
令和２年度 第１回安城市教育委員会定例会会議録 

 

日  時   令和２年４月９日（木）午後１時３０分  

場  所   教育センター２階 会議室  

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  

       近藤倉生  委 員  

伊奈 希  委 員  

久恒美香  委 員  

出席した職員 早川智光  教育振興部長  

       宮川 守  生涯学習部長  

       長谷部朋也 総務課長  

              稲留雄一  学校教育課長 

       原田敬章  生涯学習課長 

       名倉建志  スポーツ課長 

近藤一博  文化振興課長  

横手憲治郎 アンフォーレ課長 

       鈴木淳之  保育課長 

澤田敦至  総務課課長補佐 

 

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２年２月２０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＞  

※     ＝新型コロナウイルス感染症予防のため中止もしくは縮小

されたもの  

２月  ２１日   部課長会  



   スポーツ推進審議会  

 ２２日   スポーツ観戦推進事業（硬式テニス）  

   安城市子ども会大会  

 ２３日   安城市交通安全市民大会  

 ２５日   新型コロナウイルス感染症情報連絡会  

 ２７日   新型コロナウイルス感染症対策本部会議①  

 ２８日   安城農林高校卒業式  

   新型コロナウイルス感染症対策本部会議②  

   新型コロナウイルス感染症対策本部会議③  

 ２９日   バスケットボール観戦（アイシン AW ウイングス ) 

３月 ３日 安城南中学校卒業式  

   新型コロナウイルス感染症対策本部会議④  

４日 市議会開会  

   新型コロナウイルス感染症対策本部会議⑤  

  ５日 市議会代表質問  

市議会全議員説明会（コロナウイルス感染症について）  

臨時校長会（コロナウイルス感染症対応について）  

   給食用食器選定会  

  ６日 市議会一般質問  

   安城市 PTA 連絡協議会全体協議会  

  ９日 市議会一般質問  

 １０日 給食調理場運営委員会  

   新型コロナウイルス感染症対策本部会議⑥  

 １１日 市議会議案質疑  

   給食協会理事会  

 １２日   新型コロナウイルス感染症対策本部会議⑦  

   臨時  西三河教育長会（コロナウイルス感染症対応につい  

て）  

 １３日 市議会市民文教常任委員会  

 １６日 教育委員会臨時会  

   第３回校長面接  

 １７日 新型コロナウイルス感染症対策本部会議⑧  



   東海北陸都市教育長協議会会計監査  

 １８日 市議会閉会  

   表敬訪問（小学生ソフトテニス）  

 １９日 臨時  西三河教育長会（コロナウイルス感染症対応につい  

て）  

   作野小学校卒業式  

   ユースカレッジ閉校式  

 ２３日 新型コロナウイルス感染症対策本部会議⑨  

 ２４日 市臨時幹部会  

 ２５日 愛知県都市教育長協議会事務引継ぎ（江南市）  

 ２６日 臨時  愛知県市町村教育長会（コロナウイルス感染症対応  

について）  

   学校教育課事務引継ぎ会  

   増設ふれあい学級視察  

 ２７日 新型コロナウイルス感染症対策本部会議⑩  

 ２９日 古井神社改修式典  

 ３１日 退職者辞令交付式  

   退職教職員辞令伝達式  

４月１日 辞令渡し  

   新規採用職員辞令交付式  

   幹部会  

   安城市教職員新任式  

  ２日 新型コロナウイルス感染症対策本部会議⑪  

   部課長会  

   教育委員会部課長会  

   「へきしんギャラクシープラザ（文化センター）」記念  

式典  

  ３日 歴史博物館視察  

  ４日 歴史博物館改修工事竣工記念セレモニー  

  ６日 新型コロナウイルス感染症対策本部会議⑫  

  ７日 聖火リレーイベント・トークセッション  

  ８日 新型コロナウイルス感染症対策本部会議⑬  



   中小学校体育連盟評議員会  

  ９日 定例校長会①  

   永年勤続者等表彰式  

   安城市教育研究会総会  

   教育委員会定例会①  

                      以上に出席しました。 

 

第 ３ 議題 

第１号議案 安城市教育委員会表彰について 

説明：文化振興課長 

内容：安城市教育委員会表彰要綱により、洋画の寄附者２名に表彰状

を贈呈する。  

（全員異議なし承認）  

 

第 ４ 承認事項 

承認第１号 令和元年度３月補正予算について 

説明：総務課長  

内容：小学校校内放送設備設置事業について、新型コロナウイルスの影

響により放送設備のうち主に中国で生産されている機器の納入に時

間を要するため、６６０万円を繰越する。  

（全員異議なし承認）  

 

承認第２号 安城市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について  

説明：総務課長  

内容：適応指導教室の増設にともない、安城市教育委員会事務局等組

織規則を一部改正する。  

（全員異議なし承認）  

 

承認第３号 安城市教育委員会決裁規程の一部改正について  

説明：総務課長  

内容：会計年度任用職員制度の導入および適応指導教室の増設にとも

ない、安城市教育委員会決裁規程を一部改正する。  



（全員異議なし承認）  

 

承認第４号 安城市立学校文書管理要綱の一部改正について 

説明：総務課長  

内容：安城市立学校文書管理要綱第２３条で別表として定めている

「保存簿冊一覧表」について、様式のみを定めるように一部改正

する。  

（全員異議なし承認）  

 

承認第５号 安城市緊急奨学金支給要綱の一部改正について 

説明：総務課長  

内容：安城市緊急奨学金支給要綱について、親の所得減少の基準を一

般の奨学金支給水準に合わせ、それを要綱中に明記するよう一部

改正する。  

（全員異議なし承認）  

 

承認第６号 安城市教育センター管理運営規則の一部を改正する規則の

制定について 

説明：学校教育課長  

内容：適応指導教室の増設にともない、安城市教育センター管理運営

規則を一部改正する。   

（全員異議なし承認）  

 

承認第７号 学校医等の解嘱及び委嘱について 

説明：学校教育課長  

内容：学校医等について、平成３１年４月１日から令和２年３月３１

日までの任期の３名を解嘱し、  令和２年４月１日から令和３年３

月３１日までの任期で１０５名を委嘱する。  

（全員異議なし承認）  

 

承認第８号 寄附受納及び安城市教育委員会表彰について 

説明：生涯学習課長  



内容：碧海信用金庫よりプラネタリウム用学習動画、ショートクリッ

プ１１点（約９６万円相当）の寄附があったため、安城市教育委

員会表彰要綱第２条第２項第１号に基づき安城市教育委員会表彰

を行う。  

（全員異議なし承認）  

 

承認第９号 安城社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

説明：生涯学習課長  

内容：安城社会教育委員について、代表辞職のため兵藤伸彦氏を解嘱

し、令和２年４月１日から令和２年５月３１日まで榊原重幸氏に

委嘱する。   

近藤委員：校長先生の変更による解嘱及び委嘱とのことだが、任期が２

年で５月３１日までではすぐに終わる。この委員会の設立がたまたま

５月３１日だったのかもしれないが、今後のためにも先生の異動と委

員の任期を合わせておいたほうがいいのではないですか。  

生涯学習課長：学校の先生は年度で変わりますが、他の委員の皆様が５

月ぐらいの各団体の総会をもって６月異動となります。そのため、数

年前に、一番支障のない６月の任期にしたという経緯があります。  

（全員異議なし承認）  

 

承認第１０号 安城市生涯学習推進計画策定委員の解嘱及び委嘱につい

て 

説明：生涯学習課長  

内容：社会教育委員の変更に伴い、兵藤信彦氏を解嘱し令和２年４月

１日から令和２年５月３１日まで榊原正義氏に委嘱する。  

（全員異議なし承認）  

 

承認第１１号 安城市青少年団体育成事業補助金交付要綱の一部改正に

ついて 

説明：生涯学習課長  

内容：安城市青少年団体育成事業補助金交付要綱の一部を改正する。  

 



伊奈委員：フットベースボールの審判員の育成に係る経費として、１３

万円から１０万円に減額になってるんですけれども、桜町小学校区も

フットベースボール自体がなくなってしまったので、そういう減少が

あったためと認識してよろしいですか。  

生涯学習課長：団体数の減少ではなく、１団体に対しての限度額が少な

くなったため減額になっております。  

（全員異議なし承認）  

 

承認第１２号 令和２・３年度安城市スポーツ推進委員の委嘱について 

説明：スポーツ課長  

内容：各小学校を単位に町内会からの推薦により、２年の任期で安城

市スポーツ推進委員を委嘱する。  

（全員異議なし承認）  

 

承認第１３号 安城市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の

一部改正について 

説明：スポーツ課長  

内容：これまで各学校の運営委員会で実施していた学校施設開放事務

を今年度からスポーツ課で担当していくことにより、規則を一部

改正する。  

（全員異議なし承認）  

 

承認第１４号 安城市立小学校及び中学校の施設開放実施要綱の一部改

正について 

説明：スポーツ課長  

内容：これまで各学校の運営委員会で実施していた学校施設開放事務

を今年度からスポーツ課で担当していくことにより、実施要綱を

一部改正する。   

（全員異議なし承認）  

 

承認第１５号 安城市図書館管理規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 



説明：アンフォーレ課長  

内容：安城市図書館規則第９９条について、営利や営業目的とした利

用や金銭を徴収する利用を制限する条項を追加する。  

（全員異議なし承認）  

 

第 ５ 報告事項 

報告第１号 令和２年度学級編制、教員数について 

報告第２号 令和２年度当初の教育活動について 

報告第３号 第３９回安城市民大学の実施結果について 

報告第４号 企画展「安城の今昔２ こよみとくらし－冬暖夏涼・季節

道具－」の開催について 

報告第５号 第２回文化振興計画策定審議会の結果について 

報告第６号 令和元年度第３回安城市図書館協議会の結果について 

報告第 7 号 令和２年度公立幼稚園の学級編制、教員数について 

 

 文化振興課長：報告第４号について、補足説明  

 

報告第２号 令和２年度当初の教育活動について  

近藤委員：中学校の修学旅行について、秋以降ということだが、新型コ

ロナウイルスがどの辺で収束してくるかという目途が立たないので再

検討するかと思う。その時期が分かれば教えていただきたい。  

学校教育課長：いつごろという話はできないですが、今現在の状況では、

中学校の修学旅行は全て秋口に移行しております。９月～１２月の実

施予定でおりますので、早い学校については、もう少しすれば決断を

せざるを得ないと思っております。心情的には行かせてあげたいです

が、やむを得ずという場合も想定をしております。  

近藤委員：小学校も一緒ですよね。  

学校教育課長：そうです。  

 

報告第６号 令和元年度第３回安城市図書館協議会の結果について  

加藤職務代理者：明るい話で、先日、中日新聞でアンフォーレの記事が

ありました。国立国会図書館からレファレンスの件で６年連続表彰さ



れた。  

アンフォーレ課長：毎年のレファレンスの内容を国立国会図書館のデー

タベースへ提供したということ、啓発を行っているということと合わ

せて表彰を受けました。レファレンス数は昨年１年間で６６３件です。  

加藤職務代理者：規模の大きい政令指定都市の図書館以外の地方の図書

館では、全国で３番目ぐらいにレファレンスの数が多いというような

ことも書いてあって、そういう活動ができているのはとてもいいこと

ですね。安城市の図書館は、子どもの居場所づくりのためにやってお

りますというような御紹介をしていただいています。これからの状況

によってはちょっと開けない、それはつらいところですけどね。つら

い時期だけどがんばりましょう。  

 

第 ６ その他  

生涯学習課長：新型コロナウイルス感染症に関連した、現時点での各施

設の閉館、イベント中止状況について  

アンフォーレ課長：新型コロナウイルス感染症に関連した、現時点での

アンフォーレ施設内の各窓口の状況について  

教育長：今後、緊急事態宣言など出るようでしたら本市の対策本部が早

々に開かれると思いますので、そこでの決定は委員の皆様に早急にお

伝えして参ります。  

総務課長：次回の教育委員会定例会を４月２３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２０分  


