
平成２６年度 第 9 回安城市定例教育委員会会議録  

 

日  時   平成２６年１１月２０日（木）午後１時３０分  

場  所   教育センター   

出席した委員  都築雅人   委員長  

       大見 宏  委員長職務代理者  

       舩尾恭代   委 員  

鳥居恵子  委 員  

       杉山春記   教育長  

出席した職員  杉浦三衛   教育振興部長  

       岩月隆夫   生涯学習部長  

       加藤 勉  総務課長  

              神尾壽明   学校教育課長  

       早川雅己   給食課長  

       大見 智  生涯学習課長  

       野畑 伸  スポーツ課長  

       寺澤正嗣   中央図書館長  

       岡田知之   中央図書館主幹  

牧 浩之  文化振興課長  

筒井良廣  総務課課長補佐  

傍 聴 者   なし  

開  会   午後１時３５分  

日  程  

 第 １ 前回会議録の承認  

平成２６年１０月３０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＞  

１１月 ２日 安城ふれあいスピーチ広場  

１１月１６日  安美展表彰式  

   ＜教育長＞  

１０月３１日 市政懇談会  



１１月  ２日  安城ふれあいスピーチ広場  

１１月  ３日  文化賞表彰式・祝賀会  

       新美南吉に親しむ会第１００回全国図書館大会特

別感謝状授与報告会  

１１月  ５日  愛知県私学弁論大会  

       ふれあい講演会  

１１月  ７日  愛知教育大学附属特別支援学校研究発表会  

老人クラブ連合会菊花展表彰式  

１１月  ８日  読書感想文・読書感想画最優秀賞受賞者表彰式  

１１月  ９日  加賀市・安城市中学校選抜吹奏楽団交流演奏会  

１１月１０日  篠目中学校現職教育訪問  

１１月１１日  ごみステーション啓発  

       十日会 

       三河部都市教育長協議会  

１１月１２日  錦町小学校現職教育訪問  

１１月１３日  定例校長会  

西三河地方教育事務協議会  

１１月１４日  安祥中学校現職教育訪問  

       総合計画審議会  

１１月１５日  学芸会（三河安城小学校、丈山小学校）  

１１月１６日  安美展表彰式  

１１月１８日  市政懇談会  

       市教育支援委員会  

１１月１９日  安城市転入希望教員面接  

１１月２０日  市幹部会  

       トレーニングマシーン寄贈式  

                  以上に出席しました。  

第 ３ 議題  

（１）安城市教育委員会表彰について  

議題（１）について総務課長説明する。  

内容：教育振興のため、学校等へ書籍の寄附をしていただいた寺澤氏

に、安城市教育委員会表彰要綱の規定により、感謝状を贈呈したい。  



都築委員長：だいぶ前に発刊されたものを復刻したのですか。  

総務課長：そうです。１９８７年のものです。  

（全員異議なし承認） 

（２）平成２６年度卒業式並びに平成２７年度入学式について  

 議題（２）について学校教育課長説明する。  

 内容：平成２６年度卒業式並びに平成２７年度入学式の期日を小中学

校に示したい。  

（全員異議なし承認）  

（３）平成２６年度卒業式の出席について  

議題（３）について学校教育課長説明する。  

 内容：平成２６年度卒業式の出席者を小中学校に示したい。  

（全員異議なし承認） 

第 ４ 報告事項  

（１）  こどものまちドリームタウンの開催について  

 報告事項（１）について生涯学習課長説明する。  

内容：１２月１３日（土）及び１４日（日）に安城市文化センターで、

「こどものまちドリームタウン」を開催する。  

都築委員長：「こどものまちドリームタウン」は、毎年開催しているの

ですか。  

生涯学習課長：今年で４回目となります。  

鳥居委員：毎年好評の行事だと思うのですが、入場者数が多くて問題に

なることとかないでしょうか。待ち時間が長いとか、入場制限をかけ

ることもあるのでしょうか。  

生涯学習部長：一番初めに入場していただくときに、子どもたちが並ん

でしまうということがあります。毎年、何らかの形で早く入ってもら

うように考えていますが、完全な形で解消できておりません。また、

今年も一日目の入場について、できる限りのことをやっていきたいと

思っています。それと入場制限についても一部かけることがあると思

っております。会場の中が必要以上に多くなってしまいますと、子ど

もたちが伸び伸びと動けなくなってしまう形が出てきますので、一定

の人数が入った段階で一度ストップをかける可能性があります。両日

合わせて、１，７００名ぐらいまでは十分に入れると思っております



ので、よっぽどのことがない限りは、入場制限することはないと思い

ますが、可能性として入場制限することもあるということでお願いし

ます。  

舩尾委員：去年は、ホールは使わずに１，６００名ぐらいですから、今

年ホールを使われるともう少し子どもたちが入れますよね。  

生涯学習課長：昨年がホールを使わずに１，５５８人でございました。

今年度はホールも使ってまいりますので、中身的にはもう少しゆった

りできるのではないかと思っています。ただ、最初の入場のところで

１００円頂かなければいけないので、そこのところで少し時間がかか

るのかなと思います。なるべく時間がかからないように進めてまいり

たいと思います。  

舩尾委員：去年は仕事を求めて並んでいる人が多かったので、今年はそ

れが短いとよいと思っています。それだけ子どもたちも期待をしてい

ますので、話を聞いたり、一度参加してみたりということで、年々期

待が膨らんでいますので、期待を裏切らないように楽しませてあげて

ほしいと思っています。  

都築委員長 :子どもが中に入って、色々やって出てくるまでの時間とい

うのはどのくらいですか。  

生涯学習部長：一日中いる子もいますし、半日で出てくる子もいます。

２日間ともいる子もいます。  

舩尾委員：楽しいから帰りたくないという子も多いようですよ。  

生涯学習課長：先ほど昨年の参加者が１，５５８人と言いましたが、そ

のうち両日とも参加した子が４２６人います。  

都築委員長：結構多いですね。  

（２）  第３次安城市生涯学習推進計画について  

 報告事項（２）について生涯学習課長説明する。  

 内容：第３次安城市生涯学習推進計画のあらましについて  

（質疑なし）  

（３）  平成２７年安城市成人式の開催について  

 報告事項（３）について生涯学習課長説明する。  

 内容：平成２７年１月１１日（日）にデンパークで、安城市成人式を

開催する。  



（質疑なし）  

（４）  第３５回安城選手権大会秋季競技会成績結果について  

 報告事項（４）についてスポーツ課長説明する。  

 内容：第３５回安城選手権大会秋季協議会が、１０月４日（土）から

２６日（日）まで行われ、延べ３，９８９人が参加した。  

（質疑なし）  

（５）  第３５回安城選手権大会冬季スキー競技会について  

 報告事項（５）についてスポーツ課長説明する。  

 内容：平成２７年２月１４日（土）に白馬五竜スキー場で、第３５回

安城選手権大会冬季スキー競技会一般の部、また平成２７年３月１

日（日）にひだ舟山スノーリゾートで少年の部をそれぞれ開催する。  

（質疑なし）  

（６）  第２次安城市スポーツ振興計画について  

報告事項（６）についてスポーツ課長説明する。  

内容：第２次安城市スポーツ振興計画のあらましについて   

都築委員長：スポーツ振興計画は１０か年で、先ほどの生涯学習推進計

画は５か年とか、計画によって３年、５年、１０年とかあるのですが、

これらは国からの指示により決めるのでしょうか。  

スポーツ課長：スポーツ振興計画は、国も１０年、県も１０年ですので、

同じように１０年とさせていただきました。時代の流れとかあります

ので、５年での見直しということを考えております。  

都築委員長：計画の最後の数値目標ですが、１０年先に実施率とか参加

者数等を上げるという目標なのですが、若い人がだんだん減ってきて、

高齢者がだんだん増えていくとスポーツ自体の参加者を増やすことが

難しいように思うのですが、その辺の見通しはいかがでしょうか。  

スポーツ課長：シルバーの人たちのスポーツも大事なことで、介護です

とか医療費ですとか市費負担を少なくするということは大事なことだ

と思います。今、シルバースポーツというのが色々と出ておりまして、

そういった普及につきましてもしていこうと思っております。昔で言

うとゲートボールがシルバースポーツの代表でしたが、今はグランド

ゴルフとかラージボール卓球と言って、球が大きくて少しスピードが

遅いものですから、ゆっくりできるそういうスポーツもありますし、



他にもカーリングのようなものでカローリングと言って体育館の床で

転がすようなものもあります。テニスのインドアで、ミニテニスと言

って、バトミントンのコートの広さで、ネットが低くて、球がビニー

ル製であまりスピードがでないもの、このようなスポーツが色々とで

ておりますので、そういった普及をしていって、高齢者の方にもスポ

ーツをして健康で長生きしていただきたいということで、推進してい

きたいと思っております。  

都築委員長：団塊の世代が、今６５~７０歳ぐらいですから、１０年後

は７５~８０歳になります。そういう世代ができるスポーツがたくさ

んできるといいですね。  

大見職務代理者：スポーツ振興計画の中で、子どもの体力のところがあ

りますが、最近子どもの体力が落ちてきているのではと言われていま

す。特にボール投げの数値がよくないというニュースがあるのですが、

これを見ますと安城市は、ボール投げが他よりも優れています。ただ、

２０ｍシャトルランというのが、極端に悪いようですが、この２０ｍ

シャトルランというのはどういうものですか。  

学校教育課長：２０ｍの間隔を一定時間内に行ったり来たりを何回でき

るかを測るものがシャトルランです。持久力を測るものだと思うので

すが、かつて持久力を測っていた１，５００ｍ走とか１，０００ｍ走

というのがこれに変わってきたということでございます。  

都築委員長：具体的には何分ぐらいですか。  

給食課長：前スポーツ課長でありましたので、補足説明させていただき

ます。シャトルランは、２０ｍの間を一定の間隔で走り終え、それを

繰り返していくものですが、だんだんとその時間間隔が短くなってい

きますので、その時間内に２０ｍのラインを越えて折り返しができな

いとそこで終了ということになります。一定の時間内にその距離を折

り返し走ることができた回数が何回かということです。だんだんとテ

ンポが上がっていきますので、体力が落ちてきますとついて行けなく

なって、この回数で終わるということです。一般の方でも９０回往復

される方もありますし、２０回ぐらいでついて行けなくなってしまう

方もいます。体力的には、持久力の差は大きいです。  

（７）第１００回全国図書館大会における感謝状の授与について  



報告事項（７）について中央図書館長説明する。  

内容：１０月３１日（金）に明治大学駿河台キャンパスで、全国図書

館大会の第１００回開催を記念し、公益社団法人日本図書館協会か

ら「新美南吉を親しむ会」に感謝状が授与された。  

（質疑なし）  

（ ９ ） 平 成 ２ ６ 年 度 読 書 感 想 文 ・ 読 書 感 想 画 コ ン ク ー ル 特 別 賞    

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：平成２６年度読書感想文・読書感想画コンクールの特別賞受賞

者が決定した。  

 （質疑なし）  

第 ５ その他  

都築委員長：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１月８日

（木）午後１時３０分から、第１０会議室で開催させていただきます。  

   

閉  会   午後２時２５分  

 

 

 


