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平成２３年５月新城市教育委員会定例会会議録  

 

１ 日 時 ５月２５日（水） 午後３時から午後４時１５分まで 

  

２ 場 所 新城市市民体育館 第２会議室 

                                

３ 出席委員 

  川口保子委員長  菅沼昌人委員長職務代理者  馬場順一委員  

  筏津順子委員   瀧川紀幸委員  和田守功教育長  

 

４ 説明のため出席した職員 

  夏目道弘教育部長 

  村田道博教育総務課長 

  小西祥二学校教育課長 

小石清人生涯学習課長 

  請井浩二文化課長 

  山内祥二文化課参事 

  夏目昌宏スポーツ課長 

 

５ 書 記  

小澤正伸教育総務課副課長 

 

６ 議事日程 

開  会 

日程第１ 前回会議録の承認 

日程第２ 教 育 長 報 告 

日程第３ 議案の審議 

     第１０号議案 新城市社会教育委員兼公民館運営審議会委員の委嘱につい 

  て 

日程第４ 協議・報告事項  

（１）平成２３年新城市議会６月定例会議案について 

      平成２３年度一般会計補正予算（３号） 

      専決事項の報告（和解及び損害賠償の額の決定）  

（２）中学生海外派遣の選考結果について 

（３）その他 

日程第５ そ の 他 
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（１）第１６回三遠南信教育サミットの開催について 

   （２）その他 

 

委員長職務代理者 

 平成２３年５月の新城市定例教育委員会会議を始めさせていただきます。 

 

日程第１ 前回会議録の承認 

委員長 

日程第１、前回会議録の承認でございますが、すでに目を通していただいています。

ご異議がなければご承認・ご署名をお願いしたいと思います。（「異議なし」の声）異

議なしと認めますので４月の定例会のご署名をお願いします。 

 （会議録署名） 

 

日程第２ 教育長報告 

委員長 

 それでは、日程第２教育長報告についてお願いします。 

教育長 

東日本大震災と福島原発事故は、遅々として展望の開けない状況が続い

ています。南三陸町への新城市職員の派遣も続いており、被災地からの報

告も日々重く受け止めています。被災された方々、復興に携わる方々のご

辛苦に、一日も早い復帰を願うばかりです。  

さて、５月の新城教育は、４月の流れを受けて、順調に進んでいます。

１６日の千郷小学校を皮切りに、学校訪問が始まりました。それぞれの学

校で、「共育」のあり方を試行し、学校教育目標の実現に向けて、元気に

活動を展開しています。  

また、教育にかかわる各種団体・組織も、平成２３年度のスタートをき

りました。７日に新城市ＰＴＡ連絡協議会、９日に新城市教育研修会、１

０日に三河校長会、１１日に愛知県校長会、１４日に国際交流協会、１７

日に愛知県へき地教育研究協議会、１８日に三河教育研究会、２１日に新

城市文化協会などが総会を開催しました。  

愛知県へき地教育研究協議会総会は作手中学校で開催され、地元出身の

元ＪＡＬ機長の小林宏之氏が講演されました。三河教育研究会では、今年

は会長に大山新城中学校長が就任され、５０周年を記念して、「国家の品

格」の著者である藤原正彦氏が講演され、学校教育における国語教育の大

切さを強く訴えられていました。  

５月の特筆すべきこととして、１２日木曜日午前に、雨のなか、トヨタ
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名誉会長の豊田章一郎氏と元総理の小泉純一郎氏が、設楽原歴史資料館を

訪ねられ、火縄銃を参観し感心してくださいました。「鳥居強右衛門は池

波正太郎がいい」と言われ、勝頼の戦略についての考えなどを述べられ、

歴史への造詣の深さを感じさせられました。資料館屋上にも上られ決戦場

跡を見られ、馬防柵、長篠保存館にも立ち寄られました。  

午後は、児童文学の大御所で、小学校６年国語教科書に物語「桃花片」

などが掲載されている岡野薫子氏がお見えになり、直筆原稿や挿絵、初版

本など、資料５５０点近くを、菰野町から新城市への受け渡しを行いまし

た。  

教育委員会のかかわるイベントとしては、５日に「長篠合戦のぼりまつ

り」が開催され、東日本大震災で被災して地元の川中島決戦祭りを延期し

た「米沢鉄砲隊」が駆けつけてくださいました。１５日の「作手古城まつ

り」がかつてない盛況のうちに開催されました。これは、観光協会が、「決

戦場まつり」と合わせて、「新城戦国絵巻三部作」としてポスター等で宣

伝してきた効果も大きいと思います。  

さらに、長篠城主奥平家とゆかりの深い、大分県の「中津城のたにしま

つり」に、保存館の血染めの太鼓などの品々を貸し出し、こちらも、なか

なか好評だったと聞いています。  

一方、２２日には、和歌山県で「全国植樹祭」が開催され、全日本学校

関係緑化コンクールで、みごと日本一の栄冠、農林水産大臣賞と日本放送

協会賞を菅守小学校が受賞して表彰されました。じきじき今上天皇のお言

葉も賜ったとのことです。そして、２６日には、「ふるさと文化財の森」

として、文化庁から昭典木材のスギ・ヒノキ林が指定されました。  

 なお、市内県立２高校１校舎について、新城市教育委員会として今後に

期待するあり方について、この定例教育委員会議終了後、秘密会にて委員

各位のご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

委員長 

ありがとうございました。何か質問ご意見ありましたらお願いします。 

それでは、無いようですので日程第３に移ります。 

 

日程第３ 議案の審議 

     第１０号議案 新城市社会教育委員兼公民館運営審議会委員の委嘱につい 

  て 

委員長 

 日程第３議案の審議に入ります。第１０号議案、新城市社会教育委員兼公民館運

営審議会委員の委嘱について説明をお願いします。 
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生涯学習課長 

 新城市社会教育委員兼公民館運営審議会委員の委嘱について、社会教育法第１５条

及び第３０条の規定に基づき委嘱について審議をお願いするものですが、このことに

つきましては、３月の教育委員会会議において未決定であった団体の代表者が決定し

てまいりましたので、今回上程するものであります。名簿の上段に記載があります、

市幼小中ＰＴＡ連絡協議会長から市校長会までの６名に委嘱をしたいと思いますので

審議をお願いします。 

委員長 

 ありがとうございました。それでは、この問題についきましてご意見ご質問があり

ましたらお願いします。 

それでは、質問も無いようですので、採決をとります。第１０号議案に賛成の方は

挙手をお願いします。（全員挙手）全員挙手です。ありがとうございました。それでは

よろしくお願いします。 

 

日程第４ 協議・報告事項  

（１）平成２３年新城市議会６月定例会議案について 

      平成２３年度一般会計補正予算（３号） 

      専決事項の報告（和解及び損害賠償の額の決定） 

委員長 

 それでは、日程第４協議・報告事項にはいります。（１）平成２３年新城市議会 

６月定例会議案、平成２３年度一般会計補正予算（３号）と専決事項の報告（和解及  

び損害賠償の額の決定）について説明をお願いします。  

教育総務課長 

平成２３年度一般会計補正予算（３号）の教育総務課関係につきましては、地震災

害から子ども達を守るため、幼稚園、小中学校内の教室等に気象庁から発信される緊

急地震速報を施設内に伝達する手段として、豊橋ケーブルネットワークが提供してい

る情報端末を導入する経費を予定しています。 

 また、７月１８日の「海の日」に東京の日本武道館で行われます、全日本少年少女

武道連成大会に弓道の団体戦に新城中学校と鳳来中学校が愛知県代表として、東郷中

学校が技能優秀校として推薦を受け出場しますので、出場経費の増額補正を予定して

います。 

 次に、山吉田地区新設小学校の建設に係る工事請負契約につきましては、新城市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得は、処分に関する条例第２条に該当し、議会

の議決が必要となりますが、東日本大震災の影響により、国の内示が遅れているため、

通知があり次第入札を行い、追加議案若しくは、臨時会の開催をお願いして行きたい

と予定していますのでよろしくお願いします。 
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生涯学習課長 

 生涯学習課では、耐震対策として、新城図書館の書架の転倒防止のための器具取り

付けにかかる費用について補正を予定しています。 

委員長 

 ありがとうございました。この件に関して何かご質問ご意見がありましたらお願い

します。 

委員 

 それぞれ予算額は、どのくらいですか。 

教育総務課長 

 予算は、手数料と使用料で小学校費、中学校費、幼稚園費に分かれていますが、全

体で 656 万 2 千円、小学校費 451 万 9 円、中学校費 151 万 3 円、幼稚園費 53 万円です。 

生涯学習課長 

 予算額は、825 千円です。 

 転倒防止の方法ですが、高さのある書架については、隣り合う書架の天板を角パイ

プで連結する方法を考えています。これは、愛知県図書館が行っている耐震対策方法

を参考にしています。壁に接している書架は、ボルトなどで直接壁面に固定する予定

です。 

委員長 

それでは、他に質問も無いようですので、お願いします。 

教育総務課長 

 和解及び損害賠償の額の決定についての、専決事項の報告についてですが、内容と

しましては、鳳来西小学校用地法面にあります、散策用階段に踏み石としてあったコ

ンクリートの塊が地盤のゆるみなどで落下し、学校用地法面下にありますカワイ製作

所布里工場の工場用空調機の配管にあたり、損傷を与えたため、その賠償を行ったも

のです。 

 損傷の発覚については、４月８日にカワイ製作所布里工場長が周囲を点検した時に

発見し、学校に連絡したものです。なお、空調機配管の修理費 80,325 円を賠償金とし

て支払いをしたものです。 

 この賠償金の支払いについて、専決処分事項として報告を予定しております。 

委員長 

 ありがとうございました。この件に関して何かご質問ご意見がありましたらお願い

します。 

 それでは、無いようですので、よろしくお願いします。 

 

日程第４ 協議・報告事項  

（２）中学生海外派遣の選考結果について 
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委員長 

 日程第４ 協議・報告事項（２）中学生海外派遣の選考結果について説明をお願

いします。 

学校教育課長 

 資料の平成２３年度新城市中学生海外派遣事業実施計画をご覧いただきたいと思い

ます。期日は、平成２３年８月２３日から８月２７日までの４泊５日、目的地は大韓

民国とします。団長は、岩瀬八名中学校長、引率として、新城中学校と作手中学校よ

り各１名教諭が同行します。参加者生徒は、各中学校から推薦された生徒から男子８

名、女子１０名の１８名を決定しました。 

旅行業者は、３社から提案があり近畿日本ツーリストに決定しました。今年は、最

終日２７日から大邱で世界陸上が開催されます。開催直前で、今までとは現地のよう

すが違うと思われます。 

選考過程につきましては、資料にありますような手順で行い、５月１７日に教育委

員会にて選考会議を実施し最終的に決定ました。 

今後の日程につきましては、６月に派遣生の打合せ会、７月から８月にかけて６回

の学習会を行い、８月１９日には結団式、１２月２日には報告会を予定していますの

で、委員さん方には結団式と報告会に出席をお願いします。 

委員長 

 ありがとうございました。この件に関して何かご質問ご意見がありましたらお願い

します。 

委員 

 引率者については、どのようなかたちで選考しましたか。 

学校教育課長 

 団長については校長会に依頼し、引率２名につきましては、３年生の担任から前年

度行った学校等を考慮して選考しました。 

委員長 

 派遣生の人数が学校によって違うのはなぜですか。 

学校教育課長 

 全ての学校で生徒に紹介し、希望を募っております。学校規模と応募者数を考慮し

て選考しています。 

 なお、今年は男子が多かったのが特徴です。 

教育長 

東日本大震災の際、附設中学校よりお見舞いの手紙をもらいました。その事も配慮し

て下さい。  

学校教育課長 

 承知しました。 
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委員長 

 それでは、他に質問も無いようですので、よろしくお願いします。 

 

日程第４ 協議・報告事項  

（３）その他 

委員長  

 県立高校に関する、愛知県教育委員会に対する要望事項については、慎重な取扱が

必要とされるため、他の議題が終了した後に秘密会として取り扱いたいと思います。

如何でしょうか。（「異議なしの声」）異議なしと認めます。 

 それでは、日程第４ 協議・報告事項、（３）その他の県立高校に関する、愛知県

教育委員会に対する要望事項については秘密会として行います。  

委員長 

 新城版こども園について、検討委員会の報告をお願いします。 

 委員会は、教育系と福祉系の２つに分かれて、大枠をさらに煮詰めて行く段階に入

りました。なお、私と瀧川委員は教育系と保育系に分かれて参加します。そこで出て

きた問題としては、小中学校の先生は研修の機会がたくさんあるが、福祉系は少ない

という事が出ました。これにつきましては、今後考えていかなければならない事です。

ご意見をよろしくお願いします。 

 

日程第５ そ の 他 

（１）第１６回三遠南信教育サミットの開催について 

委員長 

 日程第５、その他（１）第１６回三遠南信教育サミットの開催について説明をお願

いします。 

教育総務課長 

 三遠南信教育サミットは、三遠南信地域の交流が進む中、教育分野における連携と

活発な広域交流を推進し、県境を越えた教育連携をより一層深めることを目的とし、

毎年開催地を変えて行われています。 

 本年度は、平成２３年７月１５日（金）午後１時から５時まで、豊橋市公会堂の大

ホールで開催されます。 

 出欠の報告の関係もありますので、この場で予定が分かりましたら出欠を教えてい

ただきたいと思います。 

委員長 

 ありがとうございました。この件に関して何かご質問ご意見がありましたらお願い

します。 

委員 
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 開催内容については、どのような事が行われますか。 

教育総務課長 

 今のところ、資料に載っているように、第１部として、地域の特色ある教育実践に

ついての事例発表、第２部として、元愛工大名電高校野球部監督の中村豪氏の基調講

演、第３部として「スポーツ活動を通じて交流を深め、希薄になった人間関係と地域

社会のネットワークの再構築を目指す」をテーマにパネルディスカッションが予定さ

れています。 

委員長  

 それでは、質問も無いようですので、「その他」でほかに有りましたらよろしくお願

いします。 

学校教育課長 

 学校訪問の他に、平成２３年度新城市立学校の園、学校公開日について案内をさせ

ていただきます。 

資料にまとめてありますように、学校・園ごとに「学校公開日」が決まっておりま

す。今後、市のホームページ等で広く広報をして、地域の方にも子どもたちが、授業

や行事で学ぶ様子を見ていただき、学校、家庭、地域の繋がりをより強くして行きた

いと思いますのでよろしくお願いします。委員のみなさんもぜひご参観ください。 

委員長 

 ありがとうございました。この件に関して何かご質問ご意見がありましたらお願い

します。 

委員 

 参観に行きたい時は、教育委員会を通して行くのですか。 

学校教育課長 

 この資料に載っている日であれば、直接学校に参観にお出掛けください。なお、公

開日以外で参観の希望があれば、学校教育課までご連絡をいただきたいと思います。 

教育長 

 地域総ぐるみで「共育」に取り組む大きな動きで、学区の方が学校に立ち寄って授

業に参加していただければ、子どもの力もさらに伸びます。学校・家庭・地域が一体

となって、地域ぐるみで子どもを育てる気運が盛り上がっていけばと思います。 

委員長  

 それでは、質問も無いようですので、「その他」でほかに有りましたらよろしくお願

いします。 

委員 

 作手を守り存続発展させようという有志が集まった「作手を考える会」と新城市観

光協会とタイアップした「作手げんき事業」が始まり、資料ができましたので紹介し

ます。 
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 事業としては、作手の「名人」「達人」を募って、人的資源、歴史・文化的資源、作

手の自然を見直しうまく統合するようにして「活気ある作手」「夢の持てる作手」「若

者の一杯いる作手」を作ろうというものです。資料にありますように、現在、歴史に

詳しい方が５人、自然に関しては植物や星に詳しい方が４人、手作りの分野ではバイ

オリン工房など特異な技術を持っている方が６人、写真に詳しい方３人、「へぼ」に詳

しい方３人、等その他の分野でも９人が会員として協力してくれます。 

それぞれの分野の「名人」「達人」の知識や技術を、小中高の教材に使っていただ

ければと思い紹介します。 

開成小学校では、水曜日の６時限目の生活科で歌舞伎の継承を目指し、担当者が技

能を伝えるために、学校に出向き「白波五人男」の練習が始まりました。 

事業の目的は、新城の三宝を具体的に活かすために、地域の人の得意な分野での知

識・技能を活かそうとするものです。 

 ６月２５日には、第１回のメンバーと達人の顔合わせ会を行います。できるだけ、

利用を進めてもらうとありがたです。 

委員長 

 ありがとうございました。この件に関して何かご質問ご意見がありましたらお願い

します。 

私は、自然では、自然薯の達人や野草では、フキなどの達人が居ると思うのですが、

そういう分野もあると良いと思いますが。 

委員 

 まだ、第１段なので、だんだんと増やしていきたいと思います。 

教育長 

 地域の達人を募り、地域から学校に働きかける逆のベクトルのいい動きで価値のあ

る事業だと思います。価値のある活動を大きく育ててもらいたいと思います。 

委員長  

 それでは、質問も無いようですので、「その他」でほかに有りましたらよろしくお願

いします。 

文化課長 

 「ふるさと文化財の森」の設定についてご報告します。 

文化庁では、「ふるさと文化財の森システム推進事業」の一環として、この「ふるさと

文化財の森」を全国各地に設定していますが、今回、新たに全国で８ヶ所が設定され、

愛知県内では初めて新城市から、旧鳳来の七郷一式地内のスギ・ヒノキの山林７ヘク

タールが設定地として選ばれました。全国ではこれで３８ヶ所となりました。 

 山林の所有者は、下吉田の昭典木材株式会社です。この、設定の目的は、文化庁で

は、重要文化財の鳳来山東照宮など国指定等建造物の修理に必要な資材を確保する為

に、供給元となる山林を「ふるさと文化財の森」として設定し、文化財保護の啓発事
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業の展開のほか、漆や桧皮ぶきの屋根など、各種技能者の育成を図る研修事業等を実

施し、文化財を後世に残していく為の文化財の保護への理解を深めていくことも目的

としています。今回設定された昭典木材の山林については、明日２６日に設定書の交

付式が、文化庁の長官室で行われ、当日は昭典木材社長の峰野晋さんと教育委員会か

ら夏目部長が出席いたします。 

委員長 

 ありがとうございました。この件に関して何かご質問ご意見がありましたらお願い

します。 

 価値のある指定で喜ばしい事です。他にありませんか。 

 

委員長 

それでは、日程第４ 協議・報告事項、（３）その他の県立高校に関する、愛知県

教育委員会に対する要望事項については秘密会として行います。 

 

委員長 

 長い時間ありがとうございました。次回の定例会は、予定では６月２３日木曜日午

後１時３０分からとなっていますが、次回は、研修会を午後１時３０分から教育長室

で行い、引き続き午後２時３０分から定例会を体育館第２会議室で開催しますのでよ

ろしくお願いします。 

以上で５月の定例教育委員会議を終了いたします。 
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