういうことが安城市内においてもあるということは存じあげて

おります。そこは議論になることがあるかと思いますが、教育委員会

としては、今は公表するつもりはありません。  

舩尾委員長：学校間の競争になるとか、そういうことは学力テストをす

る意味とはずいぶん違ってくると思いますので、その方が良いだろう

と思います。  

鳥居委員：毎年行われていて、年を追うごとに受ける対象となる子ども

は変わってくると思いますが、結果がどう推移してきているのか、あ

とは結果を踏まえて特にこういったことをされてここが伸びたという

ことがあれば、教えてください。  

学校教育課長：推移等につきましては、学力テストを始めた当初から全

部ではありませんが、数年についてはホームページ等には公開させて

いただいております。今示したのが２８年度版、これの２７年度版、

そういう形にはなりましてこれ以上の情報は出ておりませんが、これ

についてはホームページ上にも載せておりますので、そこから推移に

ついては見ることができるのではないかと思っております。それから、



結果を踏まえての対策については、一つは先ほど申し上げましたよう

に、各学校がそれぞれの特徴がありますので、それにあわせて学校が

対策を立てています。それから、教育委員会が研究発表会もそうです

が、毎年一回は学校訪問をしておりますので、その時にこういう部分

を大事にしていってくださいということは、お話させていただいてお

ります。それがどう具体的に数字にというのは難しいものがあります

が、そういう形では対応させていただいております。  

（２）平成２８年度野外センターの利用状況について  

 報告事項（２）について学校教育課長説明する。  

 内容：平成２８年度の作手高原野外センター及び茶臼山高原野外セン

ターの利用実績は、あわせて４，９２３人で前年度より７２名増で

あった。  

加藤委員：「その他の学校利用」のところで、新城小学校と東陽小学校

は、たぶん地元の学校ということで利用されていると思います。安城

市外の学校が利用される場合には、特別の条件とかがあるのでしょう

か。  

学校教育課長：特別の条件とか、お金を払っていただくということはご

ざいません。作手の野外センターの施設自体が新城市作手地区にあり

ますので、地元との交流という意味でもぜひご利用くださいというこ

とを向こうの教育委員会に話をさせていただいております。  

舩尾委員長：利用する日程というのは、毎年同じですよね。毎年同じよ

うな時期にそこでやると毎年梅雨時だったとか、いろいろなことがあ

ると聞くのですが、そういうことに関して他の日にしたいというよう

な要望は出ていないのでしょうか。  

学校教育課長：基本的に学校の方の希望を元に、重複した場合にはこち

らで決めさせていただく部分はありますが、まずは学校の希望を聞い

てそこにはめるようにしています。茶臼山につきましては、１１月後

半から雪があったりする、そういう時期になります。中学校でいいま

すと行事や夏の部活の大会等の兼ね合いもあったりしまして、夏休み

や９月以降の利用については例年希望がありませんので、５月・６月

あたりを中心に予定を入れさせてもらっています。小学校については

９月末ぐらいまでは希望がありますので、学校の希望を第一にして決



めています。  

舩尾委員長：いろんな学校行事の都合で、各学校が希望する場所でとい

うことで、この時期になっているということですか。  

学校教育課長：そう理解していただければと思います。  

（３）第１１回愛知県市町村対抗駅伝大会について  

 報告事項（３）についてスポーツ課長説明する。  

 内容：１２月３日（土）に愛・地球博記念公園で第１１回愛知県市町

村対抗駅伝大会が行われる。  

  （質疑なし）  

（４）第３２回安城市民デンパーク駅伝大会について  

 報告事項（４）についてスポーツ課長説明する。  

 内容：平成２９年２月１２日（日）に第３２回安城市民デンパーク駅

伝大会を行う。  

（質疑なし）  

（５）特別展「若冲と京の絵師」の開催についてについて  

 報告事項（５）について文化振興課長説明する。  

 内容：平成２８年１１月１９日（土）から平成２９年１月９日（日）

まで、歴史博物館において生誕３００年を記念して特別展「若冲と

京の絵師」を開催する。  

舩尾委員長：若冲に関しては、東京で開催した時に２時間とか３時間待

ちですごかったみたいですね。京都の細見美術館に行ったときに、若

冲の展示があったのですが、「同じものをやっているわけではありま

せん。」という標示が出してあるくらいに、いろいろ問い合わせがあ

ったみたいでした。ひょっとしたら、安城でもそうなりますかね。  

文化振興課長：そうなっていただくと、非常にありがたいです。NHK

の放送でコレクターの作品を中心に紹介されており、若冲は絢爛豪華

というイメージがありますが、今回は水墨画が中心ですのでなんとな

く肩を透かされたように感じられるかもしれません。また作品数も少

ないですので、希望を持ってはいますけど、そんなふうになるかどう

かはわかりません。  

舩尾委員長：話題になるといいですね。  

文化振興課長：ぜひ周りの方に PR をしていただけるようお願いします。  



舩尾委員長：細見美術館というのは、美術館自体がとっても素敵な美術

館ですから、結構気に入っていて、京都に行った時にはよく行ってい

ました。若冲の作品は確かに見ていたと思うのですが、美術のことを

よくわかって行っていたわけではなく、いつもは静かな美術館で造り

も面白いしそこが気に入って何度も行っていました。でも、この間の

夏に行った時は、「上野とは展示内容が違います」とわざわざ標示す

るくらい人が多かったので、若冲の人気はすごいなと思っていました。

上野では見ることができなかった人がいたりしたという話も聞きまし

たので、その余波が少しあると入館者が増えるかもしれないと思いま

す。  

（６）市民ギャラリーコレクション展「いのちのかがやき～みつめよ

う！表現しよう！～」の開催について  

 報告事項（６）について文化振興課長説明する。  

 内容：：：：平成２８年１１月１８日（金）から１１月２７日（日）まで、

市民ギャラリーコレクション展「いのちのかがやき～みつめよう！

表現しよう！～」を開催する。     

  （質疑なし）  

（７）発掘のあゆみ展「知りたい！人面文土器」の開催について  

報告事項（７）について文化振興課長説明する。  

内容：１１月１８日（金）から１１月２７日（日）まで、市民ギャラ

リーにおいて、発掘のあゆみ展「知りたい！人面文土器」を開催す

る。観覧無料。  

  （質疑なし）  

（８）第３１回国民文化祭・あいち２０１６「安祥文化のさとまつり＆

本證寺太鼓フェスティバル」及び「全国万歳フェスティバル in 安

城」の開催について  

報告事項（８）について文化振興課長説明する。  

内容：平成２８年１１月１９日（土）・２０日（日）に「安祥文化の

さと」及び本證寺周辺において、第３１回国民文化祭・あいち２０

１６「安祥文化のさとまつり＆本證寺太鼓フェスティバル」及び

「全国万歳フェスティバル in 安城」を開催する。   

  （質疑なし）  



（９）第２回安城市新美南吉絵本大賞実施要領及び選考委員について  

報告事項（９）について中央図書館長説明する。  

内容：郷土にゆかりの童話作家・新美南吉を顕彰するため、第２回安

城市新美南吉絵本大賞を実施する。第１回大賞作品「二ひきのかえ

る」に次ぐブックスタート事業の作品になる。  

舩尾委員長：前回の時は作品がたくさん集まったし、私たちが見せてい

ただいた一次審査を通過したものもすばらしいものでした。今回もた

くさん集まるとよいと思います。すごく期待しています。  

第 ５ 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、定例教育委員会を１１月１

７日（木）午後１時３０分から、安城市教育センターで開催させてい

ただきます。また、定例教育委員会終了後に引き続き臨時教育委員会

を開催します。  

   

閉  会   午後３時０６分  


