
令和２年度  第３回安城市教育委員会定例会会議録  

 

日  時   令和２年５月１４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４月２３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  

４月 ２４日  市部課長会  



       安城市更生保護女性会総会  

       安城市スカウト連絡協議会総会  

   ２５日  中学校春季陸上競技大会  

   ２８日  新型コロナウイルス感染症対策本部会議⑱  

   ２９日  安城文化協会総会  

   ３０日  三河部都市教育長協議会  

５月  １日 市議会臨時会  

    ７日 新型コロナウイルス感染症対策本部会議⑲  

       安城市ＰＴＡ連絡協議会総会  

       被災地は県職員報告会  

    ８日 臨時 西三河教育長会  

       シルバーカレッジ入学式  

       三河小中学校長会総会  

       ユースカレッジ開講式  

   １０日  安城市発展祭・安城市一般功労者表彰及び感謝状贈呈式  

   １１日  臨時 校長会  

   １２日  市議会臨時会  

       安城市給食協会理事会  

   １３日  臨時 西三河教育長会  

       茶臼山高原野外センターあいさつ  

       三河教育研究会総会  

   １４日  定例校長会  

       教育委員会定例会  

                      以上に出席しました。  

 

第 ３ 議題 

第６号、第１０号議案については、非公開とする。  

第７号議案  安城市学校給食調理場運営委員の委嘱について  

説明：総務課長 

内容：安城市学校給食調理場管理運営規則第４条第３項に基づき委嘱

を行う。  

（全員異議なし承認）  



第８号議案  学校の夏季休業日の変更について  

 説明：学校教育課長  

 内容：安城市学校管理規則第６条に基づき提案  

伊奈委員：夏休みがなくなるのは仕方のないことだと思っておりました。

むしろ、８月の授業は１日あると思っていたので、半日で終わってし

まうことに驚いてます。半日となると、親御さん方は食事の準備が大

変だなと思いますが、授業のことを考えると、半日でも進めていただ

けるのは本当にありがたいと思います。  

学校教育課長：給食につきましては、７月末まで引き続き実施をして参

ります。８月は、暑さの中での衛生面や、児童生徒の熱中症も考慮し

て半日という体制をとらせていただきました。  

教育長：新聞では、日々刻々と各市の状況が掲載されております。西三

河地区は若干の日数のずれはございますが、ほぼ同じような体制でご

ざいます。安城市が他市と違うところは、７月末まで給食があるとこ

ろです。８月につきましては、暑さ問題が大きくございまして、学校

教育課長がおっしゃっていたような観点から半日という対応にいたし

ました。その他はいかがでしょうか。  

近藤委員：５月２５日以降の欠席の対応についてですが、感染の疑いが

あったり、感染予防のために自主的に登校を控える場合は「欠席」と

せず、「出席停止・忌引き等」の対応を当面継続するとあるのですが、

この「当面」というのは、コロナウイルスが終息するまでという解釈

でよろしいのでしょうか。  

学校教育課長：こちらは、文科省のガイドラインに沿ったものでござい

ます。  

近藤委員：例えば、デリケートな問題ですが、子どもが学校へ行きたく

ないという場合も、今現在はコロナウイルスのこともあるから、とり

あえず休んでも欠席扱いにはならないということでいいのでしょうか。  

学校教育課長：現実は、こちらでなかなか線引きが難しい問題で、結果

的に風邪だったのかもしれないですし、今回は保護者の方のご意向に

沿った形で寄り添っていきたいなと思っております。  

久恒委員：夏休みにあたる８月の授業の時に、体育や野外で行う授業は

暑さのために控えるのか、通常通り行っていくのか、どのようにお考



えでしょうか。  

学校教育課長：８月は半日授業のため、そもそも通常どおりということ

が難しい状況です。したがいまして、暑い中体育の授業をやっていく

ことは考えにくいです。各学校長の判断でカリキュラムを組んでいき

ますので、そのあたりは考慮されると思います。  

加藤職務代理者：学校再開ということで、今までの分を全部取り返して

いくのは、なかなか難しいと思います。特に大事なところをおさえな

がら、きちんとした学力がつくように、各学校や教育委員会で考えて

いるのではないかと思いますが、無理のない範囲内で基礎力が養える

工夫をしていただければなと思います。先生方も大変かと思いますの

で、健康に気を付けて行っていただければなと思います。  

教育長：昨今の新聞等で、学力の遅れがかなりクローズアップされてい

ます。私としては、学習の遅れはもちろんですが、それ以上に子ども

たちの心のケアをまず大事にしていきたいと思っております。心がウ

イルスに感染してしまっていないか、大変心配しております。学力保

障とともに、心のケアも万全に対応していきたいと思っております。  

（全員異議なし承認）  

第９号議案  安城市社会教育委員の委嘱について  

 説明：生涯学習課長  

 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、委嘱

を行う。  

（全員異議なし承認）  

第１１号議案  研修事業について  

 説明：保育課長  

 内容：安城市教育委員会事務委任規則第２条第２号に基づき、令和元

年度保育課職員研修事業報告及び令和２年度実施予定の職員研

修事業計画を定める。  

（全員異議なし承認）  

 

第 ４ 承認事項  

 承認３号については、非公開とする。  

承認第１号 令和２年度５月補正予算について  



説明：総務課長  

内容：小学校施設改修事業について、新型コロナによる休校で夏休み

が短縮されるため、夏休み中に計画していた中規模改修が実施

困難となった。発注の減少による経済の落ち込みに対応するた

め、経済支援として令和３年度に実施予定であった工事の前倒

しを要求するもの。  

（全員異議なし承認）  

承認第２号  令和２年度５月追加補正予算について  

説明：総務課長  

内容：緊急奨学支援金事業について、新型コロナによる家計収入激減  

の学生の修学機会や環境が経済的理由により失われないため市  

独自に経済的支援を行うため要求するもの。  

給食費無償化事業について、子育て世代の経済的負担の軽減  

を図るため要求するもの。  

伊奈委員：給食費無償化について、小中学校、園児も給食費を市が出し

ていただけるということで、ありがたいなと思います。アレルギーな

どで欠食する子がいると思いますが、牛乳だけなど単品で欠食してる

子はどうなりますか。  

総務課長：単品では給食費が算定しづらいところがありますので、対象

外となっております。その日の給食をすべて欠食した場合を対象にし

ております。  

久恒委員：学校に行けていない、ふれあい学級に通っているような子た

ちはどのように対応されますか？  

総務課長：現在、この制度に入れていく方向で検討しております。  

加藤職務代理者：緊急奨学支援金について、私も大学に身を置いており

ますので、学生は助かるのではないかなと思います。アルバイトが減

少したり、家庭の事情で急に状況が変わったという学生も、私が知っ

ている中でも何人かいますので、たくさんの人たちにこうして支給し

てくれるのはありがたいと思います。この３３０人という数字は、ど

のように算出されたのでしょうか？  

総務課長：安城市在住の１９～２２歳の年代の大学・専門学校への進学

率をみると、７６％程となっております。安城市の人口から計算して、



６４００人ほどが進学している数字ではないかと推察しております。

また、大学生の団体が今回調査した中で、退学を検討しているのが２

０％程いらっしゃるということと、大学生の世帯年収４００万円以下

が１８％程いるというところから算出して約３００人、そして、大学

院生が対象学生の全体の１０％程であるということで、こちらを追加

すると３３０人程となります。  

加藤職務代理者：ありがとうございます。学生たちは本当に助かると思

います。  

近藤委員：大学生の緊急奨学支援金の件で、コロナウイルスでの影響で

というところは、算定の仕方というか、どうやって（コロナウイルス

の影響が出ているのか）クリアにするかがとてもテクニカルな問題だ

と思いますが、どのようにお考えでしょうか。  

総務課長：制度調整中でありますが、支給要件の一つにコロナウイルス

の影響により公的支援を受けている世帯とありますが、激減する世帯

を絞る指標として公的支援を受ける世帯というのが当てはまるのでは

ないかと考えております。  

（全員異議なし承認）  

承認第４号 安城市スポーツ推薦審議会委員の解職と委嘱について  

説明：スポーツ課長  

内容：安城市附属機関の設置に関する条例第４条第２項に基づき、解  

職及び委嘱を行う。  

（全員異議なし承認）  

 

第 ５ 報告事項  

報告第１号  令和元年度安城市教育センター事業報告について  

報告第２号  令和２年度安城市教育センター運営計画について  

報告第３号  社会教育関係施設の令和元年度利用状況について  

報告第４号  令和元年度  歴史博物館特別展・企画展及び市民ギャラリ

ー企画展につて  

報告第５号  芸術鑑賞会事業の実施結果及び計画について  

報告第６号  市民ギャラリー特別展『象書』を極める  手島右卿、山崎

大抱、戸田提山」の開催について  



 

 文化振興課長：報告第６号について、補足説明  

 

報告第１号 令和元年度安城市教育センター事業報告について  

加藤職務代理者：安城市での教育に関する研修は、小中学校、保育も含

めてとても充実していると思います。コロナウイルスの影響で中止も

出ていますが、機会があれば行っていただきたいなと思います。また、

相談事業で、臨床心理士の方がお一人増えたということですが、相談

の件数も非常に増えたのですね。相談しやすくなったというのはとて

も良かったと思います。臨床心理士の方への相談を、ふれあい相談と

いうのは何故ですか。  

学校教育課長：調べておきます。  

伊奈委員：希望というか、要望ですが、今回のコロナウイルスの影響で、

子どもたちは家で過ごすことが多くなりました。家庭で勉強をすべて

見るのはやはり難しいです。また同じような状況が今後も起こりうる

と思います。そのときに、先生と家庭のつながりが持てるものができ

るといいなと思います。また別の話になりますが、安城市の子どもた

ちは、先生によって教育の水準が変わっているように感じます。ある

程度の部分はネットなどの映像授業を取り入れて、安城市全体が同じ

様な教育を受けられるといいと思います。それによって、先生方も時

間に余裕ができて子どもたちへの個人的なサポートをしていただける

のではないかと思います。ぜひ、ＩＴを活用した授業に変わっていく

といいなと思います。  

総務課長：事業の一つにＧＩＧＡスクールというものがあり、一人一台

ＰＣ保持するというものを今整備しており、早くて来年度から始動し

てまいります。ご家庭によってはネット接続の環境が整っていないと

いう現状もあり、ここが今課題となっております。  

学校教育課長：このＧＩＧＡスクールの整備をして、今後子どもたちが

学びやすい環境を構築してまいりますので、ご理解の程お願いいたし

ます。  

久恒委員：コロナウイルス後の再開で、子どもたちが精神的に不安定に

なる子も多くなってくるので、いじめが増えたり、家庭でＤＶや虐待



が出てくるのが通常より多い気がするので、先生方にもしっかり見て

いただきたいなと思います。  

 

第 ６ その他 

総務課長：次回の教育委員会定例会を６月２５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３３分  


