
碧南市教育委員会６月定例会議事日程表 

令和３年６月２４日（木） 

                          午後２時～  

                          市役所 ４階 庁議室 

 
１ 開会の辞 
 
２ 教育長報告 
 
３ 前回会議録の承認について 
 
４ 議  案 

 (1) 報告事項 

ア  要保護・準要保護児童生徒の認定について           （資料１） 

    （庶務課） 

イ  令和３年度小中学校の研究主題について           （資料２） 

  （学校教育課） 

ウ 碧南市生涯学習推進計画の改定について           （資料３） 

  （生涯学習課） 

エ 碧南市教育委員会附属機関の委員について           （資料４） 

     (各課) 

(3) その他 

ア 各課報告 

イ ７月定例会  ７月２９日（木）午後２時より 碧南市役所７階 議員大会議室 

５ 閉会の辞 



資料１

　報告事項ア　要保護・準要保護児童生徒の認定について（庶務課）

　令和３年度　就学援助　要保護・準要保護児童生徒の認定審査結果について

年度当初の新規申請、継続申請

　１　認定（却下）日
令和３年４月１日

　２　申請世帯について （）内は前年度
新規 80 (65) 世帯  （うち要保護 1 (0) 世帯）
継続 296 (289) 世帯  （うち要保護 3 (7) 世帯）
合計 376 (354) 世帯  （うち要保護 4 (7) 世帯）

申請者数小学生 341 (344) 名　／ 中学生 212 合計 553

　３　認定及び却下状況について （）内は前年度
(1) 認定状況

新規 52 (36) 世帯
継続 257 (255) 世帯
合計 309 (291) 世帯

認定者数小学生 266 (279) 名　／ 中学生 186 合計 452

(2) 却下状況
新規 21 (19) 世帯
継続 18 (21) 世帯
合計 39 (40) 世帯    

却下者数小学生 42 (40) 名　／ 中学生 14 合計 56

(3) 再審査状況
新規 7 (10) 世帯 （所得未申告3世帯、課税証明書発行待ち4世帯、

　審査保留0世帯）
継続 21 (13) 世帯 （所得未申告20世帯、課税証明書発行待ち1世帯、

　審査保留0世帯）
合計 28 (23) 世帯

再審査者数 小学生 33 (25) 名　／ 中学生 12 合計 45(11)名 (36)名

(188)名 (532)名

(157)名 (436)名

(20)名 (60)名
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資料２ 
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報告事項イ 令和３年度小中学校の研究主題について（学校教育課） 

令和３年度 小学校・中学校研究主題 

学校名 指定等 研究主題  －副題－ 備考 

新川小学校 自主 豊かな心と共に生きる力を育む 新小っ子の育成 継続 

中央小学校 自主 
未来に向かって主体的にチャレンジする児童の育成 

－地域に携わる人々の話を聞く取り組みを通して－ 
新規 

大浜小学校 自主 

豊かな心をもつ浜っ子の育成 

―役割と責任を果たし、自己有用感を高める活動を通し

て― 

継続 

棚尾小学校 市指定 

ひと・もの・こととかかわって学び、考えを深める棚尾

っ子の育成 

―棚小３つのＴを手だてとして― 

継続 

日進小学校 市指定 

豊かな心をもち 他者と共によりよく生きる子どもの 

育成 

―家庭・地域社会との連携を通して― 

継続 

鷲塚小学校 自主 関わり合いを通して、学びを楽しむ授業づくり 継続 

西端小学校 自主 
共に学び 共に伸びる子 

―確かな道徳性の確立を目指して― 
継続 

新川中学校 自主 
互いのよさを認め、前向きに生きようとする生徒の育成 

―主体的・対話的で深い学びの実践を通して― 
継続 

中央中学校 自主 

学びを楽しむ生徒を育てる 

―主体的・対話的で深い学びを生み出す単元の工夫を通

して― 

継続 

南 中学校 市指定 

積極的なコミュニケーション活動を通して、自己の考え

を深める生徒の育成 

―なっぴータイムを土台とした授業づくり― 

継続 

東 中学校 自主 
豊かな心をもち 互いに響きあう生徒の育成 

―ともに考え、語り、学びあう活動を通して― 
継続 

西端中学校 自主 
主体的に学び、心豊かにたくましく生きる生徒の育成 

―主体的・対話的で深い学びのある授業を目指して― 
継続 

 



資料３ 
 

3 

 

報告事項ウ 碧南市生涯学習推進計画の改定について（生涯学習課） 

 

１ 計画改定の目的 

  本市では平成１３年に策定した「碧南市生涯学習推進計画」を、平成２３年に第２次計画とし

て見直しを行い、生涯学習施策の推進に取り組んできたところである。令和３年度が現行計画の

最終年度であるため、改めて施策の評価や見直しを行い計画の改定を行う。 

２ 計画の位置付け 

 本計画は、「第６次碧南市総合計画」を上位計画とし、生涯学習に関わる様々な分野に 

わたる総合的な計画であり、令和４年度から令和１３年度までの１０ヶ年計画とする。 

３ 策定部会 

会長を教育部長とし、委員は計画策定に関連する課等の長とし、年間数回の策定部会を開催す

る。 

  部会員の予定は以下のとおり 

１ 会長 教育部長 

２ 会員 経営企画課長 

３ 〃 地域協働課長 

４ 〃 福祉課長 

５ 〃 こども課長 

６ 〃 高齢介護課長 

７ 〃 健康課長 

８ 〃 庶務課長 

９ 〃 学校教育課長 

１０ 〃 文化財課長 

１１ 〃 スポーツ課長 

１２ 〃 水族館長 

４ 今後の改定スケジュール（案） 

３年 ６月 ・教育委員会議にて方針説明 

７月 ・市民アンケート調査（1,000件） 

９月 ・市民アンケート結果に基づき計画の改定について検討 

      (アンケート調査はインターネット回答を可とし、ＡＩ－ＯＣＲにて集計する。） 

      ・素案を作成 

    １０月 ・策定部会で内容検討・修正（２回程度開催） 

    １２月 ・教育委員会議で協議 



資料３ 
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４年 １月 ・改定計画案作成 

   ２月 ・部会報告 

 ・パブリックコメントの実施 

３月 ・社会教育委員会議で協議 

      ・教育委員会議で承認 

   ３月 ・計画の決定 

５ 予算措置 

  令和３年度一般会計 １０款５項１目７－１ 碧南市生涯学習推進計画改定事業 

  １１節役務費 １６０千円（アンケート 1,000通分、返信を含む） 

６ 他市の策定状況 

市名 碧南市 刈谷市 安城市 西尾市 知立市 高浜市 

現行計

画 

第２次 

碧南市生涯

学習推進計

画 

第３次 

刈谷市生涯

学習推進計

画 

第４次 

安城市生涯

学習推進計

画 

西尾市生涯

学習推進計

画 

知立市生涯

学習推進計

画 

高浜市生涯

学習基本構

計画（後期

） 

策定年

月 
H24.4 H27.3 R3.4 H25.4 H10.4 H30.3 

期間年

度 
H24～R3 H27～R6 R3～R7 H25～R4 不明 H30～R3 

７ 議会への報告  

  令和４年２月１５日開催の総務文教部会へ報告予定  

 



資料４   

報告事項エ　碧南市教育委員会附属機関の委員について（各課）

審議会等 所管課

1 碧南市まなびさぽーと資金支給審査会委員 庶務課

2 碧南市学校給食センター運営審議会委員 庶務課

3 碧南市教育支援委員会委員 学校教育課

4 碧南市いじめ問題専門委員会 学校教育課

5 碧南市社会教育委員 生涯学習課

6 碧南市公民館運営審議会委員 生涯学習課

7 碧南市図書館協議会委員 文化創造課

8 碧南市芸術文化ホール指定管理者審査委員会委員 文化創造課

9 碧南市文化財保護審議会委員 文化財課

10 碧南市スポーツ推進審議会委員 スポーツ課

11 碧南市学校施設開放運営審議会委員 スポーツ課

12 碧南市スポーツ推進委員会委員 スポーツ課

13 碧南海浜水族館協議会委員 海浜水族館

14 碧南市藤井達吉現代美術館協議会委員 藤井達吉現代美術館

碧南市学校医・学校歯科医・学校薬剤師 学校教育課
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資料４

碧南市教育委員会附属機関の委員一覧　（Ｒ3.6.1現在）

１　碧南市まなびさぽーと資金支給審査会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

会長 鈴木　尚哉 碧南高等学校長 識見を有する者 ※

鈴木　政枝 碧南市主任児童委員代表 識見を有する者

脇門　美佐 中央中学校ＰＴＡ会長 識見を有する者 ※

副会長 山田　忍 西端中学校長 中学校長 ※

加藤　智子 中央中学校長 中学校長 ※

小澤　徹 学校教育課長 識見を有する者

任期：２年（令和３年４月１日～令和５年３月３１日）

根拠条例等：碧南市まなびさぽーと資金支給に関する条例

担当課：庶務課

２　碧南市学校給食センター運営審議会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

水野　浩平 衣浦東部保健所　課長 有識者 ※

会長 板倉　尚子 学校保健会　会長 有識者

三島　知彦 学校保健会　歯科医部会代表 有識者

石川　順也 学校保健会　薬剤師部会長 有識者

奥谷　麻紀 給食主任会代表 有識者 ※

磯貝　寛尚 南中学校ＰＴＡの役員 ＰＴＡの役員 ※

小林　清彦 新川小学校ＰＴＡの役員 ＰＴＡの役員 ※

立花　明徳 西端小学校長 学校の長 ※

加藤　誠 新川中学校長 学校の長 ※

多田　宏明 中央小学校長 学校の長 ※

石川　政仁 大浜小学校長 学校の長 ※

小島　広明 日進小学校長 学校の長

生田　弓恵 西端幼稚園長 学校の長 ※

任期：２年（令和３年４月１日～令和５年３月３１日）

根拠条例等：碧南市学校給食センターの設置に関する条例

担当課：庶務課
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資料４

３　碧南市教育支援委員会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

会長 板倉　尚子 碧南市学校保健会会長 市内の医師

飯塚　一裕 愛知教育大学特別支援教育講座准教授識見を有する者

神本　聰 にしお特別支援学校長 学校の長 ※

杉浦　かおり 棚尾小学校長 学校の長

石橋　渉 南中学校長 学校の長 ※

生田　弓恵 西端幼稚園長 幼稚園の長 ※

鈴木佳代子 羽久手保育園長 保育園の長 ※

牧野　昭彦 碧南市手をつなぐ育成会会長 関係団体の代表者

彦坂　幸子 鷲塚小学校教諭 関係団体の代表者 ※

伊藤　秀一郎 中央中学校教諭 関係団体の代表者

長谷川和美 碧南市家庭児童相談員 関係行政機関の職員 ※

二宮　直樹　 碧南市臨床心理相談員 市の職員

任期：１年（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

根拠条例等：碧南市教育支援委員会規程

担当課：学校教育課

４　碧南市いじめ問題専門委員会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

三宅　大輝 愛知県弁護士会 弁護士

定塚　甫 愛知県医師会 医師（精神科医）

坪田　祐季 愛知県臨床心理士会 臨床心理士

山下　晋 岡崎女子短期大学幼児教育学科教授 学識経験者

中尾　啓二 刈谷児童相談センター児童育成課長 児童相談センター職員 ※

任期：２年（令和２年４月１日～令和４年３月３１日）

根拠条例等：碧南市いじめの防止等のための組織に関する条例

担当課：学校教育課

５　碧南市社会教育委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

会長 加藤　榮治 学識経験者 学識経験者

副会長 清水　ヨシエ 学識経験者 学識経験者

伊藤　利和 文化財保護審議会代表 社会教育の関係者

榊原　健 碧南市スポーツ協会代表 社会教育の関係者

杉浦　晴太郎 (社)碧南青年会議所代表 社会教育の関係者 ※

磯貝　昌宏 青少年育成市民会議代表 家庭教育の向上に資する活動を行う者 ※

岩間　松代 碧南文化協会代表 社会教育の関係者

髙木　洋和 ＰＴＡ連絡協議会代表 学校教育の関係者 ※

立花　明徳 校長会代表（西端小学校） 学校教育の関係者 ※

任期：２年（令和２年４月１日～令和４年３月３１日）

根拠条例等：碧南市社会教育委員に関する条例

担当課：生涯学習課
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資料４

６－１　碧南市立中央公民館運営審議会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

会長 加藤　榮治 学識経験者 学識経験者

副会長 清水　ヨシエ 学識経験者 学識経験者

伊藤　利和 文化財保護審議会代表 社会教育の関係者

榊原　健 碧南市スポーツ協会代表 社会教育の関係者

杉浦　晴太郎 (社)碧南青年会議所代表 社会教育の関係者 ※

磯貝　昌宏 青少年育成市民会議代表 家庭教育の向上に資する活動を行う者 ※

岩間　松代 碧南文化協会代表 社会教育の関係者

髙木　洋和 ＰＴＡ連絡協議会代表 学校教育の関係者 ※

立花　明徳 校長会代表（西端小学校） 学校教育の関係者 ※

任期：１年（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

根拠条例等：碧南市立公民館の設置及び管理に関する条例

担当課：生涯学習課

６－２　碧南市立新川公民館運営審議会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

会長 村松　昭一 地区連絡委員（正幹事） 地域の活動を行う者 ※

副会長 杉浦　　修 地区連絡委員（副幹事） 地域の活動を行う者 ※

鍔本　志保 新川小学校ＰＴＡ副会長 学校教育の関係者 ※

平井　博子 新川中学校ＰＴＡ副会長 学校教育の関係者 ※

榊原　俊一 青少年育成推進委員会副会長 社会教育の関係者 ※

富田　真由美 スポーツ推進委員代表 社会教育の関係者

宇野　武雄 高齢者教室代表 地域の活動を行う者 ※

杉浦　義隆 民生児童委員代表 地域の活動を行う者

板倉　直行 おやじの会代表 地域の活動を行う者

渡邊　裕司 新川校区（子ども会）育成連絡協議会会長 家庭教育の向上に資する活動を行う者 ※

荒井　秋男 体育センター利用者代表 地域の活動を行う者

水谷　真弓 公民館利用者団体代表 地域の活動を行う者 ※

杉浦　街子 公民館利用者団体代表 地域の活動を行う者 ※

鈴木　裕 新川小学校長 学校教育の関係者

加藤　誠 新川中学校長 学校教育の関係者 ※

任期：１年（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

根拠条例等：碧南市立公民館の設置及び管理に関する条例

担当課：生涯学習課
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資料４

６－３　碧南市立中部公民館運営審議会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

会長 加藤　惠一 地区連絡委員（正幹事） 地域の活動を行う者  ※

副会長 樅山　建 地区連絡委員（副幹事） 地域の活動を行う者  ※

杉浦　由雄 地区連絡委員（会計） 地域の活動を行う者  ※

杉浦　哲夫 地区連絡委員（中山区副区長） 地域の活動を行う者  ※

加藤　靖之 中央中学校ＰＴＡ副会長 学校教育の関係者  ※

竹内　陽子 中央小学校ＰＴＡ副会長 学校教育の関係者  ※

筒井　里美 スポーツ推進委員代表 社会教育の関係者

杉浦　友則 青少年育成推進員代表 社会教育の関係者  ※

生田　深雪 青少年育成推進員代表 社会教育の関係者  ※

三島　博 老人クラブ代表 地域の活動を行う者

石川　君子 民生児童委員代表 地域の活動を行う者

奥谷　明美 婦人部代表（中山区） 地域の活動を行う者  ※

公民館利用団体代表 地域の活動を行う者

加藤　智子 中央中学校長 学校教育の関係者  ※

多田　宏明 中央小学校長 学校教育の関係者

任期：１年（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

根拠条例等：碧南市立公民館の設置及び管理に関する条例

担当課：生涯学習課

６－４　碧南市立大浜公民館運営審議会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

会長 内山　茂広 地区連絡委員（正幹事） 地域の活動を 行う者  ※

副会長 平松　徳一 地区連絡委員（副幹事） 地域の活動を 行う者  ※

磯貝　昭治 地区連絡委員（会計） 地域の活動を 行う者  ※

深田　博子 南中学校ＰＴＡ代表 学校教育の関係者  ※

杉浦　紀政 老人クラブ代表 地域の活動を 行う者

三田　恒夫 民生児童委員代表 地域の活動を 行う者

杉浦　恭子 スポーツ推進委員代表 社会教育の関係者

石川　達広 青少年育成推進員 社会教育の関係者  ※

榊原　正子 青少年育成推進員 社会教育の関係者  ※

三浦　朱子 婦人部代表（上区） 地域の活動を 行う者  ※

榊原　幸子 婦人部代表（中区） 地域の活動を 行う者  ※

角谷　峰子 婦人部代表（下区） 地域の活動を 行う者  ※

加藤　守 大浜子ども会代表 家庭教育の向上に資する活 動を行う者  ※

石橋　渉 南中学校長 学校教育の関係者  ※

石川　政仁 大浜小学校長 学校教育の関係者  ※

任期：１年（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

根拠条例等：碧南市立公民館の設置及び管理に関する条例

担当課：生涯学習課
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資料４

６－５　碧南市立棚尾公民館運営審議会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

会長 岩間　正満  地区連絡委員（副幹事） 地域の活動を行う者 ※

永坂　龍哉  地区連絡委員（正幹事） 地域の活動を行う者 ※

副会長 斉藤　直樹  地区連絡委員（会計） 地域の活動を行う者 ※

山田　淳二  南中学校ＰＴＡ副会長 学校教育の関係者 ※

角谷　秀樹  棚尾小学校ＰＴＡ会長 学校教育の関係者 ※

三島　淳志  市青少年育成推進員代表 社会教育の関係者 ※

平岩　廣一郎  民生児童委員代表 地域の活動を行う者

中根　堅太郎  老人クラブ代表 地域の活動を行う者

岩瀬　弘朋  子ども会育成会代表 家庭教育の向上に資する活動を行う者 ※

永坂　暁美  日赤棚尾地区代表 地域の活動を行う者 ※

角谷　和子  利用者団体代表 地域の活動を行う者

井上　浩之  スポーツ推進委員代表 社会教育の関係者

杉浦　千代美  文化協会代表 社会教育の関係者 ※

小笠原　孝司  棚尾まちおこしの会会長 地域の活動を行う者

杉浦　かおり  棚尾小学校長 学校教育の関係者

任期：１年（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

根拠条例等：碧南市立公民館の設置及び管理に関する条例

担当課：生涯学習課

６－６　碧南市立鷲塚公民館運営審議会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

会長 神谷　吉春 地区連絡委員（鷲塚連区町内会長） 地域の活動を行う者 ※

副会長 山田　秀司 地区連絡委員（鷲塚連区町内会副会長） 地域の活動を行う者 ※

岡部　雅彦 地区連絡委員（荒子町内会長） 地域の活動を行う者 ※

吉川　辰夫 地区連絡委員（鷲塚住宅自治会長） 地域の活動を行う者

伊藤　浩文 鷲塚小学校ＰＴＡ副会長 学校教育の関係者 ※

片山　裕隆 東中学校PTA会計 学校教育の関係者 ※

河原　秀五 老人クラブ代表（鷲塚再青会会長） 地域の活動を行う者

小田　直樹 民生児童委員 地域の活動を行う者

稲垣　武夫 青少年育成推進員 社会教育の関係者 ※

石井　さおり 青少年育成推進員 社会教育の関係者 ※

米津　佐知子 連区子ども会会長 家庭教育の向上に資する活動を行う者 ※

倉田　恵理子 利用者団体代表 団体の代表者

榊原　節子 スポーツ推進委員 社会教育の関係者

長谷　栄次 東中学校長 学校教育の関係者

原田　朋浩 鷲塚小学校長 学校教育の関係者 ※

任期：１年（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

根拠条例等：碧南市立公民館の設置及び管理に関する条例

担当課：生涯学習課
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資料４

６－７　碧南市立日進公民館運営審議会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

会長 杉浦　功一郎 地区連絡委員(日進連区連区長) 地域の活動を行う者 ※

髙山　弘昌 地区連絡委員(日進連区副連区長) 地域の活動を行う者 ※

山中　一馬 地区連絡委員(日進連区会計) 地域の活動を行う者 ※

小笠原　光一 前年度地区連絡委員(前年度日進連区連区長) 地域の活動を行う者

竹中　幹男 前年度地区連絡委員(前年度日進連区副連区長) 地域の活動を行う者

鈴木　千恵美 民生児童委員代表 地域の活動を行う者 ※

今井　繁 伏見屋寿会会長 地域の活動を行う者 ※

杉浦　宏明 日進小学校ＰＴＡ会長 学校教育の関係者 ※

鈴木　章博 日進中部子ども会育成会会長 家庭教育の向上に資する活動を行う者 ※

石橋　慶憲 青少年育成推進員代表 社会教育の関係者 ※

髙橋　文子 スポーツ推進委員代表 社会教育の関係者

石川　鋲作 利用者団体代表 地域の活動を行う者

木村　里依子 公民館友の会代表 地域の活動を行う者

小関　和夫 つながりのわ日進みらいの会代表 地域の活動を行う者

小島　広明 日進小学校長 学校教育の関係者

任期：１年（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

根拠条例等：碧南市立公民館の設置及び管理に関する条例

担当課：生涯学習課

６－８　碧南市立西端公民館運営審議会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

会長 杉浦　正伸 地区連絡委員（正幹事） 地域の活動を行う者

原田 均 地区連絡委員（副幹事） 地域の活動を行う者 ※

杉浦　絹代 民生児童委員代表 地域の活動を行う者

伊藤　大三 青少年育成推進員代表 社会教育の関係者 ※

小林　路史 青少年育成推進員代表 社会教育の関係者 ※

松山　春江 西端中学校ＰＴＡ副会長 学校教育の関係者 ※

橋本　夏季 西端小学校ＰＴＡ副会長 学校教育の関係者 ※

長谷川　哲巳 西端おやじの会 地域の活動を行う者

堤　幸喜 スポーツ推進委員代表 社会教育の関係者

野上　未季 子ども会育成会代表 家庭教育の向上に資する活動を行う者 ※

杉浦　徳夫 老人クラブ代表 地域の活動を行う者 ※

渡辺　明博 前地区連絡委員代表 地域の活動を行う者

副会長 山田　忍 西端中学校長 学校教育の関係者

立花　明徳 西端小学校長 学校教育の関係者

任期：１年（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

根拠条例等：碧南市立公民館の設置及び管理に関する条例

担当課：生涯学習課
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資料４

７　碧南市図書館協議会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

会長 宮本　美枝子 学識経験者 学識経験者

浅井　久夫 学識経験者 学識経験者

加藤　智子 中央中学校校長 学校教育の関係者 ※

角谷　竹虎 学識経験者 学識経験者 ※

角谷　千佳子 社会教育の関係者 社会教育の関係者

杉浦　正勝 社会教育の関係者 社会教育の関係者

神谷　俊幸 碧南文化協会理事 社会教育の関係者

杉浦　卓郎 碧南の図書館友の会会長 社会教育の関係者

山内　えりか 青少年育成推進委員代表 家庭教育の向上に資する活動を行う者

江渡　竜一 ＰＴＡ連絡協議会 学校教育の関係者 ※

任期：２年（令和２年４月１日～令和４年３月３１日）

根拠条例等：碧南市民図書館設置及び管理に関する条例

担当課：生涯学習課

８　碧南市芸術文化ホール指定管理者審査委員会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

委員長 清水　裕之 岡崎市民会館芸術監督元名古屋大学専攻教授 学識経験者

伴野　義雄 伴野会計事務所所長 学識経験者・会計士

籾山　勝人 長久手市くらし文化部文化の家事務局長　 学識経験者

石川　善博 碧南文化協会事務局長 市民の代表

杉　多鶴 公募 市民の代表

宮本　美枝子 図書館協議会委員長 市民の代表

奥谷　直人 碧南市総務部長 市職員

根拠条例等：碧南市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

担当課：生涯学習課

９　碧南市文化財保護審議会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

会長 浅井　久夫 学識経験者 識見を有する者

副会長 杉浦　明 学識経験者 識見を有する者

曲田　浩和 大学教授 識見を有する者

岩田　敏也 工専講師 識見を有する者

伊藤　利和 学識経験者 識見を有する者

石川　博章 大学教授 識見を有する者 ※

木村　哲順 僧侶 識見を有する者 ※

野村　清尚 学識経験者 識見を有する者 ※

任期：２年（令和２年４月１日～令和４年３月３１日）

根拠条例等：碧南市文化財保護条例

担当課：文化財課

任期：３年（上段５名　平成３１年２月１日～令和４年１月３１日・下段２名　令和３年４月１日～令和６年３月３１日）
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資料４

１０　碧南市スポーツ推進審議会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

会長 伴野　義雄 碧南市スポーツ協会理事長 碧南市体育協会の代表

副会長 井上　浩之 碧南市スポーツ推進委員会委員長 碧南市スポーツ推進委員会の代表

松本　佳久 碧南市医師会理事 碧南市医師会の代表

鈴木　尚哉 碧南高等学校長 高等学校長の代表 ※

長谷　栄次 東中学校長 小中学校長の代表

原田　均 連絡委員幹事会旭地区副幹事 連絡委員幹事会の代表 ※

糟谷　克徳 新川公民館長 公民館の代表

竹内　友二 子ども会育成連絡協議会副会長 子ども会育成連絡協議会の代表

榊原　満 碧南市レクリエーション協会副会長 碧南市レクリエーション協会の代表

岡田　一穂 碧南市スポーツ少年団副本部長 碧南市スポーツ少年団の代表

加藤　友子 テニス協会 識見を有する者

鈴木　哲夫 バレーボール協会 識見を有する者

鈴木　和代 卓球協会 識見を有する者

飯野　裕子 バドミントン協会 識見を有する者

任期：２年（令和２年４月１日～令和４年３月３１日）

根拠条例等：碧南市スポーツ推進審議会条例

担当課：スポーツ課

１１　碧南市学校施設開放運営審議会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

加藤　誠 新川中学校長 開放施設校の校長 ※

副会長 多田　宏明 中央小学校長 開放施設校の校長 ※

石川　政仁 大浜小学校長 開放施設校の校長 ※

原田　朋浩 鷲塚小学校長 開放施設校の校長 ※

山田　忍 西端中学校長 開放施設校の校長

鈴木　尚哉 碧南高等学校長 開放施設校の校長 ※

谷澤　安彦 碧南工科高等学校長 開放施設校の校長 ※

会長 伴野　義雄 碧南市スポーツ協会理事長 識見を有するもの

井上　浩之 碧南市スポーツ推進委員会委員長 スポーツ推進委員

今氏　靖浩 バスケットボール協会 社会教育関係団体の代表者 ※

杉浦　行一 少年野球育成連盟 社会教育関係団体の代表者

石川　いづみ バレーボール協会 社会教育関係団体の代表者

岡田　一穂 碧南空手道会 社会教育関係団体の代表者

近藤　美孝 碧南市サッカー協会 社会教育関係団体の代表者

任期：１年（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

根拠条例等：碧南市学校施設開放運営審議会条例

担当課：スポーツ課
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資料４

１２　碧南市スポーツ推進委員会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

守田　幸子 新川小学校区

安面　潤子 〃

鈴木　国泰 〃

富田真由美 〃

古久根啓志 中央小学校区

杉浦　民生 〃

副委員長 松本志津代 〃

筒井　里美 〃

深津　仁美 大浜小学校区

杉浦　恭子 〃

山中　昭利 〃

杉浦　速太 〃 ※

永田　正峻 大小教諭 〃

加藤千代子 棚尾小学校区

委員長 井上　浩之 〃

磯貝美由紀 〃

齋藤　秀敏 〃

高橋　文子 日進小学校区

杉浦　利之 〃

稲垣　正美 〃

大河内　哲 〃

小塚　義浩 日小教諭 〃 ※

榊原　節子 鷲塚小学校区

池田　定史 〃

副委員長 岡部　茂也 〃

杉浦　理恵 〃

杉浦　秀樹 西端小学校区

杉浦ちどり 〃

原田　麻弓 〃

堤　　幸喜 〃

任期：２年（令和２年４月１日～令和４年３月３１日）

根拠条例等：碧南市スポーツ推進委員に関する規則

担当課：スポーツ課
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資料４

１３　碧南海浜水族館協議会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

会長 長谷　栄次 東中学校長 学校関係者 ※

副会長 小島　広明 日進小学校長 学校関係者 ※

小澤　　徹 学校教育課長 学校関係者

高松　陽子 碧南海浜水族館運営研究会議　代表 学校教育関係者

上田　章子 文化協会　代表 社会教育関係者

浅井　久夫 文化財保護審議会　代表 社会教育関係者 ※

森 　一城 幼小中ＰＴＡ連絡協議会 代表 社会教育関係者 ※

水野　裕子 碧南市民間保育園園長会　代表
家庭教育の向上に資する活
動を行う者

長谷川哲巳 おやじの会　代表
家庭教育の向上に資する活
動を行う者

宮原　英明 元中学校長 学識経験のある者

堀　　竜治 株式会社JERA碧南火力発電所　副所長 学識経験のある者

阿知波　英明 元愛知県水産試験場本場　場長 学識経験のある者

任期：２年（令和３年４月１日～令和５年３月３１日）　※PTA代表は１年

根拠条例等：碧南海浜水族館の設置及び管理に関する条例

担当課：海浜水族館

１４　碧南市藤井達吉現代美術館協議会委員

役職 氏名 所属団体等 選出基準 新任※

会長 平岩　統一郎 学識経験者

鈴木　並生 碧南商工会議所会頭

菅沼　正則 碧南文化協会代表

浅井　久夫 碧南市文化財保護審議会会長

永坂　幸子 碧南市女性団体連絡協議会代表

永坂　龍哉 碧南市連絡委員幹事会代表幹事 ※

金原　宏行 元豊橋市美術博物館館長

吉田　俊英 四日市市立博物館館長

江本　菜穂子 名古屋造形大学・大学院特任教授  ※

立花　明徳 小中学校長会会長（西端小学校校長） ※

任期：２年（令和３年４月１日～令和５年３月３１日）

根拠条例等：碧南市藤井達吉現代美術館の設置及び管理に関する条例

担当課：藤井達吉現代美術館
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令和３年度碧南市学校医・学校歯科医・学校薬剤師 

 役職名 
令和３年度 

委嘱者名 

 

 役職名 
令和３年度 

委嘱者名 

新
川
小
学
校 

学校医 小林 学 

新
川
中
学
校 

学校医 原田 公 

学校医 板倉尚子 学校医 坂部慶幸 

学校医 楡 孝子 学校医  楡 孝子 

学校医 宮崎貴志 学校医 宮崎貴志 

学校歯科医 杉浦和明 学校歯科医 伊藤正幸 

学校歯科医 杉浦龍一 学校歯科医 石川義人 

学校薬剤師 榊原利幸 学校薬剤師 片伯部裕樹 

中
央
小
学
校 

学校医 杉浦時雄  

中
央
中
学
校 

学校医 杉浦  潤 

学校医 杉浦勇人 学校医 平岩紀子 

学校医 平岩紀子 学校医 奥田雪雄 

学校医 藤浦一喜 学校歯科医 長田 明 

学校歯科医 永坂直哉 学校薬剤師 長田妙子 

学校歯科医 小林昭彦 

南
中
学
校 

学校医 上平知子 

学校薬剤師 武光隆史 学校医 加藤丈博 

大
浜
小
学
校 

学校医 杉浦晴彦 学校医 田中浩人 

学校医 山路和孝 学校医 奥田雪雄 

学校医 田中浩人 学校歯科医 小川 譲 

学校医 奥田雪雄 学校歯科医 齋藤英延 

学校歯科医 三島知彦 学校薬剤師 下村美幸 

学校歯科医 鈴木健三 

東
中
学
校 

学校医 粟田聡子 

学校薬剤師 榊原亜梨左 学校医 茂木仁志 

 

棚
尾
小
学
校 

学校医 長田和久 学校医 平岩紀子 

学校医 小町昭彦 学校医 宮崎貴志 

学校医 田中浩人 学校歯科医 宮地秀憲 

学校医 奥田雪雄 学校歯科医 小林正人 

学校歯科医 杉浦宏樹 学校薬剤師 岩瀬雅英 

学校歯科医 小澤 誠 
西
端
中
学
校 

学校医 髙原 理 

学校薬剤師 石川順也 学校医 楡 孝子 

日
進
小
学
校 

学校医 山中寛紀 学校医 藤浦一喜 

学校医 田中浩人 学校歯科医 鶴田明男 

学校医 宮崎貴志 学校薬剤師 岡部奈菜 

学校歯科医 林 直樹 
新川 

幼稚園 

園医 板倉尚子 

学校薬剤師 奥村晋平 園歯科医 篠田 了 

鷲
塚
小
学
校 

学校医 西中康人 園薬剤師 榊原利幸 

学校医 堀尾  
中央 
幼稚園 

園医 西中康人 

学校医 平岩紀子 園歯科医 三島知彦 

学校医 藤浦一喜 園薬剤師 武光隆史 

学校歯科医 浅井健太郎 
大浜 

幼稚園 

園医 杉浦晴彦 

学校歯科医 中根逸朗 園歯科医 水野博史 

学校薬剤師 山本総一郎 園薬剤師 下村美幸 

西
端
小
学
校 

学校医 髙原 理 
棚尾 
幼稚園 

園医 粟田聡子 

学校医 生田 譲 園歯科医 宮地秀憲 

学校医 楡 孝子 園薬剤師 石川順也 

学校医 藤浦一喜 
西端 

幼稚園 

園医 小林 学 

学校歯科医 杉浦 琢 園歯科医 鶴田明男 

学校歯科医 林 直樹  園薬剤師 森 文彦 

学校薬剤師 森 文彦 
 


