
 1 / 8 

 

平成３０年度 第５回安城市教育委員会定例会会議録 

 

日  時   平成３０年７月２６日（木）午後１時３０分  

場  所   歴史博物館 講座室  

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  

近藤倉生  委 員  

       伊奈 希  委 員  

出席した職員 近藤芳永  教育振興部長  

       大見 智  生涯学習部長  

       寺澤正嗣  アンフォーレ管理監  

       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 

鈴木栄一  文化振興課長  

       岡田知之  アンフォーレ課長 

       永井教彦  保育課長 

杉浦康宏  総務課庶務係 

傍 聴 者   なし 

開  会   午後１時４５分  

 

日  程  

 第 １ 前回会議録の承認  

平成３０年６月２８日開催の教育委員会定例会会議録  

 

第 ２ 教育長の報告 

＜教育長＞  

   ６月２９日 現職教育訪問（錦町小）  

     ３０日 愛知教育大学同窓会三河地区会安城支部総会  
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   ７月 １日 ソフトボール場改修記念イベント開会式  

      ２日 現職教育訪問（桜井中）  

      ３日 現職教育訪問（二本木小）  

      ４日 定例校長会  

学校給食共同調理場運営委員会  

５日 全国都市教育長協議会理事会（東京都）  

６日 現職教育訪問（作野小）  

７日 子ども発達支援センター開所式  

 中学校選手権大会（支所予選）視察  

９日 現職教育訪問（桜町小）  

１０日 現職教育訪問（明和小）  

１１日 現職教育訪問（祥南小）  

愛知県史跡整備市町村協議会役員会・総会（岡崎市）  

     １２日 青少年愛護センター運営委員会  

         西三河教科用図書採択協議会  

     １３日 愛知県市町村教育委員会連合会定期総会（江南市）  

     １４日 西三河陸上競技選手権大会開会式  

     １５日 安城市バスケットボール協会創立５０周年記念式典  

１７日 三河万歳後援会総会  

         表敬訪問（安城高校ライフル射撃インターハイ出場） 

     １８日 愛知県埋蔵文化財事業運営協議会（弥富市）  

         いじめ問題対策委員会  

     １９日 市長と語ろう あんトーク（あんステップ♬）  

         奨学生審査委員会  

         教育委員会臨時会  

     ２０日 老人クラブ連合会朝顔展表彰式  

     ２２日 図書情報館入館者１００万人達成セレモニー  

     ２３日 三河部都市教育長協議会（豊田市）  

    ２５日 アンフォーレ視察（刈谷市教育委員会）       

                      以上に出席しました。 
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第 ３ 議題 

第１８号議案 安城市教育振興基本計画策定委員会委員の解嘱及び委嘱

について  

 説明：総務課長  

内容：安城市附属機関の設置に関する条例に基づき、安城市教育振興

基本計画策定委員会委員を解嘱及び委嘱する。  

    （全員異議なし承認）  

 

第 ４ 承認事項 

承認第１号 新城市作手小児童・根羽中生徒の七夕招待について 

 説明：学校教育課長  

内容：安城七夕まつりの時期に新城市の作手小学校児童と、長野県の

根羽中学校生徒を招待し、安城市の小中学生との交流を深める。 

杉山教育長：暑さ対策で何か考えていることはありますか。 

学校教育課長：経口補水液の準備はしていきたいと考えています。 

近藤委員：経口補水液はスポーツドリンクという意味でしょうか。 

学校教育課長：ＯＳ－１が一番だと思うんですけれども、飲みにくい

部分もあるのでスポーツドリンクを考えていますがご意見をいただ

ければと思います。  

近藤委員：ＯＳ－１が最も良いとは思いますがコストが高いので、お

茶と梅干しを買って食べさせるといいと思いますが、梅干しの嫌い

な子もいるので、塩キャンディを用意しておけばいいと思います。

ポカリスエットを代表とするスポーツサプライ飲料は、糖分の成分

が強いため、かえって脱水を招くという説もあるから、冷たいお茶

と梅干しを用意しておいてもいいと思うので参考にしてください。  

学校教育課長：ご意見をいただいたお茶と塩飴が良いと思うので参考

にさせていただきます。 

（全員異議なし承認） 

 

第 ５ 報告事項 

報告第１号 平成３０年度第１回社会教育審議会の開催結果について 
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報告第２号 安城市青少年愛護センター運営委員会の結果について 

報告第３号 第４６回安城市子ども会「花いっぱい花だんコンクール」

の開催について 

報告第４号 第５６回安城市子ども会ソフトボール中央大会及び第３４

回安城市子ども会フットベースボール中央大会の開催について  

報告第５号 スポーツ推進審議会の結果報告について 

 

生涯学習課長：報告第４号について、補足説明  

生涯学習課長：報告第３号について、補足説明  

 スポーツ課長：報告第５号について、補足説明  

 

報告第４号  

 生涯学習課長：昨今、熱中症の問題で近隣市の子ども会でも中止の報

告がされています。これにつきましては、本日夜に市子連の臨時の

役員会が開催されまして、このとおりにやるのか、中止とするのか、

延期とするのか、そういったことを話し合われるということで、今

のところは、このとおりになることはないのではないかという方向

で進むのではないかと聞いています。近隣市につきましては、岡崎

市は７月２４日に中日新聞にも掲載されましたが、子ども会の球技

大会が８月１８日に予定していたものを７月２１日の臨時役員会で

中止することを決めたと報道されております。西尾市の状況ですが、

７月２４日の夜に臨時役員会を行ったとのことで、８月１８日のソ

フトボール大会を中止することにしたとのことでございます。ただ、

完全に中止するか延期するかにつきましては、後日、部会を開いて

決めるということで、９月か１０月に行うのか、それとも無くすの

かという向きになっているようでございます。西尾市の場合はソフ

トよりもドッジボールの方が盛んだという話でして、ドッジボール

につきましては、刈谷市もドッジボールの方が盛んなようでござい

ますが、体育館のアリーナで空調が効くところでほぼやられるとい

うことでございまして、熱中症に関する心配はそれほどしていない

とのような情報が入っています。  
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   ということで、報告で予定として上げさせていただきましたが、

本日夜の市子連の役員会におきまして、どうなるかということは正

式に決まるということでご報告申し上げます。  

舩尾委員：より安全な方でやっていただきたいなというのはすごく思

います。天候も変わっていくかもしれないしいろんなことが変わっ

ていくかもしれないけれど、無理にしなくてもより安全な方で判断

していただけると良いという気がしています。  

生涯学習課長：教育委員会から出された意見ということで、ご報告さ

せていただきます。  

伊奈委員：もし延期になった場合は、延期に伴って練習量も増えてく

ることも考慮していただきたいと思います。  

生涯学習課長：分かりました。  

報告第３号  

 杉山教育長：総務課主催の学校の花壇コンクールについては、今年度

より廃止させていただいております。これは、ピンポイントで花を

咲かせる労力が一番問題となってきているのですが、伊奈委員もみ

えられますので、子ども会の花壇コンクールにつきましては、今後、

同じように継続していくのか、見直す方向にあるのか、現状をお話

しいただけますか。  

 生涯学習課長：花壇コンクールは青少年の家で市子連の事務局をやっ

ておるのですが、いろいろな行事を改めるべきものは改めて、見直

すべきものは見直すという、子ども会の行事自体が負担となってい

る実情もあるということで子ども会の加入率も低下しているという

状況でございますので、そういった中で子ども会の行事について加

入率の低下のことも考えまして、どのようにしたらいいか、市子連

の中で考えようとの動きがあるとは聞いていますが、具体的な姿ま

ではまだ出てきていないという感じはあります。  

   何か事業を減らすことが出来ないのか、工夫することは出来ない

のかという動きをしている中でこの花壇コンクールは削る部分では

一つの候補ではないかというような意見は出ております。  

 伊奈委員：花壇コンクールが子ども会にとって利益となる子ども会も
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あるので、一概に全部を排除することがいいのかというのもありま

すけれども、その点も個々の子ども会によって違うので配慮してい

ただけると、また違う形でコンクールでなくても、今の状況が保て

るようないい案が出ればいいと思います。  

 杉山教育長：学校の花壇コンクールは廃止したけれども、学校の花壇

はどのように扱っていくという方針ですか。  

 総務課長：９月の中旬にコンクールの審査があります。その際に台風

が来て折角育てた花が台無しになってしまうということが一点、あ

とは夏休み期間中に先生方が水やりをしなくてはならないというこ

とが負担となっているということで花壇コンクールは廃止です。た

だし、花壇はそのままありますので、学校で適切な管理をしてほし

いということで、学校にお任せしてありますので、常に学校の環境

美化には努めていただきたいということをお願い申し上げている次

第でございます。  

 杉山教育長：学校に花壇の管理を任せるという部分でコンクールとい

う形で競うとかピンポイントで花を咲かせるのは廃止するというこ

とでありますので、ぜひとも子ども会の方でもお考えいただければ

と思います。  

報告第５号  

 舩尾委員：スポーツ推進審議会の報告についてですが、議事録の中で、

「志貴小学校でカローリングで投げたローラーが戻ってきてしまう」

という話の中で、黒田委員の発言の中で、夜間の使用は２０時まで

というところがあったり、床を傷つけてはいけないということで、

小学校は使いにくいという意見が出ているのですが、基本的には学

校の施設なわけですから、学校の施設はやはり子どもたちのための

施設なわけですから、公共の施設ですから、床を傷つけてはいけな

いのは当たり前だと思うし、床を傷をつけることで本来の使用者で

ある子どもたちに何かあるとしたら、それはやっぱり困るわけで、

なんとなくこの発言のところで違和感を感じています。周りの住民

の影響で夜間の使用は２０時までというのがあったりしますが、小

学校の施設だから２０時まで使えたら十分ではないかと感じていま
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す。本来の学校の役割が順調に進むような範囲で施設を有効利用す

ることは大事だし良いことだと思うんですけど、そのあたりはきち

んとしていただけるといいかなと思っています。  

 スポーツ課長：こちらにつきましては、学校開放ということで子供た

ちが使っていない時間帯に一般の方に貸し出しをしている時間帯の

話でございます。北部小学校は体育館が新しくきれいになりまして、

新しくなった時に、伝わり方や受け取り方で傷つけるという嫌なイ

メージで受け取られたのかなと思うんですけど、普通通り利用者が

施設を正しく使ってくださいという意味合いだと思いますので、正

しく使ってくださいということでお伝えさせていただいています。

２０時というのは、近隣の住宅が近いところで、明りとかが２１時

までだと長いということでお話があったりする場合があります。  

   小中学校の子どもたちの利用には影響はないところではございま

すが、一般で貸し出している部分の利用のところになります。  

 舩尾委員：それは分かるんですけど、使っている方たちの姿勢で、や

っぱり子どもたちのものを自分たちは使っているという感覚をもう

少し持ってくださってもいいのかなって気がしました。  

 スポーツ課長：いろいろな問題があって、結果、借りれたということ

があると、借りて当たり前になってきているような発言があるのも

事実ですので、いろいろとお話をさせていただきながらあくまで学

校側があけていただいて使わせていただいているんですよという話

はいつもさせていただいています。  

 舩尾委員：ぜひそうしてください。  

 杉山教育長：総務課長、学校教育課長何か補足がありましたら。  

 総務課長：施設面でいえばバレーとか通常子どもたちがやる競技は特

に問題ないと思うのですが、これはニュースポーツの関係ですので、

多分種目を制限していないと思うので、利用者のマナーということ

もありますから、意識付けはしっかりしていただかなければと思い

ます。舩尾委員の言われるとおり、子どもたちの施設ということが

大前提であるので利用者の方々には周知、認識していただきたいと

思います。  
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報告その他  

 スポーツ課長：先日、カナダソフトボール代表チームが無事に来日さ

れて、今日の午後からソフトボール場を使って練習をはじめるとこ

ろでございますので報告申し上げます。  

 杉山教育長：今日の午前中が中止になったのはどういう理由ですか。  

 スポーツ課長：もともと日本の夏が暑いということで、午前中はトレ

ーニングジムに行ったりプールに行ったりにしようというのはお話

しがあって、来てからスケジュールは毎日調整するということにな

りまして、来たところですので、本日は中止になりました。単純に

時差の問題もありまして、初日の午前中からは無理に動かないとい

うことだと思います。世界選手権が８月に日本でありますので、暑

さに慣れるというところが一番大事なところだと思います。  

 

第 ６ その他  

総務課長：次回は教育委員会定例会を８月２３日（木）午後１時３０

分から安城市教育センターで開催。  

 

閉  会   午後２時２０分  


