
平成２８年度 第４回安城市定例教育委員会会議録 

 

日  時   平成２８年６月３０日（木）午後１時３０分  

場  所   教育センター会議室  

出席した委員 大見 宏  委員長 

       舩尾恭代  委員長職務代理者 

都築雅人  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１時３１分  

日  程  

 第 １ 前回会議録の承認  

平成２８年５月１２日開催の定例教育委員会会議録  

第 ２ 委員長、教育長等の報告 

＜委員長＞ 

５月１６日 委員長・教育長会議 

      西三河地方教育事務協議会 

６月１６日 安教研一斉研修会 



   ＜教育長＞ 

   ５月１３日 十日会 

         博物館協議会 

５月１６日 委員長・教育長会議 

      西三河地方教育事務協議会 

５月１９日 全国都市教育長協議会（徳島市） 

２０日    〃 

５月２１日 小学校運動会（高棚小学校、安城西部小学校） 

５月２３日 現職教育訪問（東山中学校） 

５月２４日 市ＰＴＡ連絡協議会総会 

５月２５日 給食協会評議員会 

市民ギャラリー運営委員会 

５月２６日 市幹部会 

      スポーツ審議会 

５月２７日 市部課長会 

５月２９日 西三河西部剣道大会 

      女子バスケットボールＡＷカップ閉会式 

６月 ２日 三河ＰＴＡ連絡協議会総会 

６月 ３日 市議会開会 

文化財保護委員会 

６月 ４日 愛教大附属特別支援学校創立５０周年記念式典 

６月 ６日 市議会一般質問 

６月 ８日 安城知立少年補導委員会定例総会 

６月 ９日 市議会一般質問 

６月１０日 加賀市・砺波市訪問 

  １１日    〃 

６月１３日 市議会議案質疑 

愛知県学校給食会理事会 

６月１４日 定例校長会 

      交換学生壮行会 

６月１５日 市民文教常任委員会 

６月１６日 安教研一斉研修会 



６月１７日 いじめ・不登校対策家庭教育講演会 

６月１８日 海外留学奨学金面接審査 

６月２０日 現職教育訪問（志貴小学校） 

６月２１日 社会教育審議会 

      教務主任研修会 

   ６月２２日 市議会閉会 

         特別支援教育推進協議会総会 

   ６月２３日 現職教育訪問（錦町小学校） 

         市政功労者懇談会 

   ６月２４日 現職教育訪問（安城南部小学校） 

         三河万歳後援会総会 

   ６月２５日 市Ｐ連親睦ボーリング大会 

   ６月２７日 現職教育訪問（桜井小学校） 

         社会を明るくする運動推進委員会 

   ６月２８日 明るい選挙推進安城市協議会 

   ６月２９日 市幹部会 

         教頭研修 

   ６月３０日 市部課長会 

                      以上に出席しました。 

第 ３ 議題  

第１０号議案 安城市奨学生審査委員会委員の委嘱について 

第１０号議案について総務課長説明する。  

内容：安城市奨学金支給条例施行規則第４条の規定に基づき、奨学金

審査委員会委員を委嘱したい。  

（全員異議なし承認）  

第１１号議案 安城市学校給食共同調理場運営委員の委嘱の変更につい

て  

第１１号議案について総務課主幹説明する。  

内容：第３回安城市教育委員会定例会において議決を得た安城市学校

共同調理場運営委員を変更したい。   

（全員異議なし承認）  

第 ４ 報告事項 



（１）寄付受納について 

報告事項（１）について総務課長説明する。 

 内容：株式会社三富より書籍「自然浴生活のすすめ」３０冊の寄付を

受納する。  

（質疑なし） 

（２）財産の取得について 

報告事項（２）について総務課長説明する。 

 内容：小中学校１７校において、タブレットパソコン及びその他機器

の契約について、議会の承認が得られた。 

大見委員長：実際に学校に入るのはいつからですか。 

総務課長：８月中には各学校に配備され、設定も完了する予定です。

２学期９月からは利用できます。 

（３）安城市教育センター企画運営委員の委嘱について 

報告事項（３）について学校教育課長説明する。 

 内容：教育センター企画運営委員として、小中学校ＰＴＡ連絡協議会

会長を委嘱した。 

（質疑なし）  

（４）作手小児童・根羽中生徒の七夕招待について 

 報告事項（４）について学校教育課長説明する。 

 内容：自然教室でお世話になっている地域の新城市立作手小学校児童

と根羽村立根羽中学校生徒を安城七夕まつりに招待する。 

 都築委員：作手小学校の児童と根羽中学校の生徒は、誰が引率するの

ですか。 

 学校教育課長：学校教育課指導係で、終日お世話させていただいてお

ります。 

 都築委員：小学生は１６名で、中学生は４名ですが、中学生が少ない

ようですが毎年このぐらいでしたか。 

 学校教育課長：中学生については、昨年は７名でしたのでマイナス３

名、小学校５年生については１４名でしたので、だいたい同じくら

いです。根羽中学校の生徒につきましては、かなり減ってきている

状況です。 

 都築委員：人数とかは、学校の希望なのですか。 



 学校教育課長：作手小学校につきましては小学校全員１６名に来ても

らいます。根羽中学校は１年生が全員で４名です。  

 大見委員長：根羽中学校の歓迎会は、篠目中学校が行うというのは何

か理由があるのですか。  

 学校教育課長：最近は変わってきているのですが、根羽中学校に自然

教室をさせていただくのに、安城市の先頭を篠目中学校が代々勤め

てくれていましたので、そのことで交流が始まり、こちらへ来たと

きにもまずは篠目中学校に寄ってもらうことになっています。  

（５）平成２８年度安城市中学校選手権大会について  

 報告事項（５）について学校教育課長説明する。  

 内容：安城市中学校選手権大会が、市野球場等で７月９日（土）、１

０日（日）に行われる。  

（質疑なし）  

（６）安城市社会教育委員の解嘱及び委嘱について  

 報告事項（６）について生涯学習課長説明する。  

 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、社

会教育委員を解嘱及び委嘱した。   

（質疑なし）  

（７）安城市青少年愛護センター青少年街頭指導委員の解嘱及び委嘱に

ついて  

報告事項（７）について生涯学習課長説明する。  

内容：任期満了に伴い、安城市青少年愛護センターの管理及び運営に

関する規則第５条の規定により、青少年街頭指導委員を委嘱した。  

大見委員長：ＰＴＡの役員の方が委員に委嘱されているみたいですが、

年間でどれくらいこの人たちが、こういうものに出席しなければい

けないのか分かりますか。  

生涯学習課長：文化センターの生涯学習課で呼んでいるのは、年間で

４回程度です。実際には、それ以外に地域で学校区ごとに活動して

いますが、その部分の活動については把握していません。たとえば、

夏休み・冬休みに行っている街頭指導は、おそらく１、２度はやっ

ていただいていると思います。  

大見委員長：ＰＴＡのいろんな役職というのは、大変だということで



意見がでているので、実際の負担がどの程度あるのかと思いお聞き

しました。今日の他の委員でも、ＰＴＡ会長とか、副会長があてら

れているのですが、きっと大変なのではないかと思います。  

（８）安城市青少年愛護センター運営委員会委員の解嘱及び委嘱につい  

   て  

報告事項（８）について生涯学習課長説明する。  

内容：安城市青少年愛護センターの管理及び運営に関する条例第５条

及び第７条の規定に基づき、青少年愛護センター運営委員を委嘱し

た。  

（質疑なし）  

（９）「おはよう！ふれあいラジオ体操会」の開催について  

報告事項（９）についてスポーツ課長説明する。  

 内容：「おはよう！ふれあいラジオ体操会」にチャレンジ宣言してい

ただけるグループを募集したところ、１１３団体の申し込みがあっ

た。  

（質疑なし）  

（１０）第３７回安城選手権大会夏季水泳競技会の開催について  

 報告事項（１０）についてスポーツ課長説明する。  

 内容：８月２日（日）に安城市スポーツセンタープールにおいて、安

城選手権大会夏季水泳競技会を開催する。  

（質疑なし）  

（１１）スポーツ指導者養成講習会の開催について  

 報告事項（１１）についてスポーツ課長説明する。  

 内容：安城市体育協会に委託して、スポーツ指導の基礎技術・最新知

識を習得させ、スポーツ指導者の育成を図るため、スポーツ指導者

養成講習会を開催する。  

 大見委員長：３年間で科目を全部終了していただければよいというこ

とだったと思いますが、科目というのは内容が３年間変わらないと

いうことになりますよね。時によって学ぶべきことが変わってくる

と思いますが、そのような時にはどのように対応するのですか。  

 スポーツ課長：項目としましてはこの項目ですが、内容としましては

その時代時代がありますので、カリキュラムの内容は若干変更して



おります。ただ科目としては、スポーツ医学であったり、社会学だ

ったり、スポーツクラブ論であったりとこういう項目ですが、具体

的には年によって、特に医学ですと熱中症が多くなってくると熱中

症だったり、内容についてはそういったトレンドといいますか、ま

た新たな考察があれば、そのことをお知らせしたりして変えてはい

ます。  

（１２）企画展「そうだ！旅に出よう」の開催について  

 報告事項（１２）について文化振興課長説明する。  

 内容：７月２３日（土）から９月４日（日）まで、安城市歴史博物館

において、企画展「そうだ！旅に出よう」を開催する。  

舩尾職務代理者：安城市の方が、出かけていった先のパンフレットで

すと、やはり西三河のものが多いのですか。  

文化振興課長：江戸時代から始まって現代のものも入っていますので、

遠くは北海道から九州まであります。近場でいうとお伊勢さんです

が、主な内容としては温泉のものが多いかなと思います。そして、

名鉄に関するもの、切符ですとか当時のいろいろなパンフレット、

コマーシャルの類は、比較的よその館ではないようなものまで品揃

えといいますか、資料集の多さでカバーできたのではないかと思っ

ています。そのあたりをぜひ観ていただけたらと思います。  

大見委員長：パンフレットに鉄道模型のジオラマ展示、鉄道模型専門

店協力と書いてありますが、どの程度のことをやっていますか。  

 文化振興課長：今回は、企画展示室前のエントランスホールに、動く

電車の入った鉄道ジオラマの力作を展示する計画と聞いております。

そしてこれは、鉄道模型専門店と名鉄の OB が共同で作成すると言

うことで、我々も楽しみにしております。ちなみに、この展示は、

指定管理者の発案により行われますので、指定管理効果と考えてお

ります。  

第 ５ その他  

大見委員長：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、臨時教育委員会を７月２１

日（木）午後３時３０分から教育センターで、定例教育委員会を７月

２８日（木）午後３時から歴史博物館で開催させていただきます。  



  閉  会   午後２時１１分  


