
平成２７年度  第１０回安城市定例教育委員会会議録  

 

日  時   平成２８年１月７日（木）午後１時３０分  

場  所   安城市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  杉浦三衛   教育振興部長  

       神谷秀直   生涯学習部長  

寺澤正嗣  生涯学習部次長   

       早川雅己   総務課長  

       渡辺恭二   総務課主幹  

              兵藤伸彦   学校教育課課長  

       沓名 勉  生涯学習課長  

       野畑 伸  スポーツ課長  

       岡田知之   中央図書館館長  

       石川芳弘   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３２分  

日  程  

 第 １ 前回会議録の承認  

平成２７年１１月１９日開催の定例教育委員会会議録  

平成２７年１１月１９日開催の臨時教育委員会会議録  

 

第 ２ 委員長、教育長等の報告  

＜委員長＞  

１１月２２日 市民文芸まつり発表大会 

１２月 １日 錦町小学校いじめ防止授業  



１２月  ２日 市議会就任あいさつ  

１２月１３日 第４８回安城シティマラソン  

１２月１８日  教育委員会組織協議  

   ＜教育長＞  

１１月２０日 第２回教育支援委員会  

１１月２１日 安城市総合防災訓練  

１１月２２日 市民文芸まつり発表大会 

１１月２４日 市幹部会  

       学校給食運営委員会  

       まちかど座談会（作野公民館）  

１１月２５日 まちかど座談会報告会（前半）  

１１月２６日  全員協議会  

１２月 ２日 市議会開会  

１２月 ３日 市議会一般質問  

１２月 ４日    〃 

１２月  ７日  まちかど座談会報告会（後半）  

１２月 ８日 市議会議案質疑  

       フィンランド視察議会報告会  

１２月  ９日  第１０回定例校長会  

       作手野外センター閉村あいさつ  

１２月１０日 魅力ある学校づくり事業第２次審査  

１２月１１日 市議会市民文教常任委員会  

       市民文教部会  

       作野小学校マーチングバンド全国大会出場表敬訪  

    問 

１２月１２日 こどものまちドリームタウン開会式  

１２月１３日  第４８回安城シティマラソン  

１２月１４日  第１回校長面接  

１２月１５日     〃 

１２月１７日 サンタクロース施設訪問  

       第３回教育支援委員会  

１２月１８日  教育委員会組織協議  



１２月２１日 市議会閉会  

１２月２４日  環境管理委員会  

１２月２８日 仕事納め式  

 １月 ４日 仕事始め式  

       市幹部会  

 １月 ５日  市部課長会  

 １月 ６日 新年交礼会  

                  以上に出席しました。  

第 ３ 議題  

（１）安城市立学校管理規則の一部改正について  

 議題（１）について学校教育課長説明する。  

 内容：事務主任の任命に関して疑義解消の必要があるため、安城市立

学校管理規則の改正を行いたい。  

 （全員異議なし承認）  

（２）平成２７年度全国学力・学習状況調査の結果について  

議題（２）について学校教育課長説明する。  

内容：平成２７年度全国学力・学習状況調査の結果、小学校６年生で

は、算数Ｂ（主として活用）が「おおむねできている」で、国語Ａ

（主として知識）・Ｂ（主として活用）と算数Ａ（主として知識）

が「努力を要する」という結果であった。また中学３年生では、国

語Ａ・Ｂが「おおむねできている」で、その他は「よくできてい

る」という結果であった。  

都築委員：公表は、市民の方に対してホームページ等で行うということ

ですか。  

学校教育課長：そのとおりです。毎年、ホームページで公表しておりま

す。  

大見委員長：国語が相変わらず課題ですね。いつも出てくるのですが、

これから図書情報館がいいタイミングでできるわけですから、読書と

の繋がりでもう少し何とかならないでしょうか。よく読書するところ

は、国語の力が高いということが、いろいろなところを視察している

とでてきます。そういうのがうまくできるといいと思います。  

学校教育課長：昨年度もご指摘していただいたことで、学校司書も導入



していただいて、読み聞かせとか図書館環境の充実には目覚しいもの

があります。その辺をさらに充実させることで結び付けていきたいと

思っています。  

大見委員長：来年度は、「努力を要する」がなくなるといいですね。

「努力を要する」というとすごく悪いみたいなイメージを持ってしま

うけど、全国平均より１％以上低いということで、１％以上なのでど

の程度低いかは分かりませんが、「努力を要する」がなくなるといい

です。  

舩尾職務代理者：国語の読み取る力が、結局算数の文章問題とか理科、

社会とかにも影響してきます。漢字も含めて、読めるということはと

ても大事だと思います。  

（全員異議なし承認） 

（３）市長の権限に属する事務の委任に係る協議について  

 議題（３）について生涯学習課長説明する。  

 内容：平成２８年４月に運営開始される明祥プラザにおいて、市民サ

ービスの向上と事務の効率化を図るため、福祉センターの窓口業務

及び施設管理を公民館が行うことが望ましいと考えるため、事務の

委任を行いたい。  

（全員異議なし承認）  

（４）安城市体育施設の管理に関する規則の一部を改正する規則の制定

について  

議題（４）についてスポーツ課長説明する。  

 内容：安城市体育施設の管理に関する規則の中で、「市長」という語

句を「教育委員会」に改める。  

大見委員長：（規則が制定された）昭和５３年からずっと変わってなか

ったということですか。  

スポーツ課長：平成１８年から指定管理制度になりまして、その時に他

の施設も指定管理があったのですが、この施設だけ教育委員会の施設

で、他の施設は市長部局でした。その時に、文章を統一して作成して

しまったということがあったようです。今回、監査の指摘を受けて

「市長」を「教育委員会」へ改めさせていただきます。  

（全員異議なし承認）  



（５）平成２８年度安城市中央図書館の開館日等について  

議題（５）について中央図書館館長説明する。  

 内容：平成２９年６月オープン予定の図書情報館の移転準備ため、平

成２９年２月１日から同年３月３１日まで中央図書館を休館したい。  

  その代わり、特別図書整理期間（１２月１日から１２月４日まで）

は設けない。また、図書館移転の工程表の案を示す。（その中で、

平成２９年２月から５月まで中央図書館は休館となっている。）  

大見委員長：中央図書館自体は、４か月間休館となるのですね。その間

の図書の貸し出しは、公民館を使って中央図書館の本も貸し出しをす

るということですか。イメージとして、３か月ぐらいかけて全図書を

移動させるということだと思いますが、ある本を梱包して移動させて

見ることができるようになるまでに、 1 か月ぐらいかかるのですか。  

中央図書館長：梱包・運搬・配架という一連の移転作業の中で、図書が

利用できないのは梱包と運搬の期間ですので、配架されれば利用でき

るという形をとります。５０万冊という図書を一気に梱包して運搬す

るということでは効率が悪いものですから、できるだけ細かく例えば

１万冊ぐらいに分けることで全体の移転期間としては若干長くなりま

すが、配架された時点では利用していただけるように、インターネッ

ト上で本が検索できる状況を作ってまいります。１つの本に限って言

えば、梱包・運搬で１週間から１０日間程度利用できない期間が必要

になってきますが、そういう形でもっていくことで、利用サービスの

低下を抑えたいという考え方です。  

大見委員長：イメージとしては、５０万冊を移動させるのですが、最初

のスタート時点で５０万冊が一気に見られなくなるのではなくて、５

０万冊のうち第一陣の何万冊かが梱包されて見ることができなくなり、

それらが配架され見ることができるようになると、次の何万冊かが見

られなくなるということですか。  

中央図書館長：その繰り返しとなります。  

大見委員長：５０万冊の移動を７回ぐらいに分けてありますが、そうす

ると、その見られない期間はどのくらいですか。  

中央図書館長：まだ、業者が決まっていないのではっきりは言えません

が、できるだけ見られない期間を短くする形で作業を進めていきたい



と考えています。  

都築委員：図書館のシステムですが、現行のシステムは３月３１日まで

となっていますが、現行システムは３月３１日まで運用されるのです

か。 

中央図書館長：資料では、現図書館システムは３月３１日まで、新図書

館システムは２月１日からの稼動となっています。２月と３月の２か

月間は並行稼動となります。２月の公民館休館以降のデータを移行し

た後は、新しいシステムで公民館も動かしていくことを考えておりま

す。契約上は１か月半ぐらい並行稼動という形をとりますが、実質は

２月中旬以降新しいシステムでの運用を考えています。どんなことが

起こるかわかりませんので、安全を見て両方を稼動させる期間を長く

とってあるとご理解いただければと思います。  

大見委員長：切替え自体を実際に行うのは、公民館で行うということで

すか。  

中央図書館長：実際の作業としましては、公民館の端末も１箇所に集め

てデータの移行をさせてから、公民館に持っていって接続作業をする

という手順になります。データ移行をする時は、システムを全部停止

しなくてはデータの移行ができませんので、本の貸し借りや予約が動

いているとできません。それを避けるために、１週間程度は公民館も

含めて利用できない期間を設定させていただくことになると思います。  

大見委員長：一般市民が図書の貸し出しを受ける手続きの方法自体は変

わるのですか。  

中央図書館長：運用そのものは、今と同じ方法でいくつもりです。大き

な変更は考えておりません。  

大見委員長：図書のカードは、今までと変わらないのですか。  

中央図書館長：変わりません。システムは変わってもカードは引き継が

れます。番号等も全部引き継いでいきます。  

大見委員長：市民の利用に関して、新しい図書館になることで市民が手

続きをしていかなければいけないということはないのですか。  

中央図書館長：大きな変更は考えておりません。市民サービスはそのま

ま引き継いでいくつもりでいます。  

（全員異議なし承認）  



第 ４ 報告事項  

（１）  平成２７年度１２月補正予算について  

 報告事項（１）についてスポーツ課長及び文化振興課長説明する。  

内容：平成２７年度１２月補正予算の概要について  

（質疑なし）  

（２）  平成２７年度教育支援委員会の結果について  

 報告事項（２）について学校教育課長説明する。  

 内容：平成２７年度教育支援委員会の結果について  

舩尾職務代理者：新中学生の生徒で、私立へ行くという人はどういう意

味なんですか。  

学校教育課長：私立中学の場合は、名駅の笹島の交差点から南東にある

星槎中学校という不登校を対象にしている中学校があります。障害が

ありながら不登校傾向になってしまっているものですから、親御さん

の希望もあり、そちらの学校に行った方が本人の自立成長にはよいで

あろうという判断をさせていただきました。  

（３）  安城市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について  

 報告事項（３）について生涯学習課長説明する。   

 内容：安城市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について   

（質疑なし）  

（４）  安城市公民館管理規則の一部改正について  

 報告事項（４）について生涯学習課長説明する。  

 内容：安城市公民館管理規則の一部改正について  

（質疑なし）  

（５）  こどものまちドリームタウンの結果について  

報告事項（５）について生涯学習課長説明する。  

内容：１２月１２日（土）及び１３日（日）に安城市文化センターで

開催された「こどものまちドリームタウン」の結果について、参加

者は昨年より１８３人増であった。ハローワークの混雑を緩和する

ため、お小遣い（会場内だけで使用できる通貨）を昨年の倍にした。  

舩尾職務代理者：今年は昼前ぐらいに見に行ったのですが、確かにハロ

ーワークの混雑はありませんでした。今年は順調だと思っていたので

すが、こういうお小遣いが増えていたことがあったのですね。あちこ



ち回りながら、子どもたちに楽しいか尋ねてみたら、子どもたちはみ

んな本当に楽しそうで、「明日も来る」と言っている子もいました。

本当に定着していっていると感じました。  

大見委員長：参加者は増えてきていますが、今後の会場のキャパは大丈

夫ですか。  

生涯学習課長：構造的なもの、通路の広さとか部屋の間取りとかを考え

ると一時的にどうしても集まるとなるとどうなのか。全体のキャパと

しては心配してないのですが、部分的には渋滞するという心配があり

ます。また、現場へ行ってどう繋いでいいのかわからない中で、もう

少し大人スタッフの協力人数が多くないと、スムーズな運営がやりに

くいのではないかと感じました。自主性を尊重した中で、例えば店長

さんまで全部ハローワークで募集していますので、人が集まらないと

その店が休業状態となることはしょうがないが、働きたいといったと

きに、その子たちが直ぐにそこで始められず戸惑ったりすることがあ

ります。もう少しそこをフォローするスタッフというか、そういう体

制がもう少し整わないといけないのではと感じました。  

舩尾職代理者：お昼前なのでお弁当を食べている子も多かったのですが、

そんなに満員で困るということはなかったです。座るところも適度に

あり、それぞれが座るところを見つけて食べていました。だからその

辺はうまくいっているのではないかと思って見ていました。  

生涯学習課長：お弁当を持ってきている子もいるし、そこでのお金だけ

で食事を済ませる子もいます。食堂だけではなく休憩室のようなスペ

ースもありますので、食べるところに集中してしまうことはありませ

んでした。逆に大人であると、弁当は作って持ってこないので、そこ

へ集中してしまいキャパが足りないという心配がでると思います。子

どもには親御さんが弁当を持たせていることもあるので、そういう心

配はありません。  

鳥居委員：２年ぐらい前に子どもが行った時に、すごい人気で行きたい

ところへ行けなかったり、待ち時間が長くて少し消化不良みたいなと

ころがあったと聞きました。子どもが大きくなって部活動とかあり、

最近は行けないのですが、今聞くといろいろ改善をされているようで

す。ただ、今後増えていく可能性もあると思うので、例えば、以前音



楽祭を２つのブロックに分けてやっていたと思いますが、同じように

ブロックを分けて開催してもよいのではないかと思いました。子ども

達だけで行ったので車で迎えに行ったのですが、雨が降っていたとい

うこともあったのですが、文化センターの前が大渋滞になっていまし

た。  

生涯学習課長：今の段階で、安城の北と南でブロックを分けることは考

えておりません。送迎につきましては、誘導のスタッフを立たせるこ

ともやってみております。今の段階で２つに分けなければいけないと

いう状況にはなっていないのではと思っていますが、将来的にはそう

いうことも考えていかなければいけない時期がくるのか、あるいは会

場自体がどうなのかというところの問題もあります。今回は触れませ

んでしたが、桜井公民館で１日だけですが、「こどものまち桜井」と

いう類似した事業を行っております。根付けば、そういったものを地

区公民館ブロックでやっていくというのも１つの方法であると思って

います。ただ、規模としては、文化センターを使った大きなものの方

が子どもは喜ぶと思いますので、その辺りは今後の研究材料の１つと

して考えさせていただきたいと思います。  

（６）  第３次安城市生涯学習推進計画（案）に係るパブリックコメン

トの実施結果について  

報告事項（６）について生涯学習課長説明する。  

内容：第３次安城市生涯学習推進計画（案）に係るパブリックコメン

トを実施した結果、１名の方から２件の意見をいただいた。   

（質疑なし）  

（７）平成２７年度安城市青少年健全育成被顕彰者について  

報告事項（７）について生涯学習課長説明する。  

内容：平成２７年度安城市青少年健全育成披顕彰者について   

（質疑なし）  

（８）第２次安城市スポーツ振興計画（案）に係るパブリックコメント

の実施結果について  

報告事項（８）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（案）に係るパブリックコメン

トを実施した結果、１名の方から１件のご意見をいただいた。   



（質疑なし）  

（９）第１０回愛知県市町村対抗駅伝競走大会結果について  

報告事項（９）についてスポーツ課長説明する。  

 内容：１２月５日（土）に愛・地球博記念公園で開催された第１０回

愛知県市町村対抗駅伝競走大会で、安城市は３８チーム中１１位と

いう結果であった。  

（質疑なし）  

（１０）第４８回安城シティマラソン大会結果について  

報告事項（１０）についてスポーツ課長説明する。  

 内容：１２月１３日（日）安城市総合運動公園、周辺道路及び市街地

で行われた第４８回安城シティマラソン大会結果について  

（質疑なし）  

（１１）安城市レジャープールの指定管理者の指定について  

報告事項（１１）についてスポーツ課長説明する。  

内容：安城市レジャープールの指定管理者として、株式会社愛知スイ

ミング三河安城支店が、１２月議会で議決されたので報告する。  

（質疑なし）  

（１２）歴史博物館ほか３施設の指定管理者の指定について  

報告事項（１２）について文化振興課長説明する。  

 内容：歴史博物館ほか３施設の指定管理者として、安祥文化のさと地

域運営共同体が、１２月議会で議決されたので報告する。  

（質疑なし）  

（１３）市民ギャラリー郷土作家展「加藤孝 艶やかなパステルの美」

の開催について  

報告事項（１３）について文化振興課長説明する。  

 内容：平成２８年１月２３日（土）から２月２１日（土）まで、市民

ギャラリーで、市民ギャラリー郷土作家展「加藤孝 艶やかなパス

テルの美」が開催される。  

 （質疑なし）  

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、定例教育委員会を１月２８



日（木）午後１時から、中部調理場で開催させていただきます。その

前に、給食の試食もありますのでよろしくお願いします。  

   

閉  会   午後３時４３分  

 

 

 


