
令和４年江南市教育委員会１２月定例会会議録 

 

開催年月日  令和４年１１月２２日（火） 

 

場   所  江南市防災センター 防災セミナー室（北） 

 

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４５号 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 

議案第４６号 学校給食費の改定について 

議案第４７号 「親子の happy spot ～子どもの育ち相談

マルシェ～」の後援名義使用について 

日程第４ 協議題 江南市議会１２月定例会教育関係予算提案事項

について  

日程第５ 報告事項 

          １．江南市新学校給食センター整備等事業要求水準書（案）に



ついて 

 ２．「第５１回江南市２０歳の集い」について 

 ３．江南市立図書館のロゴマーク投票結果について 

 ４．江南市立図書館指定管理者支援金支給要綱の制定について 

 ５．江南市国際交流協会補助金交付要綱の一部改正について 

６．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 

                    ７．市教育委員会事務局各課１２月行事予定について 

 

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

午前 9時 21分 開会 

 

○教育長  ただいまから、教育委員会 12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 学校状況調査・学校訪問 

 ・学校訪問は 11/10の宮田中学校ですべて終了 

 

２ 横田教育文化事業弁論大会(11/5) 来年度 11/3(祝)を予定 

 ・テーマ 「将来の夢」 

 ・最優秀賞 尾関留奈さん(西部中) 穂積 世さん(滝高校) 

 ・優秀賞  松井一華さん(北部中) 小川さくらさん(滝中) 森田 景さん(古中) 

       真野聡真さん(江南高校) 森 彩華さん(尾北高校) 

 

３ 学習発表会・学芸会、合唱コンクール等 

 ・各学校で感染症対策を講じて実施 

 

４ 江南市教育支援委員会(11/21)   

 

５ 卒業式 (感染対策を考慮して) 

 ・小学校 3月 20日(月) 基本的に保護者と卒業生、教職員のみで実施 来賓なし 

 ・中学校 3月 7日(火)  基本的に保護者と卒業生、教職員のみで実施 来賓なし 

※ 在校生等の参加、式次第等については、各学校の実情による。 



 

６ 人事(11/2～11/21) 

 ・出産休暇 1名  育児休業 1名  療養休暇 4名  休職 0名  退職 1名  

 ・臨時的任用 2名  非常勤任用 3名     

 

７ その他 

・中学校県駅伝大会出場学校 男子(宮中・古中) 女子(北中・宮中・古中) 

・12月定例市議会(11/25(金)～12/15(木)) 

・令和５年度の学校行事等  一般入試 2/22 中学校卒業式 3/6 合格発表 3/8 

・令和５年度に向けての検討事項 

  ※生徒心得等の見直しについて(中) 男女の区別の表記に留意 

 ※不登校対策について(小中)  

※一人一台の端末の活用について(小中)  

 ※４月中の短縮授業(５時間授業) 働き方改革、低学年の下校への配慮 

・その他 サポートルーム開設(古知野東小 11/14～) 

 

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

△日程第３ 議案第４５号 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 

 

○教育長  日程第３、議案第 45 号、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  利用カードについて、マイナンバーカードでも借りることができると

のことだが、どのように登録するのか。事前に登録が必要なのか。 

〇生涯学習課長  マイナンバーカードによる貸し出しは、いつから行うか、どのよ

うに対応していくかは現在検討中であります。小牧市でも実施しているとのことな

ので、今後、利用者の方にはしっかりと周知していきたいと思います。 

〇山田委員  現在貸し出しカードは 1年ごとの更新が必要であるが、今後の利用カ

ードやマイナンバーカードを利用した場合も、同様に 1年ごとの更新手続きが必要

なのか。 

〇生涯学習課長  更新の期間についてはまだ決定をしておりませんが、利用者の状

況も変わりますので、これから指定管理者と協議していきたいと考えています。 

〇藤田委員  利用カードについて、マイナンバーカードと紐付けされるということ

だが、貸し出し内容がレシートで出てくるものや、カードに借りたものが印字され

るものもあるが、どのようになる予定か。 

〇生涯学習課長  現在、指定管理者から聞いているのは、印字されたものが出てく

るとのことですが、どのような情報が入るかまでは確認はできておりません。 



〇山田委員  第３条で、休館日が以前は第４木曜日だけだったのが、改正に伴い第

２及び第４木曜日になるとのことだが、なぜか。 

〇生涯学習課長  図書館の基本計画を作る際に図書館職員にヒアリング等を行い

ました。その中で読み聞かせ等の様々な図書館の自主事業を行っていくには、月に

1回第４木曜日だけの休みでは準備時間が厳しいとの意見が出ました。現在の図書

館でも厳しい中で、新図書館はイベントホールも併設され、イベントもかなり増え

てくるだろうと想定されることから、基本計画の策定時に休館を月２回に増やすこ

とといたしました。ただ、曜日は変更しない方が良いと判断しましたので、同じ第

２第４木曜日といたしました。 

〇教育長  第４条に「指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、

入館を拒否し、又は退館を命ずることができる」とあり、改正前は「保護者等の付

添いのない未就学児」が対象となっていたが、改正後は削除されている。布袋駅東

複合施設の２階には保健センター等が入るが、そこから３階の図書館へは階段で自

由に入れ、上がった所が児童コーナーになっていると記憶している。そうするとゲ

ートを通らず子どもだけで図書館に入ってくる場合も想定されるが、安全性等は大

丈夫かなのか。 

〇生涯学習課長  ２階の保健センターや子育て支援センターで、保護者がどうして

も子供を見ながらということが難しい場合、子どもだけの入館があるかもしれない

と想定していますが、設備的な対応は難しい部分があることから、職員が対応する

ことになるかと考えますが、内容については指定管理者と検討していきたいと思っ

ています。 

〇教育長  未就学児が勝手に入館できるような状況は非常に困ると思われるので、

安全性が担保されるよう検討をお願いしたい。 

〇生涯学習課長  了解しました。 

〇藤田委員  新しく規定される図書館設備等利用申請書の様式だが、一つの団体が

複数申し込めるようになっているが、1年間分をいくつか申請できるものなのか、

複数年同じ用紙を活用できるものなのか。 

〇生涯学習課長  この設備等とは、iPadや対面朗読室の録音装置、あとは DVD、CD

等となりますが、予約で定期的に活用されることを考え、この様式といたしました。 

〇藤田委員  運用していく中で不都合が出てきたら、変更する可能性はあるのか。 

〇生涯学習課長  基本的に規則を頻繁に変更することは想定してないため、運用の

中で検討していきたいと思います。 

〇教育長  利用日時や利用人数を記載する欄があるということは、申請者が計画的

に使えるよう申請できる様式ということか。 

〇生涯学習課長  定期的な活用ができるような様式としています。 

〇教育長  申請が想定される団体名や設備等はどのようなものか。 

〇生涯学習課長  例えば対面朗読室で録音装置を定期的に使われる等が想定され

ますが、団体名まではすぐお答えできません。 

〇教育長  一年間分でも申請できるのか。 



〇生涯学習課長  一団体が独占できてもいけないと思いますので、運用については

考えてまいります。 

〇教育長  必要であるから今回様式を新たに付け加えると思うが、指定管理者とも

よく検討して欲しい。先ほどのマイナンバーカードに関しても、いよいよあと４ヶ

月で新図書館が開館となるので、市民への周知もしっかり行って欲しい。 

〇山田委員  マイナンバーカードを利用カードとして使えるということについて

は、どのように活用するのか具体的なことがわからないため、検討がとても難しい

ところはある。今後の検討の中で、やめることはあるのか。 

〇生涯学習課長  マイナンバーカードは基本的に利用していくことを考えてます

ので、無くすことはありません。ただ、詳細は詰め切れていない部分がありますの

で、今後、利用者の方には十分に説明をして、混乱がおきないようにしていきたい

と考えています。 

〇山田委員  あと、先ほどの未就学児の件だが、保健センターや子育て支援センタ

ーの利用者でない保護者が、図書館に子どもを置いていく場合を想定して、安全性

が担保されるよう検討をお願いしたい。。 

〇生涯学習課長  了解しました。 

〇教育長  先ほど質問した第４条の対象から「保護者等の付添いのない未就学児」

を外した理由は、２階を利用している保護者と子どもを想定してか。 

〇生涯学習課長  ２階の各部署との連携の中で、子どもは３階の図書館にいて親は

２階で用事を済すことができるという想定の元、第４条の改訂が必要と考えました。 

〇教育長  実際に保護者が未就学児を置いて別の場所へ行くということは多くは

ないと思われるが、敢えて規則を変える必要があるのか、もう一度検討して欲しい。 

〇生涯学習課長  了解しました。 

〇岩田委員  これは規則であるので、細かな運用についてはこれから決めて周知し

ていくことになると思うが、実際は第２号の「その他管理上不適当と認める者」に

該当することで対応できるのではないかと思う。検討することは必要だが運用面で

対応しても良いかと思う。 

〇生涯学習課長  全ての内容を規則に盛り込むことは難しいと思いますので、当然

規則にない部分についてはルール付けして、対応していく必要があると思っていま

す。 

〇教育長  では、規則はこの後採決をとっていくが、今回いくつか質問も出ている

ことから、指定管理者や担当と十分協議してもらい、次回の教育委員会で具体的な

内容について、示してもらいたい。 

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。

議案第 45 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４６号 学校給食費の改定について 

 

○教育長  議案第 46 号、学校給食費の改定についてを議題といたします。事務局

の説明を求めます。 

（学校給食課長 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 46 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４７号 「親子の happy spot ～子どもの育ち相談マルシェ～」の後援名義使

用について 

 

○教育長  議案第 47 号、「親子の happy spot ～子どもの育ち相談マルシェ～」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。 

○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 47 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 江南市議会１２月定例会教育関係予算提案事項について 

 

○教育長  協議題、江南市議会１２月定例会教育関係予算提案事項についてを協議

いたします。事務局の説明を求めます。 

（教育部長 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  12月議会で公民館維持運営事業においてガス使用料を補正計上すると

のことだが、対象施設が古知野北公民館だけなのか。 

〇生涯学習課長  古知野北公民館は新しい施設で、空調施設がガスを熱源としてお

り、現在の光熱費高騰に伴いガス使用料が今後不足を生じる可能性があることから、

今回補正しています。 

〇教育長  他の公民館では補正の必要はないのか。 

〇生涯学習課長  他の公民館は電気が熱源となっており、電気代につきましては９



月補正で計上いたしましたので、今回はガス使用料の補正を計上しています。 

 

○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。

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．江南市新学校給食センター整備等事業要求水準書（案）について 

 

２．「第５１回江南市２０歳の集い」について 

                    

３．江南市立図書館のロゴマーク投票結果について 

 

４．江南市立図書館指定管理者支援金支給要綱の制定について 

 

５．江南市国際交流協会補助金交付要綱の一部改正について 

                    

６．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 

                    

７．市教育委員会事務局各課１２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 12月定例会を閉会いたします。 

 

 午前 11時 15分  閉 会  


