
令和４年度 第１回安城市教育委員会定例会会議録 

 

日  時   令和４年４月２８日（木）午後１時３０分 

場  所   安城市教育センター ２階会議室 

出席した委員 石川良一  教育長 

加藤滋伸  教育長職務代理者 

久恒美香  委 員 

深津敦司  委 員 

中村沙織  委 員 

出席した職員 宮川 守  教育振興部長 

加藤浩明  生涯学習部長 

澤田敦至  総務課長 

稲留雄一  学校教育課長 

原田敬章  生涯学習課長 

津口嘉己  スポーツ課長 

邨澤英夫  文化振興課長 

籠瀬博敬  アンフォーレ課長 

鳥居享司  総務課庶務係長 

 

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４年２月１７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＞ 

２月１８日  市幹部会 

２６日  祥南小学校５０周年行事 

３月 ２日  市議会開会 

４日  市議会代表質問 



７日  市議会一般質問 

８日  市議会一般質問 

９日  学校給食協会理事会 

１１日  市議会市民文教常任委員会 

市長表敬（ソフトテニス安城ジュニア） 

１４日  第２回図書館協議会 

１５日  教育委員会臨時会 

第３回校長面接 

学校給食共同調理場運営委員会 

１６日  シルバーカレッジ卒業式 

第３回スポーツ推進審議会（書面開催） 

１７日  社会教育審議会（書面開催） 

市長表敬（桜井ＳＢＣ、安城エンジェルス） 

市長表敬（愛知ＳＢＣ） 

２１日  天野暢保氏受賞記念講演 

２２日  市議会閉会 

２３日  学校給食協会評議会 

２４日  市臨時幹部会 

２５日  新規採用教職員連絡会 

２８日  学校教育課事務引継ぎ会 

３１日  退職者辞令交付式 

退職者辞令伝達式 

４月 １日  各学校への辞令交付 

安城市新規採用職員辞令交付式 

市幹部会 

７日  定例記者会見 

定例校長会 

８日  中小体連評議委員会 

市長表敬（株式会社ニッセイ） 

１１日  安城市教育研究会総会 

１２日  作野野外活動センターあいさつ回り 

１３日  歴史博物館企画展視察 



西三河地方教育事務協議会 

西三河教育委員代表者会 

１４日  教育センター企画運営委員会 

現職教育常任委員会 

１７日  スポーツ推進委員連絡協議会総会 

１８日  定例校長会 

１９日  市長表敬（良いきゅうりの日） 

市情報連絡会 

２０日  安城保護区保護司会総会 

市初任者研修会開講式 

市民ギャラリー収蔵委員会 

２１日  東海北陸都市教育長協議会（オンライン） 

２２日  愛知県教科用図書選定審議会 

２６日  市長表敬（夏季デフリンピックバレーボール日本代

表） 

三河部都市教育長協議会 

２７日  市幹部会 

定例記者会見 

２８日  教育委員会定例会・臨時会 

以上に出席しました。 

 

第 ３ 議題 

第２号議案については、非公開とする。 

第１号議案 安城市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則の制定

について 

説明：総務課長 

内容：安城市教育委員会傍聴人規則を一部改正する必要があるため、

規則を制定する。 

加藤職務代理者：改正後は、１８歳未満でも引率者なしで傍聴が可能に

なるということでしょうか。 

総務課長：はい。 

深津委員：傍聴人は安城市民に限るのでしょうか。 



総務課長：特に制限はありません。  

（全員異議なし承認） 

第３号議案 安城市文化財保護員の委嘱について 

説明：文化振興課 

内容：安城市文化財保護条例第３４条の規定に基づき必要があるた

め、委嘱をする。 

（全員異議なし承認） 

第４号議案 安城市民ギャラリー運営員会委員の委嘱について 

説明：文化振興課 

内容：安城市民ギャラリーの管理及び運営に関する規則第２４条の規

定に基づき必要があるため、委嘱をする。 

（全員異議なし承認） 

第５号議案 安城市図書館協議会委員の委嘱について 

説明：アンフォーレ課 

内容：安城市図書館の設置及び管理に関する条例第１４条第２項の規

定により必要があるため、委嘱をする。 

（全員異議なし承認） 

 

 第 ４ 承認事項 

承認第１号 安城市緊急奨学金支給要綱の一部改正について 

説明：総務課 

内容：申請書類等の修正に伴い、安城市緊急奨学金支給要綱の一部を

改正する。 

加藤職務代理者：年齢制限を２０歳から成人へ変更するとのことです

が、１８歳ではなく成人としたのには、何か理由はありますか。 

総務課長：今後、成人の規定が変わる可能性があるので、成人としまし

た。 

（全員異議なし承認） 

承認第２号 安城市スクールアシスタント（介助員）配置事業実施要綱

の制定について 

説明：学校教育課 

内容：安城市スクールアシスタント（介助員）配置事業実施要綱の制



定について承認を求める。 

加藤職務代理者：スクールアシスタントが配置されることによって、保

護者の方の負担は全くなくなるのですか。 

学校教育課長：基本的にはその通りです。ただ、保護者の方の希望があ

えれば介助をしていただくこともあります。 

加藤職務代理者：何人のスクールアシスタントを配置していますか。 

学校教育課長：現在、５名を配置しています。 

深津委員：スクールアシスタントはどのような扱いになるのでしょう

か。 

学校教育課長：会計年度任用職員として任用をしています。 

深津委員：万が一、事故が起きてしまった場合の補償については、市が

責任を持つということですか。 

学校教育課長：詳細まで把握ができていませんが、雇用主は市ですので

そういうことになると思います。 

久恒委員：スクールアシスタントの勤務時間はどのようになっています

か。 

学校教育課長：子ども 1 人に対して、２人が午前午後分けて対応する場

合もあります。 

（全員異議なし承認） 

承認第３号 安城市小中学校通級指導教室設置要綱の一部改正について 

説明：学校教育課 

内容：東山中学校への通級指導教室設置に伴い、安城市小中学校通級

指導教室設置要綱の一部を改正する。 

深津委員：通級指導教室とはどのようなものですか。 

学校教育課長：特別支援学級とはまた別の教室です。障がいの改善及び

克服のために、一部の授業で児童生徒を個別に指導していく教室のこ

とです。 

深津委員：学年に制限はありますか。 

学校教育課長：学年は関係ありません。全学年が対象です。 

（全員異議なし承認） 

承認第４号 指定学校変更及び区域外就学取扱要綱の一部改正について 

説明：学校教育課 



内容：申請書類等の修正に伴い、指定学校変更及び区域外就学取扱要

綱の一部を改正する。 

加藤職務代理者：申請書では性別を問う必要がないということでしょう

か。 

学校教育課長：申請書を提出する時点では、性別を問う必要はないと考

えています。 

（全員異議なし承認） 

承認第５号 学校医等の解嘱及び委嘱について 

説明：学校教育課 

内容：学校医等の解嘱及び委嘱について承認を求める。 

（全員異議なし承認） 

承認第６号 令和４・５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 

内容：令和４・５年度安城市スポーツ推進委員の委嘱について承認を

求める。 

（全員異議なし承認） 

承認第７号 安城市スポーツ推進審議会委員の解嘱及び委嘱について 

説明：スポーツ課 

内容：安城市スポーツ推進審議会委員の解嘱及び委嘱について承認を

求める。 

（全員異議なし承認） 

承認第８号 寄附受納について 

説明：スポーツ課 

内容：教育委員会事務委任規則に基づき、寄附受納について承認を求

める。 

（全員異議なし承認） 

承認第９号 安城市博物館協議会委員の解嘱及び委嘱について 

説明：文化振興課 

内容：安城市博物館協議会委員の解嘱及び委嘱について承認を求め

る。 

（全員異議なし承認） 

承認第１０号 寄附受納について 



説明：文化振興課 

内容：教育委員会事務委任規則に基づき、寄附受納について承認を求

める。 

久恒委員：どこのクロマツが対象でしょうか。 

文化振興課長：桜井神社の２８本及び永安寺雲竜の松です。松くい虫の

防除に使わせていただきます。 

（全員異議なし承認） 

 

第 ５ 報告事項 

報告第１号 令和４年３月議会 代表・一般質問について 

報告第２号 令和４年度学級編成、教員数について 

報告第３号 令和４年度自然教室日程について 

報告第４号 第４１回安城市民大学の開催について 

報告第５号 令和３年度第２回社会教育審議会の開催結果について 

報告第６号 安城市成人式の名称変更について 

報告第７号 令和３年度第３回安城市スポーツ推進審議会の開催結果に

ついて 

報告第８号 安城市制施行７０周年記念事業 特別巡回ラジオ体操・み

んなの体操会の開催について 

報告第９号 令和３年度第２回安城市図書館協議会の結果について 

報告第１０号 第３回安城市新美南吉絵本大賞作品募集の開始について 

 

学校教育課長：報告第２号、第３号について、補足説明 

生涯学習課長：報告第６号について、補足説明 

 

第 ５ その他 

総務課長：次回は５月１９日（木）午後１時３０分から教育センターで

開催。 

 

閉  会   午後２時１９分 


