
令和５年江南市教育委員会１月定例会会議録 

 

開催年月日  令和５年１月６日（金） 

 

場   所  江南市防災センター 災害対策本部会議室 

 

出 席 委 員  教 育 長               村   良 弘 

教育長職務代理者            岩 田 正 武 

委   員               後 藤 鎭 全 

委   員               藤 田 佐知子 

委   員               山 田 茂 美 

 

説明のため出席した職員 

教育部長                梅 本 孝 哉 

教育課長                茶 原 健 二 

       教育課管理指導主事（統括幹）      石 原 香 蔵 

       学校給食課長兼南部学校給食センター所長 

兼北部学校給食センター所長       仙 田 隆 志 

       生涯学習課長兼少年センター所長     可 児 孝 之 

       スポーツ推進課長兼スポーツプラザ所長  中 村 雄 一 

こども政策課長             稲 田  剛 

 

 

事務局職員  教育課主幹               夫 馬 靖 幸 

教育課主任               小 川 貴代志 

 

傍 聴 者 数  ０名 

 

議 事 日 程  日程第１ 会議録署名者の指名 

日程第２ 教育長諸案件報告 

日程第３ 議案第１号 江南市放課後子ども総合プラン運営委員会

委員の委嘱について 

議案第２号 「子供と家族の未来を考えるマネー講座」の

後援名義使用について 

議案第３号 「江南市まちづくり補助事業「地域とともに

生きる『自分探しの旅』」親子でニコニコ♡ぷちＫＯＮＡＮ

マルシェ」の後援名義使用について 

日程第４ 協議題  

１．令和５年度教育基本方針（案）について 



          ２．江南市立図書館ロゴマーク取扱要綱の制定について 

日程第５ 報告事項 

          １．１２月議会の一般質問等について 

          ２．市内県立高等学校の卒業式について 

          ３．江南市立北部学校給食センターにおける建物被災について 

          ４．江南市文化協会補助金交付要綱の一部改正について 

          ５．江南市立図書館の管理及び運営に関する規則の一部改正に

ついて 

          ６．江南市スポーツセンターネーミングライツ付与契約につい

て 

          ７．専決による江南市教育委員会の後援名義使用承認について 

          ８．市教育委員会事務局各課１月行事予定について 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前 9時 20分 開会 

 

○教育長  ただいまから、教育委員会１月定例会を開会いたします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

△日程第１ 会議録署名者の指名 

 

○教育長  日程第１、会議録署名者には、会議規則第 15 条第２項の規定により、

教育長において、後藤鎭全さん、藤田佐知子さんを指名いたします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

△日程第２ 教育長諸案件報告 

 

１ 市内中学校の体罰事案 

 

２ 教師力向上セミナー(12/26(月)) Home&nicoホール 

・講師、内容 

講義Ⅰ 「児童・生徒の心を読み解き、支援の方法を考える」 

～インクルーシブ教育の実現に向けて～ 

愛知県医療療育総合センター地域支援課 花井 怜奈 氏 

  研修Ⅱ 「授業づくりで大切にしていること」 

古知野西小学校 伊藤 孝行 教諭  

  研修Ⅲ 「旅費事務について ～旅行命令書の作り方～」について 

        布袋小学校 酒井 裕亮 主事  藤里小学校 山田 大雅 主事 

  参加者 希望者(各学校５名程度)   

 



３ 生徒指導提要の改訂 

 ・校則(心得)の見直し・・・生徒会や児童会の意見も 

 ・ホームページ等で公表 

 

４ 令和５年度予算要望(主なもの) 

 ・スクールサポートスタッフ配置 

 ・給食費改定分の補助(1食あたり 20円) 保護者負担額 小 260円 中 290円  

・支援員等人的配置  支援員 2増(32名→34名)   

 

５ 12月議会一般質問より 

 ・こども 110番、GIGAスクールの取り組みについて 

・不登校対策について ・通学用のカバン、荷物の軽減について   

・自転車の乗り方について ・給食費の軽減、給食の試食について 等 

 

６ 人事(11/23～1/6) 

 ・出産休暇 1名  育児休業 1名  療養休暇 1名  休職 3名  退職 0名 

 ・臨時的任用 3名  非常勤任用 1名(療休補充 1)  

 

７ その他 

 ・第 51回 20才の集い 1/8(日) 13:30  Home&nicoホール(大・小ホール) 

  (第一部) 13:30～ 古中・宮中・北中・西中(大ホール・774人) 

  (第二部) 14:15～ 布袋中(小ホール・211人)  

 ・令和４年度卒業式 来賓案内なしで実施 

 ・横田文化事業(弁論大会) R5/11/3(祝)  13:00  Home&nicoホール(小ホール) 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

△日程第３ 議案第１号 江南市放課後子ども総合プラン運営委員会委員の委嘱に

ついて 

 

○教育長  日程第３、議案第１号、江南市放課後子ども総合プラン運営委員会委員

の委嘱についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

（こども政策課長 資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

○教育長  質疑もないようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。議

案第１号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 



議案第２号 「子供と家族の未来を考えるマネー講座」の後援名義使用について 

 

○教育長  議案第２号、「子供と家族の未来を考えるマネー講座」の後援名義使用

についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

（生涯学習課長 資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

〇後藤委員  収支予算表で広告印刷料が約 10 万円となっているが、江南市と岩

倉市の全ての小中学校に配布するのか。 

〇生涯学習課長  主催者の方に確認しましたところ、全ての児童・生徒に配布し

たいとのことでした。   

〇後藤委員  オンライン開催とのことだが、自宅にネット環境がない家庭には何

か対応の予定があるのか。 

〇生涯学習課長  このことについては確認しておりません。 

〇後藤委員  ネット環境がないご家庭には、できれば何か対応していただきたい

と思う。 

〇生涯学習課長  過去には対面での講座形式で行っていたとのことですが、コロ

ナ禍になりオンラインでの講座にしたとのことでした。活動は今後も継続される

とのことですが、全国で展開されていますので、次がいつになるかは分かりませ

んが、今いただいたご意見は伝えてまいります。 

〇教育長  これは個人が QRコードを読み込んで申し込む方法か。 

〇生涯学習課長  そのとおりです。 

○教育長  質疑もつきたようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。

議案第２号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

議案第３号 「江南市まちづくり補助事業「地域とともに生きる『自分探しの旅』」

親子でニコニコ♡ぷちＫＯＮＡＮマルシェ」の後援名義使用について 

○教育長  議案第３号、「江南市まちづくり補助事業「地域とともに生きる『自分

探しの旅』」親子でニコニコ♡ぷちＫＯＮＡＮマルシェ」の後援名義使用についてを

議題といたします。事務局の説明を求めます。 

（生涯学習課長 資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

〇教育長  申し込みはどのように行うのか。 

〇生涯学習課長  チラシに公式 LINEの QRコードがついていますので、予約の必

要なブースに関してはこちらから予約を行うと聞いています。あとは先着順とな

っています。 

〇山田委員  ブースの中にはバランスボール体験クラスもあるが、昨今、バラン



スボール使用中にケガをすることもあるとのことなので、指導者が見ている中で

の正しい使用を行うよう伝えて欲しい。 

〇生涯学習課長  指導者がついて開催すると聞いていますので、お伝えしておき

ます。 

○教育長  質疑もつきたようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。

議案第３号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

△日程第４ 協議題１ 令和５年度教育基本方針（案）について 

 

○教育長  協議題１、令和５年度教育基本方針（案）についてを協議いたします。

事務局の説明を求めます。 

（各課長 資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

〇山田委員  近年話題とされている LGBTQやジェンダー教育等については、教職員

の研修などで行われていると思う。「信頼される学校づくりのために」の「ア 教

職員の力量向上」には明記されていないが、そういった教職員への教育を、積極的

に行って欲しいという思いがある。 

〇教育課長  どのように記載するか検討させてください。 

〇山田委員  もう一か所は、「（１）生涯学習活動の推進」の⑥であるが、元は図

書館の利便性向上に対する記載もあったが、案では「安心・安全に図書館が利用で

きるよう、新型コロナウイルス感染症等の感染防止に努める。」となっており、新

型コロナウイルスについての記載しかなく文章を削りすぎと感じる。利用者が安心

安全に利用できるよう環境改善をさらに進めるという趣旨を入れてはどうか。 

〇生涯学習課長  一度検討いたします。 

〇教育長  小中高大連携会議はなくなるのか。 

〇教育課長  来年度から江南短期大学がなくなりますが、名称が正式に決まってい

ないため、関係者会議としています。 

〇教育長  小中高大の連携が図れるような会議は行われるのか。 

〇生涯学習課長  この会議は以前から行っていますが、各立場からのご意見をお聞

きしながら、図書館として何がやれるかということを協議する会議であります。内

容は大きく変えず継続を考えていますが、まだ名称は決定していません。 

〇教育長  来年度、国が行うデジタル教科書の実証事業があると思うが、今後、デ

ジタル教科書の活用を図っていくといった文章がある方が良いのではないか。 

〇教育課長  内容を検討いたします。 

〇教育長  休日部活動の地域移行については、現在、教員の多忙化解消の部分に記

載があるが、検討委員会を立ち上げる等スポーツ推進課が行っていく事務もあるの



で、「スポーツ活動の推進」の部分でも記載すべきではないか。 

〇スポーツ課長  分かりました。運動部活動について文章を検討します。 

〇教育長  学校給食課についても、新しい給食センター建設について、一歩踏み込

んだ記載をいれるべきではないか。 

〇学校給食課長  検討します。 

〇教育長  新しい図書館がスタートするので、図書館についても前向きに新たな方

針の記載があっても良いと感じる。 

〇生涯学習課長  よりＰＲできる内容を検討してみます。 

〇教育課長  今回の指摘事項については修正し、次回の教育委員会に再度上げさせ

てもらいます。 

○教育長  継続審議として、次回に承認を諮ります。 

 

協議題２ 江南市立図書館ロゴマーク取扱要綱の制定について 

 

○教育長  協議題２、江南市立図書館ロゴマーク取扱要綱の制定についてを協議い

たします。事務局の説明を求めます。 

（生涯学習課長 資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

〇教育長  使用の承認期間は 1年を原則とするとのことであり、更新を行えば３年

間を限度に延長することができるとのことだが、その後も使用したい場合は再度申

請をすれば使用が可能なのか。 

〇生涯学習課長  ３年更新した後の使用については、また申請をしていただき承認

することを考えています。 

〇山田委員  学校等で図書館のロゴマークを使用する場合は、３年間で終わるもの

でなく継続で使用していくのではないか。 

〇生涯学習課長  市内小中学校及び高等学校で使用する場合は、承認を受ける必要

はありません。 

〇教育長  ３年更新した後、新たな申請があれば再度承認されるということが分か

りにくい部分がある。そのような文言の追加が必要か確認して欲しい。 

〇生涯学習課長  了解しました。 

○教育長  質疑もつきたようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。

本協議題について承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本協議題を承認することに決定しま

した。 

 

△日程第５ 報告事項 

 

１．１２月議会の一般質問等について 



 

２．市内県立高等学校の卒業式について 

  

３．江南市立北部学校給食センターにおける建物被災について 

  

４．江南市文化協会補助金交付要綱の一部改正について 

  

５．江南市立図書館の管理及び運営に関する規則の一部改正について 

  

６．江南市スポーツセンターネーミングライツ付与契約について 

  

７．専決による江南市教育委員会の後援名義使用承認について 

  

８．市教育委員会事務局各課１月行事予定について 

 

○教育長  以上で、当局より提出されました案件等はすべて終了しました。これを

もちまして、教育委員会１月定例会を閉会いたします。 

 

 午前 11時 15分  閉 会  


