
平 成 ３０ 年

新 城 市 教 育 委 員 会

５ 月 定 例 会 会 議 録

新 城 市 教 育 委 員 会



1

平成３０年５月新城市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 ５月２４日（木） 午後２時３０分から午後４時３０分まで

２ 場 所 本庁舎 ４階 会議室４－３

３ 出席委員

和田守功教育長 原田純一教育長職務代理者 川口保子委員 花田香織委員

安形茂樹委員 村松 弥委員

４ 説明のため出席した職員

林教育部長

杉浦教育総務課長

安藤学校教育課長

松山生涯共育副課長

熊谷生涯共育課参事

加藤生涯共育課参事

村田生涯共育課参事

５ 書 記

佐藤教育総務課庶務係長

６ 議事日程

開 会

日程第１ ４月会議録の承認

日程第２ ５月の新城教育

（１）教育長報告

（２）５月の行事・出来事

日程第３ 協議事項

（１）新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（生涯共育課）

日程第４ 報告事項

（１）６月定例市議会の日程等について（教育部長）

（２）夏休み少年スポーツ教室について（生涯共育課）

（３）水泳教室について（生涯共育課）

（４）第18回つくしんぼうスポレク祭について（生涯共育課）
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（５）作手スポレク大会について（生涯共育課）

日程第５ その他

次回定例会議（案）６月28日（木）午後２時30分

閉会 午後４時３０分
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○職務代理者

では、ただいまから、平成３０年５月の定例教育委員会会議を始めます。

日程第１ ４月会議録の承認

○職務代理者

初めに、日程第１の４月会議録の承認をお願いします。

日程第２ ５月の新城教育

○職務代理者

それでは、日程第２の５月の新城教育、（１）教育長報告をお願いします。

○教育長

５月の下旬となってきましたけれども、１日の温度差が十数度、日ばかりにも夏日、真夏日、春日

といった、非常に気温の変化が激しい日が続いておりまして、健康維持管理が大変ですけれども、今

のところ、学校現場等におきましても、子供たちも教職員も元気に生活を送っているようです。

５月の報告といたしまして、４点お願いいたします。

１点目は、新庁舎の開庁ということであります。５月７日に開庁式を行いまして、教育委員会はご

案内のとおり最上階の４階、ワンフロア―、オープン形式ということでスタートいたしました。教育

委員会がこういった形式で事務を進めるのは初めてでありますけれども、教育部全体で朝の打ち合わ

せを行う、あるいは共育１２を唱和するといった形で、チーム教育委員会として進めていこうという

ことで、皆さん、しっかりと、張り切って勤めております。

連休中に鳳来庁舎から引っ越しまして、パソコンも電話も新しいシステムになりまして、なかなか

なれない部分もあったのですけれども、何とか、クレーム等もなくて、今のところ順調に進んでおり

ます。

２点目は、学校教育についてですけれども、新任研修のほう、市内で４名、小学校に新任の先生を

配置いたしました。男性３名、女性１名ということで、５月９日から研修がスタートいたしました。

４人の方々と教育長と最初に面談をいたしましたけれども、それぞれ学級担任として全力で子供たち

とともに頑張って、いいスタートが切れている姿がございました。何とか順調に、子供たちとともに

いい教育を進めてくれたらなと願っております。

また、春の運動会が、地球規模の温暖化の傾向とか、あるいは学校行事等の学校経営マネジメント

の観点から、秋の運動会から春の運動会にというようなことで、新城市内では千郷小学校と東陽小学

校が５月２０日に、それこそ爽やかなさつきの空のもとで行われました。こうした点も、全体を、あ

るいは働き方を見直す中で考えていくべき一つの観点かなということを感じました。

それから、学校訪問、５月２１日の八名中学校を皮切りにスタートしました。人事異動による新し

い組織の中で、八名中学校の生徒たち、落ち着いて素直に授業に取り組んでおりました。また、指定

授業は英語科で行ったというようなことで、新しい学習指導要領も見据えて公開授業が行われており

ました。

それから、校長会のほうですけれども、５月８日に三河校長会総会、５月２２日に愛知県の校長会

総会が行われました。県の校長会総会では、箱根駅伝で４連覇を成し遂げました青山学院大学の原晋
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監督の講演が行われました。原さん、以前は中国電力でビジネスマンをやっていたということで、ど

んな講演をされるかと楽しみにしておりましたけれども、まさに、生徒たち、学生の心をつかむ言葉

を発言して、チームとしてのモチベーションを高めて成果を上げてきたというような経過をお話いた

だきました。

ただ、その中で一つ納得が行かなかったのは、監督とかリーダーとして、例えば縦軸に選手として

の実績がある、それから横軸として指導者としての経験があるというＸ軸、Ｙ軸で表したときに、指

導者として招聘するのは、実績もあり経験もあるところを持ってくるわけなのですけれども、原監督

の場合は、選手としての実績もない、指導者としての経験もない、これを青山学院大学の学長が呼ん

だわけなのですけれども、何で呼んだのかというのが、講演の中で私は釈然としなかったわけなので

すけれども、原監督のそういった力というのを見抜いての登用だとは思うのですけれども、そのあた

り、これからももう少し追及していこうかと考えております。いずれにしろ、やはりリーダーによっ

てチームというのは本当に生まれ変わるのだなということを痛切に感じました。

それから、ＰＴＡのほうですけれども、５月１２日に市Ｐ連の総会が行われました。会長が垣内さ

んから松井さんになりました。今度の市Ｐ連会長は、三河Ｐの副会長と県Ｐの副会長も兼務するとい

うことで、責任も、それから仕事の量も非常に大きくなり、大変な中ですけれども、しっかりやって

いただけるものと期待しております。

それから、防災・安全の関係ですけれども、全国で児童生徒が事件等に巻き込まれて悲惨な結果を

もたらしているようなことが多々あるわけなのですけれども、市内の小中学校におきましても、防

災・安全管理計画等に基づいて避難訓練や交通安全指導等、それぞれ、各小中学校で進めております。

「半径３００メートルの達人たれ」ということで、子供たちがそういったものに巻き込まれることの

ないような、そんな１年であってほしいなと思います。

２点目は、生涯教育のほうですけれども、歴史イベントとして、５月５日にのぼりまつりが晴天の

もとで行われました。鳳来中部小の生徒たちが観光客に対してガイドを行ったり、あるいは鳳来中の

生徒がさまざまな陰となる働きをしておりました。まつり前の清掃活動、後片づけ等を、中学生150人

ぐらいが自主ボランティアとして参加しており、いい姿だなと思いました。

それから、５月13日に古城まつりが作手で行われました。これは、合併以来初めての雨天というこ

とで大変でしたけれども、原田職務代理さんもその中核として務めてみえたのですけれども、急遽交

流館に主演会場を移転いたしまして、その中で、作手小学校や作手中学校の子供たちがさまざまな演

技を行ったわけですけれども、中でも、今年から取り入れた野外劇「亀山城ものがたり」、これは大変

好評であったということでございます。

それから、４月２９日に、設楽原を守る会総会が資料館で行われました。これまでは忠震会の総会

と合同開催であったわけなのですけれども、忠震会のほうと、今年から別々に行うということであり

ます。岩瀬忠震につきましては、大河ドラマでも、今、幕末をやっているのですけれども、近代日本

においてあの忠震が中心となって進めた和親条約、修好条約は、日本において欠くべからざる大事件

であると思いますので、岩瀬忠震、忠震会のメンバーが少なくなる中においても、教育委員会として

しっかり検証していくことが今後大切になるのではないかと思います。

また、４月２２日に、甲州市の勝頼公まつりに市長、教育長、守る会等のメンバーが訪問しました

けれども、きょう、甲州市の教育委員会の皆様方がこの直前に市教委に来ていただきまして、長篠城
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址や、資料館等を見学してくださるということで、武田家を通じてのそういった結びつきというのも

今後大切にしていきたいと思います。

それから、４点目ですけれども、第７０回全国都市教育長協議会が５月１７、１８、１９日に東北、

岩手県の一関市で行われました。「震災復興 つながる想い つたえる感謝」というテーマなのですけれ

ども、その中で、やはり東北の方々、被災者の発信する感謝の思いと、それから頑張ろうという気持

ちは随所に伝わってきて、感動的な大会になりました。全国の代表的な市がさまざまな実践発表をし

たのですけれども、それらはやはり新城市の進めている共育の方向と一致するなということを感じま

した。具体的には、分野別研究会でのテーマを挙げますと、「教育で輝くまちを目指しての連携・協働」

とか、「地域とともにある学校づくり」とか、「郷土を担う人材育成」といったようなことで、やはり

これからの少子高齢化の時代、人口減少の時代にあっては、共育の方向性といったものをしっかりと

定めて進めることが大事だなと思いました。

また、一関市といいますと、宮沢賢治が東北砕石工場で技師として働いたという場所でもあるわけ

です。石と賢治のミュージアムがあるのですけれども、その中で、初めて見たのですが、「雨ニモマケ

ズ」、あれが手帳に記してあるのですね。ちょうど、これぐらいの手帳に「雨ニモマケズ 風ニモマケ

ズ」とあるのですけれども、それをぺらぺらと見せていただいたのですけれども、やはり、賢治が人

生の哲学として法華経がしっかり核にあったということが、手帳にも法華経の経文から南無妙法蓮華

経と、たくさんメモしてあって、その中に「雨ニモマケズ」があるのですね。だから、法華経信者と

しての賢治の生き方、それから、賢治が石に対してものすごく興味・関心を持っていたということを

感じました。そこのミュージアムでやっていたのが、「宝石の国」というアニメ。これが今、子供の中

では大変な人気なんだそうです。１００万部を突破するアニメで、市川春子さんという方が書いてい

るらしいのですけれども、この市川春子さんの「宝石の国」をテーマにした鉱物・岩石展をやってお

りました。これは今度、糸魚川のほうでもやるそうです。ちょっと、このアニメ、博物館か図書館で

も買うといいね。市川春子「宝石の国」。我々はアニメに疎い大人たちですけれども、日本文化、クー

ルジャパンとして、読んでおかなければいけないなということを感じました。

それから、被災地ということでの情報でいいますと、千郷中学校が釜石市とずっと交流を進めてい

るのですけれども、７月２日に防災講演会として、釜石市の宝来館のおかみさん、１階、２階が津波

でやられたあの宝来館のおかみさんを講師として行うそうです。こうした被災地との交流も、自分た

ちの防災を考える上で大切なことだと思います。

それから、今後の予定ですけれども、中部航空音楽隊の特別コンサートが７月１日１５時から大ホ

ールで、入場無料で行われます。この航空自衛隊の音楽隊は非常にレベルが高くて、音楽大を出ても

なかなか隊員に入れないという中ですけれども、新城市の八名中出身の白井七恵さんがメンバーにい

るということで、５月２６日から入場整理券を配布するということですので、いち早く情報提供とい

うことでお話させていただきます。

それから、第４回のＳｈｉｎｓｈｉｒｏ Ｊａｚｚが６月３日に小ホールで行われますけれども、

国内有数のアーティストがそろうわけですけれども、６月２日に鳳来中学校の吹奏楽部を相手にいろ

いろ御指導してくださるということであります。

以上、５月の教育長報告です。
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○職務代理者

どうもありがとうございました。何か御質問等、ありますか。よろしいですか。

では、（２）の５月の行事というところに入ります。

教育総務からお願いします。

○教育総務課長

それでは、次第を１枚めくっていただきました１ページ、５月の行事・出来事、教育総務課から御

報告いたします。

今月につきましては、７日月曜日、先ほど教育長からお話がありました新庁舎の開庁式が、雨の中

ではありましたけれどもとり行われまして、新しい建物で事務がスタートしております。

続いて、１６、１７、１８と、全国都市教育長協議会が岩手県一関市で開催されましたので、教育

長が出席をしております。

２３日、東三河教育長会議と管内の教育長会議が開催されております。

それから、２８日月曜日、市議会５月臨時会が予定されております。

２９日火曜日には、愛知県市町村教育委員会連合会の第１回理事会ということで、原田教育委員さ

んが出席をしていただく予定であります。

来月、６月になりますけれども、市町村教育代表者会議が６日に予定されております。

また、６月議会が始まります。７日、１３日から１５日、２２日と、６月定例会の本会議が開催さ

れます。

また、６月は２８日木曜日に教育委員研修会、定例教育委員会会議がございますので、よろしくお

願いいたします。

以上です。

○職務代理者

では、学校教育、お願いします。

○学校教育課長

学校教育課です。

要項に間違えて記載をしたものがありまして、訂正をお願いします。

５月２１日月曜日、千郷小、東陽小運動会というのがありますが、これは間違いで、右側に書いて

あります。２１日の月曜日が、その下の欄の八名中学校の訪問になります。

それから、２８日月曜日は、その右斜め下の黄柳川小学校の訪問になり、３１日の木曜日は何もな

しということで、訂正をお願いいたします。

それから、１９日の千郷小学校、東陽小学校の運動会は２０日に延期になりました。

そのほか、５月につきましては、教育研修会を初め中堅研修等、さまざまな教師力向上のための研

修会を行いました。

１８日は、県へき研の総会が東栄小学校で行われ、参加をいたしました。

来月の行事でありますが、９日と１６日、市内一斉共育の日であります。委員さんの皆様にはその

リーフレットを配付させていただきましたので、今後、このリーフレットを通じて、またホームペー

ジ等で参加を呼びかけていきたいと思います。

３０日の土曜日、小学校の球技大会が予定されています。
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以上になります。

○職務代理者

では、生涯共育、よろしくお願いします。

○生涯共育副課長（共育・文化・文化財）

本日、山梨県の甲府市教育委員会が本市へ視察に訪れておりますので、課長が対応中でありますの

で、副課長の私が報告させていただきます。

まず、生涯共育課共育係の行事につきましては、平日の欄でございますが、９日に生涯学習推進懇

談会を開催し、共育推進計画について御検討をいただきました。

飛びまして、２２日になりますが、長野県須坂市の市議会が本市に視察に訪れまして、まちなか博

物館２館、それから設楽原歴史資料館を視察されました。

次に、右側の欄になります。１２日に市Ｐ連総会が文化会館において開催されました。

次に、来月の予定でございますが、５日に県公連総会が東海市にて開催されますので、本市の生涯

学習推進員、役員１０名ほどで出席する予定になっております。

右の欄になりますが、２日、ササユリ観察会の開催を予定しております。

また、翌日３日には市子連によります子ども会リーダー研修会が県民の森で開催される予定となっ

ております。

３０日になりますが、社会を明るくする運動・青少年の非行被害防止に取り組む運動合同会議が文

化会館小ホールにて１４時から開催されます。委員の皆様方につきましては、後日御案内をさせてい

ただきますので、予定をしていただけるとありがたいです。

続きまして、文化係の行事について報告させていただきます。

平日の欄ですが、来週、２９日に文化講座運営委員会が開催されます。今年度の文化講座について

検討をいたしますが、既に第１回の内容につきましては内定しておりまして、９月１日土曜日になり

ますが、講師が予備校の東進ハイスクールの人気講師、タレントとしてもテレビ等に出ております林

修氏にお願いをしているところでございます。

右側の欄でございますが、１２日に０歳からのジャズコンサートが文化会館小ホールで開催されま

した。午前、午後の２回公演で、大人子供合わせまして２５６枚のチケット販売がありました。

１３日には、雨でありましたが作手古城まつりを開催しまして、内容を一部変更しましたが、多数

の方に訪れていただけました。

来月の予定になりますが、９日に作手森の音楽祭風のコンサートを、作手リフレッシュセンターで

開催いたします。今回の内容につきましては、バイオリンとピアノの演奏ということで行います。

また、表にはまだ記載しておりませんが、先ほど教育長の報告の中にもありました、７月１日、中

部航空音楽隊特別コンサートを、文化会館大ホールで開催を予定しております。入場は無料になりま

すが、入場券の配布が５月２６日から予定しておりまして、文化会館、それから生涯共育課の執務室、

それから鳳来・作手の地域課で、平日のみになりますが、配布を予定しております。そのコンサート

につきましては、市内の中学校、高校の吹奏楽部も出演いたしますので、委員の皆様もぜひ御参加い

ただければと思います。

続きまして、資料館・保存館の報告ですが、本日、資料館で山梨県甲州市の教育委員会の視察を受

け入れております。
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右側の欄で、５日に、長篠城址において長篠合戦のぼりまつりが開催され、天候もよく、多くの来

場者がありました。

１２日には、資料館のふみの蔵コンサートが開催されました。今回はレコード鑑賞でしたが、20名

の参加がございました。

来月の主な予定でございますが、１７日に資料館で火縄銃訓練会が行われます。

以上になります。

○生涯共育課参事（スポーツ）

それでは続きまして、スポーツ係のほうですが、５月の行事ですが、１１日の金曜日に中部ブロッ

クＢ＆Ｇ地域海洋センターの連絡協議会の総会が岐阜県恵那市で行われましたので、出席をいたして

おります。

１５日火曜日には、県の市町村生涯スポーツ主管課長会議と、引き続き、愛知県市町村対抗駅伝大

会の担当者会議のほうへ出席をしてきました。

１７日には愛知県体育協会東三河支部幹事会を行いました。引き続き、愛知スポレク東三河地区大

会実行委員会の会議に出席をしております。

夜、祝日等の関係ですが、１２日の土曜日に、総合型地域スポーツクラブ情報交流会議へ出席をし

ております。

１７日木曜日、夜ですが、第２回スポーツ推進委員定例会の開催をいたしました。

１９日土曜日、スポーツ推進委員実技研修会を総合公園で実施いたしました。

２６日土曜日ですが、第１８回つくしんぼうスポレク祭の開催と、第１回の５月しんしろこどもす

ぽーつクラブの実施を行います。

３１日木曜日に、新城マラソン大会実行委員会の事前打ち合わせ会を予定しております。

来月の予定でありますが、平日ですが、６月１日金曜日にカヌー教室を、八名小学校５・６年生の

対応をいたします。

１０日日曜日に、Ｂ＆Ｇのプール開きとなります。

土日・祝日・夜の関係ですが、６月３日日曜日から作手スポレク大会が、この資料のとおり、①か

ら⑥の大会をそれぞれこの日にちに実施する予定となっております。

５日火曜日には、第３回スポーツ推進委員定例会を行います。

７日木曜日、第１回新城マラソン大会実行員会の開催を予定しております。

９日土曜日には、スポーツ少年団東三河交流大会ということで、豊橋市ののんほいパークで今回は

開催されるので、新城市のスポーツ少年団が参加をする予定であります。

１６日土曜日には、スポーツ推進委員愛知大会が名古屋の日本ガイシスポーツプラザで行われます。

スポーツ推進委員が参加いたします。

以上になります。

○生涯共育課参事（図書館）

続きまして、図書館です。３ページをごらんください。

今日明日の予定で、東郷中学校２年生の方が職場体験ということで来館されております。３０日は、

新城中学校の生徒さんが見えます。

右の欄ですが、３１日の閉館日なのですけれども、レインボーハウスさんが、社会体験事業という
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ことで、利用者さん３名と職員の方が２名いらっしゃいます。内容としましては、ドリームサロンの

書架の整理と閉架書庫の清掃をしてくださる予定です。

６月ですが、新規になります。英語の絵本読み聞かせについて、毎週第１土曜日に２名のボランテ

ィアが開催してくださる予定です。

主なものは以上です。

○生涯共育課参事（博物館）

では、続きまして、鳳来寺山自然科学博物館です。

まず、左の平日の欄になります。１日からは、特別展「鳳来寺山」展の前編を６月３０日まで開催

しております。

そして、７日には、東三河ジオパークの平成２９年度の監査を受けまして、９日には専門部会を開

催し、１７日推進準備会を行っております。

１６、２４、２９、３０、３１と、市内の小中学校及び外部からの見学の受け入れ、ガイドツアー

等も行っております。

そして、２３日から２５日は、千郷中学校生の総合学習の受入を行っております。

同じく、２３日から２５日にかけて、東郷中学校生の職場体験１名を受け入れしております。

右の欄になります。５月のゴールデンウイークの期間、３日から６日にかけて、博物館５５周年ミ

ュージアムフェスティバルを行いまして、有料入館者として８２３名の方が楽しんでいかれました。

そして、１０日、１７日、そして２１日と、黄柳野高校生のグレートアースという取り組みの中で、

コノハズクの夜間調査を一緒にやっております。

１３日には、ジオツアー「設楽原の地形・地質と戦跡めぐり」を開催しました。

１９日には、日本ジオパークネットワークの申請のプレゼンが幕張でありまして、そちらのほうに

教育部長、企画部長、そしてうちの竹内と、視察のほうに行っております。

２６日から２７日にかけましては、友の会の行事としまして「仏法僧の声を聞く会」ということで、

山中に泊まってコノハズクの声を聞く、調査を兼ねた催しを予定しております。

来月の予定です。まず平日ですが、６月５日には湿地サミットが作手地域で行われまして、現在の

ところ申込者数が２４０名を超す勢いでして、交流館で予定しておりましたが、許容人数をオーバー

してしまったというようなこともありまして、開成小学校のほうに会場を移しまして、今、準備を進

めているところです。

そして、１３日には、職場体験ということで千郷中学校生１名を受け入れる予定をしております。

１６日の共育の日ですけれども、鳳来東小学校、そして鳳来寺小学校のほうで、私と学芸員１名、

それぞれのところで講師として出向いてまいります。

そして、ここには書いていなかったのですが、１４日には愛知県博物館協会の理事会・総会があり

まして、理事官として出席をしてまいります。

土日・祭日の部分ですが、１０日には野外学習会「四谷千枚田の生きもの」を開催します。

２４日には、友の会行事としまして「梅雨のきのこ」の観察会を行います。

３０日には、東三河ジオパーク構想の中でのジオガイドの認定講座を行う予定にしております。

以上です。
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○職務代理者

それでは、何か御質問等あったらお願いします。

どうぞ。

○委員

確認ですが、生涯共育課の文化講座運営委員会のところで、林修氏が講師ということだとおっしゃ

られましたよね。もう決定なのですか。

○生涯共育副課長（共育・文化・文化財）

内定です。

○委員

内定ですか。

毎日のようにテレビに出演される超売れっ子なので、よく内定が得られたなと思います。そうする

と、具体的に日時も決まっているのですか。

○生涯共育副課長（共育・文化・文化財）

日にちは、９月１日で内定です。あと、正式な契約をこれから進めていく状況になっております。

○委員

クリーンヒットだと思います。ありがとうございます。楽しみにしています。

○教育長

すこやかと同日開催で、市民文化講座も全力投球でここのところへ投じておりますので。あとのも

う１回は地元講師という形で、例年３回行っているのを２回、予算の大半をここへ集中投下しており

ますので、ぜひ皆様方にも御拝聴していただけたらなと思います。

私のほうから、いいですか。

○職務代理者

ではどうぞ。

○教育長

スポーツのほうで、２点。

１２日土曜日に総合型地域スポーツクラブ情報交流会議というのが行われたのだけれども、部活動

の受け皿等、あるいは見直し等がいろいろ言われる中で、地域スポーツというような観点からどんな

話がなされたかということと、それから、６月１日にカヌー教室が八名小学校５・６年生で行われる

と い う こ と な ん だ け れ ど も 、 今 年 度 、 個 人 カ ヌ ー ５ 艇 、 新 し く 入 れ

たわけなのだけれども、そこらの活用と同時に、どんなふうに行われるかということを詳しく教えて

いただけたらなと。

○生涯共育課参事（スポーツ）

５月１２日の会議ですが、これは、主催と共催が愛知県教育委員会と愛知県教育・スポーツ振興財

団というところだったのですが、一つの内容については、スポーツクラブに関する中間的な今の見直

しということを、県の職員から説明がありました。

その内容につきましては、今、教育長さんが言われたとおり部活動の問題とかがありますが、一番

は、スポーツのすばらしさの理解をもう少し地域で学んでいただく指導者だとか、今後ますます普及

をしていただきたいというお願いがありましたので、そういったことの現状のクラブの運営内容につ
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いての説明がありました。もちろん、全体的に、現在は愛知県で５４市町村の中に１３２のクラブが

設置されているということで、新城市も４団体ということで、マイナス１減ということで、グラウン

ドゴルフの会がマイナス、減ということで少なくなっているのですが、県としましては、今後、地域

でのそういったスポーツに対する指導者を含めて、地域でやはりスポーツに対することをもう少し運

営していっていただいてほしいということの説明がありました。

また、今後新たにいろいろと、スポーツクラブのあり方等については県からもいろいろ発信をして、

アドバイザー的なことを指導していくということで説明がありました。その中で、財団としては、い

ろいろな研修会を開催するのでそちらのほうに出席を、スポーツ推進委員だとか各地域のスポーツ指

導者である少年スポーツクラブや何かの少年団の関係の指導者といった方々について、研修会を行う

事業を財団のほうが委託をされているということで、その説明もありましたので、年間の研修日が決

まっていて人数も制限されておりますが、できるだけ市町村の行政のほうからもその地域の指導者に

案内をしていただきたいということで説明がありました。

あと、その中で、育成支援事業ということで、余り行政のほうに投げかけていくだけではなく、各

市町村にヒアリング等をして、現状を、その市町村のクラブがどういう現状であるかということも捉

えたいということも言っておりましたので、もちろん、今、新城市の総合型地域スポーツクラブの会

員になっている地区が３地区あるわけですが、その地区の活動についても実態的な検証をしていただ

いて、今後どういうことについて求めていくかということはこれから考えてほしいということも言わ

れていますので、新規のスポーツの指導者、新城市については、例えば部活動が学校から離れた場合

に指導者というのが非常に少ないと思いますので、現状行っているようなクラブ的な活動はあると思

いますけれども、その全部が一堂に、学校の部活動を地域で見てもらえるというのはないものですか

ら。

ただ、学校側にも、今の部活動の中にも指導者というものが入れるということでありますので、そ

の辺の整理をしていただいて、先生がいなくてもそのクラブが成り立つというような形も考えていき

たいと言っておりましたので、それは学校教育とスポーツ行政との調整が必要かなという考えはあり

ます。

○教育長

部活動の外部指導者については、国や県からの補助事業も新しくできてくるのだけれども、そのあ

たりについてのお話はなかったですか。

○生涯共育課参事（スポーツ）

その辺は、説明はあったのですけれども、具体的な窓口とかそういう詳細はなかったものですから、

その辺はまた国からも発信されていることでありますので、愛知県と市町村等も先ほど述べた総合型

地域スポーツクラブ以外にも学校側との関係で整理が必要だなということでありますので。ちょっと、

詳しい内容は聞けなかったのですけれども。

○教育長

それから、八名小学校の関係です。

○生涯共育課参事（スポーツ）

八名小学校の関係は、とりあえず、今はＢ＆Ｇのほうで教室があるのが１校だけということで、こ

れからはまた例年どおり学校のほうに紹介をかけていきたいと思っております。
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もちろん、出前的な講座も視野に入れて、カヌー体験については進めていきたいということであり

ます。

○教育長

場所はどこでやるの。

○生涯共育課参事（スポーツ）

艇庫を予定しております。

○教育長

八名小学校の５・６年生が作手の艇庫まで行って、そこでカヌー教室を開くということ。

○生涯共育課参事（スポーツ）

はい、そういうことです。

○教育長

もう一ついいですか。博物館のほう。

１９日の日本ジオパークネットワークの申請プレゼン視察ということで、幕張のほうで全国的なジ

オパークの会があったということなのですが、その様子についてということと、それから、２７日、

名古屋大学博物館の松脂岩見学会があったということなのですけれども、名大の博物館というのは松

脂岩のどんな点に興味・関心をもって見学会が行われたのか。その２点について。

○生涯共育課参事（博物館）

まず、日本ジオパークの申請の状況ですけれども、今回、土佐清水と萩が再チャレンジということ

での申請をしております。これについては教育部長が出席をされていますので、あとで対応していた

だくということで。

次の、名古屋大学博物館の松脂岩については、ことしで２回目になります。新城市の鳳来寺山の松

脂岩が愛知県の石に選ばれたということもあってそれを、具体的には子供さん向けに優しく現場を見

て解説しようというものです。ですので、うちの博物館の展示を見て現地に行くという、二つの、フ

ィールドと博物館見学を合わせてやるということです。

一部、松脂岩、あるいは流紋岩を使って石器をつくるという体験的なことも、川原で石を拾って自

分たちでたたいて、打製石器になりますけれども、そういうことをやって県の石の松脂岩を身近に知

ってもらおうという取り組みです。

○教育部長

１９日のジオパークのプレゼンについてですが、土佐清水、萩が再チャレンジということで、感じ

たのは、やはり協議会、母体となる組織がきちんとできているかいないかというところが一番問題に

なるのかなと。土佐清水については２回目のチャレンジでしたけれども、話を聞くと、まだちょっと

協議会というか母体が弱い感じがしました。萩については、お互い専門委員を置いたり、生涯共育課参

事が言う、地域としてのいろいろな人との連携をとったりというような形で、やはり協議会自体の職

員数もいろいろあると思いますが、そこをしっかり土台づくりをして、いかにそれを地域と連携して

いくか、また萩については、隣の阿武町というところの同じジオのところに新たに手を挙げて一緒に

やりましょうというような形で、隣の町とも連携を組んでいくというところで、そういった連携、広

がりについても重要視されているのかなという感じがしました。
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○教育長

申請の結果は、いつ出るの。

○教育部長

まだこれから、書類審査と、あと現地調査等で。

○生涯共育課参事（博物館）

昨年の例で言うと、これで現地審査をするかどうかというのが恐らく５月の終わりか６月ぐらいに

はっきりして、それから現地審査に行きます。昨年の場合は現地も行かないよというところもあった

みたいです。

○教育部長

ニュアンス的には土佐清水のほうがいろいろ質問がありましたけれども、何か、現地まで行くとい

う感じではなかったので土佐清水とのやり取りの中では厳しいプレゼンだったのかなと。

萩のほうについては、専門員の先生方も、話の中では実際に見に行ってどういうものかというのを

興味もあったりしたので、萩のほうについては、素人的に見ると興味のある委員さんが見えるのかな

という感じはしましたけれども。

やはり、いろいろと聞かれるのはジオパークをどのようにして活用し、いかに地域にとって、どう

活用していくのだというところが、両方のプレゼンを聞いてその辺の質問が多かったかなと思いまし

た。ただ見せるだけではなくて、プラスアルファ的なところのものが必要だと感じました。

○教育長

うちの申請に向けてのいい学びができたわけだね。

○教育部長

そうですね、うちでいくともう少し母体というのをしっかり持って、いかに連携をとっていくかと

いうところが、８市町村の中でその辺が重要になってくるのかなという感じがしました。

○職務代理者

では、ほかにどうでしょうか。

○委員

三つお願いします。

新潟で、線路上に少女が遺棄された事件がありましたが、新城市においては不審者情報というので

しょうか、それをどのように出しておられるかということでございます。学校対応とか、児童生徒さ

んに対する指導というものを含めてどのようにされているかということをお尋ねしたいと思います。

二つ目ですが、自衛隊の音楽隊が来てくださるわけですが、その来てくださる理由というのですか、

大変ありがたいことなので、どういう理由なら来てくださるのだろうということを思いまして、もし、

どういうお願いをしたら来てくださったかということを教えていただければと思います。

５月２６日土曜日なのですが、整理券の配布は３カ所で行われるわけですが、本庁、支所は平日の

みということですので、初日においては文化会館だけなのですねという、念押しということをお聞き

したいのと、三つ目は、給食調理員のことでございますが、防災無線でも言っておりましたし、ほの

かにも調理員さんを募集ということを言っておられましたが、今はどういう状況かということをお聞

きしたいと思います。この三つをお願いします。
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○学校教育課長

不審者の対応につきましては、まず情報は、いろいろなところから教育委員会に入ります。学校か

ら入る場合もありますし、他市町などの教育委員会から入る場合もあります。市、警察から直に入る

場合もあります。そうしたら、すぐに近隣市町、それから関係団体、こども未来課だとかそういうと

ころ、それから、各学校にメール、ファクスで情報をすぐに流します。

そうすると、学校ですと、その情報を受けて、ケースによって、小学生、中学生自身にこういうこ

とで気をつけなさいというようなことを全校で指導したり、各学級で指導をしたりと緊急の場合の不

審者の対応は常にしています。

それから、普段ですと、不審者の対応について、時折こういった対応があったときに学級指導とか、

学級で話をしたりだとか、あるいは警察や生活安全課長を呼んで、こういうふうに対応するといいよ

というような講話を聞いたりだとかといったことをやっているところです。

以上です。

○委員

済みません、それで、例えば不審者があそこに出たよというときに、メールでそういう情報が流れ

るようになっているのでしょうか。

○学校教育課長

はい、各学校では保護者に一斉に流すような仕組みが、今はどこの学校もとっていますので、流れ

るようになっています。

○委員

そうすると、そこを通らないというと変な言い方ですけれども、そこを注意しましょうということ

になるのですか。

○学校教育課長

なる場合もありますし、危険なようでしたら教員がついて帰るだとか、学校に待機させるとか、そ

ういったことも必要になると思いますけれども、最近だとまずその例はないのですけれども、遠くの

岡崎市で刃物を持った人がいるだとか、そういったところで、あるいは声をかけられたとかいったと

ころは、声をかけられることがあるのですぐに近所の家に逃げ込みなさいだとか、あるいはすぐにお

知らせくださいといった指導とか、必ず２人で帰ってくださいねとか、そういうような指導をしてい

ます。

○委員

こども１１０番というのですか、そういうのが時々かかっているお宅がありますが、そういうお宅

は、子供さんが来たらそれなりの対応をするというふうに。

○学校教育課長

しております。

○委員

そうしますと、例えば、新城にそういう方がいらっしゃるかどうか私は知りませんが、例えば近所

にいたとしても、そういう情報は一般市民には流れてこないですよね。知らないで過ごしてしまうと

いうことですよね。何か。

○生涯共育副課長（共育・文化・文化財）
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昨年まで防災・安全課在籍したものですから私のほうから回答しますと、市のほうで防犯登録メー

ル、登録型のメールになりますが、一般の方もアクセスしてもらって登録をいただければ、そこで対

応します。少しおくれたりもするのですけれども、一般の方にも不審者情報等を流せるようなシステ

ムはありますので。

○生涯共育課参事（スポーツ）

それに連動して、ティーズのほうにテロップが出ます。

○委員

そうなのですか。わかりました。

○職務代理者

ではあと、二つ目の航空自衛隊のことはどなたが。

○生涯共育副課長（共育・文化・文化財）

個人で、いいですかね。お名前のほうを出して。村田先生が航空自衛隊のほうへ協力にお願いしま

して、もともと中部の何件かを順番に回って開いてくれているようなのですけれども、大分プッシュ

したところ、今回、先ほど教育長のお話もあったように、新城の出身の方が２年ぐらい前に入隊した

ようなこともあったと思うのですが、それで今回できたということです。

それから、５月２６日の土曜日からということで、本庁及び支所につきましては月曜日からになり

ます。１人４枚までということで配布のほうを予定しております。

○教育長

今の、つけ足しますと、このチラシの裏を見ていただけると、モノクロの写真で平成２６年１２月

新城講演とありますよね。これがちょうど新城文化会館に奥三河音楽連盟の記念のときに来ていただ

いて、非常に大盛況だったという伏線があるわけですね。ちょうど、ここの写真の中にその白井さん

も載っているのです。つまり、このときの体験が引き継がれて、音楽を志すという中において縁があ

ってこの航空音楽隊に入れたということなのです。

○職務代理者

今の件はよろしいですか。では、給食のほうを。

○教育総務課長

学校給食の給食調理員さんの関係です。

今現在、募集をしており、２月、３月ぐらいからもずっと募集をしています。給食調理員さんは、

正規職員、任期付職員、臨時職員、合わせて５２名です。

現状では給食調理を行う職員の人数は各学校で足りてはいますが、職員が休暇を取る場合など、か

わりに給食調理業務等に携わっていただける調理員さんが今は不足しており、現状では、他の学校で

調理員さんの人数の多い学校から応援に行ってもらうとか、用務員さんや栄養教諭の先生にかわりに

入ってもらうというような形で対応はしております。しかし、調理員さんそのものの人数が不足して

いますので、募集について、以前からハローワークに募集をかけたり防災無線を流したりしておりま

す。明日ですが、広報を見られた方で１人やりたいと言ってみえる方が見えますので、お話を聞き臨

時職員として登録していただき、すぐに学校に入っていただけることができればと思っております。

○委員

はい、わかりました。ありがとうございました。
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○職務代理者

そのほか、どうでしょう。よろしいですか。

日程第３ 協議事項

○職務代理者

それでは、日程第３の協議事項に入ります。

生涯共育課、お願いします。

○生涯共育副課長（共育・文化・文化財）

本日の冊子と別になりますが、資料を２枚お配りさせていただいております。

新城市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正ということで、片面の資料と、次に新旧対照

表という形で両面刷りの資料をお手元にあるかと思います。そちらをごらんいただきたいと思います。

この公民館につきましては、各地区の集会施設である公民館は、実質的に管理運用しているのが地

元の状況でございます。今回、地元との協議が整いました片山公民館につきまして、片山区へ譲渡す

るために、新城中央公民館の分館としての位置づけを取りやめ、条例の別表から削除をするものでご

ざいます。

この条例の一部改正を６月定例会、審議会へ上程する予定になっております。

新旧対照表をごらんいただければ、片山公民館を削除するものであります。

説明は以上になります。

○職務代理者

何か、御質問等はありますか。

では、これで、この提案について賛成の方、挙手を願います。

（賛成者挙手）

○職務代理者

では、全員一致ということで。

日程第４ 報告事項

（１）６月定例市議会の日程等について（教育部長）

（２）夏休み少年スポーツ教室について（生涯共育課）

（３）水泳教室について（生涯共育課）

（４）第18回つくしんぼうスポレク祭について（生涯共育課）

（５）作手スポレク大会について（生涯共育課）

上記について報告した。

日程第５ その他

追加報告 まちなか博物館 指定解除となった指定館（生涯共育課）

上記について報告した。
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閉会 午後４時３０分
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教 育 長

職 務 代 理

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

書 記


