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令和元年度 第４回安城市教育委員会定例会会議録 

 

日  時   令和元年６月２７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 杉山春記  教育長 

       加藤滋伸  教育長職務代理者  

       舩尾恭代  委 員  

伊奈 希  委 員  

出席した職員 早川智光  教育振興部長  

近藤芳永  生涯学習部長  

神谷 徹  総務課長  

上原就久  学校教育課長  

久野晃広  生涯学習課長  

名倉建志  スポーツ課長  

近藤一博  文化振興課長 

永井教彦  保育課長 

島田雅仁  総務課課長補佐 

澤田敦至  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  

令和元年５月１６日開催の教育委員会定例会会議録  

 

第 ２ 教育長等の報告 

＜教育長＞  

５月  １７日   「シーホース三河」シーズン報告会（刈谷市）  

 １８日   安城市体育協会総会  

     安城市スポーツ協会設立総会  

 ２０日   西三河教育長会議（岡崎市）  

   西三河地方教育事務協議会（岡崎市）  
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   西三河教科用図書採択協議会（岡崎市）  

 ２１日   安城市博物館協議会  

   安城市特別支援教育推進協議会総会  

 ２２日   全国都市教育長協議会理事会（富山市）  

 ２３日   全国都市教育長協議会総会（富山市）～２４日  

 ２５日   運動会参観（丈山小・三河安城小）  

 ２７日   現職教育訪問（安城南中）  

 ２８日   愛知県市町村教育委員会連合会理事会（豊橋市）  

 ２９日   現職教育訪問（安城北中）  

 ３０日   市幹部会  

   三河万歳後援会三役会  

   スポーツ推進審議会  

 ３１日   市部課長会  

６月 １日   安城市文化財保護委員会  

   ２日 全国植樹祭（愛知県森林公園）  

  ４日   愛知県市町村教育長代表者会議（名古屋市）  

  ７日   市議会定例会開会  

  ８日   市民ギャラリー特別展「はんが遊園地」開会式  

   安城市教職員組合女性部学習会  

 １０日   市議会一般質問  

 １１日   定例校長会  

 １２日   作手野外センター開村あいさつ（新城市）  

 １３日   市議会一般質問  

 １７日   市議会議案質疑  

   派遣学生壮行会  

 １９日   市議会市民文教常任委員会  

   三河万歳後援会総会  

 ２０日   社会教育審議会  

   総合教育会議  

 ２１日   安城市教育研究会一斉研修会  

 ２２日   安城市ＰＴＡ連絡協議会親睦行事（ボウリングの会） 

 ２３日   安城市民大学  
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 ２４日   現職教育訪問（安城北部小）  

 ２５日   現職教育訪問（安城中部小）  

 ２６日   市議会定例会閉会  

   教頭研修会  

 ２７日   市政功労者懇談会  

   教育委員会定例会  

                      以上に出席しました。 

 

第 ３ 議題 

第１８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：安城市奨学金支給条例施行規則第４条に基づき、委員の委嘱を

行う。  

（全員異議なし承認）  

第１９号議案 安城市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公

務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則の

制定について 

説明：学校教育課長 

内容：不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴い、様式を

改める。   

（全員異議なし承認）  

第２０号議案 安城市就学援助条例施行規則の一部を改正する規則の制

定について 

説明：学校教育課長 

内容：要保護児童生徒援助費補助金の予算単価（国庫補助対象限度額

）の引き上げに伴い、市の限度額の引き上げ等を行う。 

加藤職務代理者：「へ」が「に」になるのは用語の統一でしょうか。 

学校教育課長：はい。 

（全員異議なし承認）  

第２１号議案 安城市特別支援教育就学奨励費支給条例施行規則の一部

を改正する規則の制定について  

説明：学校教育課長 
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内容：特別支援教育就学奨励費負担金・補助金の国庫補助対象限度額

の引き上げに伴い、市の限度額も引き上げを行う。 

（全員異議なし承認）  

第２２号議案 安城市社会教育委員の解嘱及び委嘱について  

説明：生涯学習課長 

内容：安城市社会教育委員設置等に関する条例第１条に基づき、委員

の解嘱及び委嘱を行う。 

（全員異議なし承認）  

第２３号議案 安城市体育施設の管理に関する規則の一部改正について  

説明：スポーツ課長 

内容：レジャープール及びスポーツセンターの回数利用券について明

文化するため及び秋葉公園テニスコート新設に伴う休業日、利

用時間の改正が必要なため規則を改正する。 

（全員異議なし承認）  

 

第 ４ 承認事項 

 

承認第１号 ２０２０年度文教施策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：２０２０年度文教施策と予算措置に関する要望事項を４件、愛

知県市町村教育委員会連合会へ提出する。  

加藤職務代理者：小中学校の大規模な改修事業の早期発注への配慮につ

いて、毎年要望しているようですが、やはりなかなか難しいようです

ね。 

総務課長：文部科学省で交付決定された以降の契約でないと補助対象と

ならない。交付決定後の発注では夏休み中の工事が出来ず、現状では

補助対象となっていない工事があるため、毎年要望しています。 

加藤職務代理者：全国の県が要望していると思いますが、強く要望を出

し続けるしかないようですね。 

教育長：学校教育課の要望は新規要望ですよね。 

学校教育課長：校長の裁量権の方は新規だと思っています。 
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教育長：８月に県の教育長・教育委員会幹部と折衝する機会があり、今

年も同席する予定のため、強く要望したいと思います。 

（全員異議なし承認）  

承認第２号 工事請負契約の締結について 

説明：総務課長  

内容：６月の定例市議会において、小・中学校の空調設備設置工事７

件の工事請負契約が議決されたため承認をいただきたい。この

契約を締結することにより、小・中学校の設置教室数８８２教

室のうち８１１教室（９２％）が契約済みとなる。残りの７１

教室（主に中学校の特別教室）については、１０月中旬に契約

し、すべて年度内に完了する予定。小学校１・２年生・特別支

援学級の普通教室は７月から使用開始できる見込み。 

教育長：すでに使用している学校もありますよね。 

総務課長：試運転を始めております。 

教育長：今週、学校訪問で２校の小学校に行きましたが、既に快適な環

境の中で授業が行われておりましたのでご報告します。 

（全員異議なし承認）  

承認第４号 安城市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について  

説明：学校教育課長  

内容：安城市いじめ問題対策連絡協議会条例第２条に基づき、異動の

あった委員について、３名委嘱する。  

教育長：協議会の概要を教えてください。  

学校教育課長：いじめ等に関わって学校・児童相談所などの関係する方

々が集まって情報交換をして連携を図るための協議会です。  

教育長：何か重大事案が起きたときに開催する会議とは別に設けている

ものですね。  

学校教育課長：はい。重大事案が起きた時に開催するいじめ問題対策委

員会とは別で、連携を図るために年１回必ず開催している協議会です。  

（全員異議なし承認）  

承認第５号 安城市教育センター企画運営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連絡協議会長の交代に伴い委嘱及び解嘱
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する。  

（全員異議なし承認）  

承認第６号 子ども運動広場設置事業補助金交付要綱の一部改正につい

て 

説明：生涯学習課長  

内容：要綱を改正し、経年劣化や自然災害等により破損した設備の撤

去に関する費用なども補助対象とする。  

（全員異議なし承認）  

承認第７号 安城南ライオンズクラブからの寄附について 

説明：生涯学習課長  

内容：５月９日に安城南ライオンズクラブから青年講座など青少年活

動支援のため３０万円の寄附を受納した。  

（全員異議なし承認）  

承認第８号 工事請負契約の締結について 

説明：スポーツ課長  

内容：６月の定例市議会において、スポーツセンターの主体・管・電

気工事の３本の工事請負契約が議決されたため承認をいただき

たい。スポーツセンターは、今年の７月２７日から来年の７月

まで休館して改修工事を行う。  

（全員異議なし承認）  

承認第９号 令和元年度安城市スポーツ推進委員の委嘱について 

説明：スポーツ課長  

内容：スポーツ基本法及び安城市スポーツ推進委員に関する規則第４

条第１項及び第２項の規定に基づき、１名委嘱する。４月５日

の教育委員会の時点では３地区が決まっていなかったが、今回

の方ですべての地区の推進委員が決定した。  

（全員異議なし承認）  

承認第１０号 工事請負契約の締結について 

説明：文化振興課長  

内容：６月の定例市議会において、安城市歴史博物館非構造部材等耐

震化及び保全等改修主体工事の工事請負契約が議決されたため

承認をいただきたい。工事の期間は９月２日から３月末までを
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予定している。  

（全員異議なし承認）  

承認第１１号 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：保育課長  

内容：この補助金は公立幼稚園と私立幼稚園の保護者負担の格差是正

を図るためのもので、今年度１０月から幼児教育は無償化され、

要綱は不要となるが、無償化されるまでの４月から９月までの

間、補助金が支給できるように改正する。 

（全員異議なし承認）  

 

第 ５ 報告事項 

報告第１号 令和元年度６月議会報告について 

報告第２号 公益財団法人安城市学校給食協会の経営状況報告について 

報告第３号 令和元年度安城市子ども会ソフトボール中央大会及びフッ

トベースボール中央大会の開催について 

報告第４号 安城市レジャープールリニューアルオープン＆開館２０周

年記念「プールフェス」の開催について 

報告第５号 「スポーツ指導者養成講習会」の開催について 

報告第６号 「第４０回安城選手権大会夏季水泳競技会」の開催について 

報告第７号 令和元年度第１回安城市博物館協議会の開催結果について 

報告第８号 令和元年度第１回安城市文化財保護委員会の開催結果につ

いて 

報告第９号 令和元年度第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 

報告第１０号 特別展「１９６４ －東京五輪がもたらしたもの－」開

催について 

 

教育振興部長：報告第１号について、補足説明 

  

スポーツ課長：報告第４号について、補足説明 

教育長：委員の皆さんがマーメイドパレスに行く機会はありますか。 
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スポーツ課長：１０月の教育委員会定例会を明祥プラザで開催するので、

その際にマーメイドパレスの施設見学を行う。 

 

文化振興課長：報告第１０号について、補足説明 

 

教育長：他に報告事項はありますか。 

スポーツ課長：６月１日に公表されたが、来年４月７日に安城市で聖火

リレーを実施することが決定した。出発が安城市体育館でゴールはア

ンフォーレになる。 

 

第 ６ その他  

総務課長：次回は教育委員会臨時会を７月１８日（木）午後３時３０分

から安城市教育センターで開催。また、教育委員会定例会を７月２５

日（木）午後３時から歴史博物館で開催。  

 

閉  会   午後２時１２分  

 

 


