
碧南市教育委員会９月定例会議事日程表 
 

令和４年９月１５日（木） 

午後２時～ 

碧南市役所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) 協議事項 

  ア 碧南市教育委員会教育長職務代理者の指名について  （資料なし） 

    （庶務課） 

  イ 令和５年度学校教育予算に関する要望書について  （資料１） 

    （学校教育課） 

(2) 報告事項 

 ア 令和５年成人の日における記念事業「二十歳を祝う会」の開催について 

（生涯学習課）      （資料２） 

 (3) その他 

ア 各課報告 

イ １０月定例会 １０月２０日（木）午後２時から 碧南市役所４階 庁議室 

 

５ 閉会の辞 
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令和５年度学校教育予算に関する要望書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

碧南市小中学校長会 

 

 

 

協議事項イ 令和５年度学校教育予算に関する要望書について  

資料１  
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令和４年９月１５日 

碧南市長 

禰冝田 政信 様 

碧南市小中学校長会会長 

多田 宏明 

 

令和５年度学校教育予算に関する要望について 

 

貴職におかれましては、平素より碧南市の学校教育の充実と振興のため、格別のご

理解とご高配を賜り、深く感謝申し上げます。 

 学校教育予算につきまして、財政事情の厳しい中、令和元年度に各教室にエアコン

を設置していただき、令和２年度にはＧＩＧＡスクール構想に伴い児童生徒一人１台

のタブレットを整備していただけました。昨年度はさらにＩＣＴ支援員を配置してい

ただき、教員が安心してタブレットを授業で活用できる環境が整いつつあります。ま

た昨年の学校用携帯電話の整備に続き、今年から留守番電話の設置をしていただき、

教職員の業務軽減に役立っています。さらに今年は養護教諭非常勤講師を２名配置し

ていただき、児童生徒への対応および各種検診やその記録への対応など負担軽減がな

されています。他にも、小学校使用教材「英語の学習」をはじめとする各種教材の補

助事業、小中学校スクールヘルパー派遣事業、外国人児童生徒支援事業、少人数指導

授業推進事業、中学校生徒指導対応充実事業など継続していただいています。特に小

学校スクールアシスタント派遣事業については他に類を見ない充実ぶりで、アシスタ

ントさんたちのきめ細やかな対応に、職員だけでなく、子どもたち自身が大いに支え

られています。このように多くの学校現場の要望を聞き入れていただき予算措置をい

ただいていることに対して深く感謝申し上げます。 

 本年度も新型コロナウイルス感染防止に努めながら学校生活を行っています。３年

ぶりにプール指導を行うなど、少しずつ以前の状況に戻りつつあります。引き続き児

童生徒の確かな学力や生きる力を育むとともに、保護者や地域に信頼される教育を推

進し碧南市の教育をさらに充実発展させるために、令和５年度予算においても格別の

ご高配を賜りますようお願い申し上げます。 
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令和５年度学校教育予算要望事項  

令和４年８月４日 

                               碧南市小中学校長会 

  令和５年度の学校予算要望をいたします。   

まず、次の４点の事業について令和５年度の実施を強く要望いたします。 

・碧南市の教育を充実させるために人的配置をしていただきたい事項 

 ① きめ細やかな指導対応教員の配置拡大  

   １、２年生で１学級３０人以上になる学年に配置されている市の少人数非常勤講

師は、子どもたちが正しい学習習慣や生活習慣を身につけることについて大きな成

果を上げています。３年生以上では、県の少人数対応教員または非常勤講師での対

応となっていますが、３５人学級の段階的な実施に伴い、県の少人数対応教員の配

置数が減少しています。３年生以上でも、きめ細やかな指導を継続できるよう市の

少人数非常勤講師の配置を要望します。また、中学校においても、市の生徒指導非

常勤講師を、生徒数の多い学校に複数配置していただけるように要望します。 

  

② 養護教諭非常勤講師の配置継続  

   本年度から、児童・生徒数の多い学校を本務校とする養護教諭非常勤講師が配置

され、児童生徒への対応および各種検診やその記録への対応についての負担軽減が

なされています。来年度も、児童生徒の心と体の健康を守り、安全・安心な学校運

営を行っていくために、養護教諭非常勤講師を継続して配置していただけるように

要望します。 

  

・碧南市の教育を充実させるために、施設・設備面の改善をしていただきたい事項 

 ③ 老朽化した学校施設の改修 

   全小中学校では、令和元年度から順に学校施設改修を行っていただいています。

安心・安全に配慮した快適で衛生的な学校づくりのために、引き続き、施設等の充

実並びに改修をお願いします。 

  特にトイレについては早急に和式トイレを洋式に改修していただきたいです。児

童生徒の家庭ではほとんどが洋式トイレと思われます。学校では和式トイレはあま

り使われず、洋式トイレに並ぶ場面が多く見られます。また、和式トイレに慣れて

いないために汚してしまうこともあります。最近新築された校舎のトイレのような

清潔な環境をすべての児童生徒に味わわせてあげたいです。 
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④ 高速カラー複合機等の導入 

  児童生徒への学習効果を高めるために、現在より高速かつ低価格でカラー印刷が

できる高速カラー複合機の導入を希望します。プリント、テスト等の印刷において、

資料をカラー印刷することで情報を伝えやすく指導がしやすくなります。また、ネ

ットワークに接続され、丁合機能も有しているなど、作業効率も上がり教職員の負

担軽減にもつながります。 

併せて、デジタル採点ソフトを導入すれば、答案用紙をスキャンしてデジタル化

し、パソコン上で効率よく採点することができます。採点後は上記の複合機で回答

用紙をカラー印刷して返却することができ、実際に導入した他市の学校では採点に

かかる時間が大幅に減ったそうです。教職員の負担軽減のために導入していただき

たいと思います。 

 

次の１から７について重ねて要望します。 

・碧南市の教育を充実させるために人的配置をしていただきたい事項 

１  小学校英語専科教員の継続 

碧南市では平成３０年度より小学校英語科５・６年生５０時間、３・４年生外国語

活動１５時間を実施しています。令和元年度は、専科教員とＡＬＴと学級担任の連携

により、３０年度に見られた学校間格差の不均衡な状況が解消されました。令和２年

度より５・６年生７０時間、３・４年生３５時間の全面実施となりました。碧南市独

自の対応を、ぜひとも継続実施していただくことを要望します。  

 

２  スクールカウンセラーの時間増 

家庭環境等が複雑なため、さまざまな困難を抱えている状況で不登校傾向にある児

童生徒やその保護者、発達障害や自閉症傾向のある児童生徒やその保護者への支援の

ために、スクールカウンセラーとの面談を希望されるケースが年々増えています。そ

の希望に応えるために、時間数の増加並びに増員していただくことを要望します。 

 

３ 通訳の時間増 

   外国籍の児童生徒の増加に伴い、外国人にかかわるトラブルも増加しています。保

護者を召喚しての話し合い、電話での交渉をしなければならない機会も多く、そこに

は通訳の同席が必須になってきます。正規の割り当て勤務以外で通訳に仕事を依頼す

る場合、時間外だから、個人的な用事があるからと断られること、また、時間の制約

があって思うように指導会が設定できない実情があります。保護者とのコミュニケー

ションをスムーズに図ることができるようにするために、通訳を増員（特に人数の多

いポルトガル語やスペイン語）していただくことを要望します。 
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４ ＩＣＴ支援員の継続 

ＩＣＴ機器の設置に合わせ、ＩＣＴ支援員を配置していただきありがとうございま

す。昨年度より本格的にタブレットが授業で活用されるようになり、ＩＣＴ支援員によ

る教師に対する助言や、児童生徒への補助活動を通して、授業でタブレットを有効に活

用することができています。今後も新しいアプリケーションの情報提供や、タブレット

のトラブル対応、児童生徒への補助活動を行っていただくために、ＩＣＴ支援員の継続

を要望します。 

 

５  学校の草刈等のシルバー派遣（スクールヘルパー）の時間増 

授業時間数の増加やコロナウィルス感染症への対応のため、各校での職員作業時間

数が減っており、夏場の草刈や秋の落ち葉掃除など、季節によっては現在の時間では

足らずに困っているので、作業時間を増やしていただくことを要望します。  

  

・その他の要望事項 

６ 樹木の剪定費用の増額 

校内の樹木の剪定は、現在の予算額で少しずつきれいにしていますが、学校全体の

樹木の数からすれば、追いついていない現状があります。高い場所など職員作業で行

うことも難しく、近隣からも「枝が道にはみ出していて危険である」「落ち葉が道路や

近隣住宅へ入っていて困る」といった連絡が入っているため、樹木の剪定費用を増額

していただくことを要望します。 

 

７ 粗大ごみの処分費用の確保 

使えなくなった大型備品や電化製品など、粗大ごみとして処分するには処分費用が

かかるわけですが、学校にはその予算がありません。新たに備品を購入していただく

のと同時に使用できないものを廃棄することがいつでもできるとは限りません。いつ

処分できるか分からない粗大ごみを学校内で保管しておくのではなく、処分して空い

たスペースを有効活用したほうが教育効果が上がります。そのためにも、粗大ごみが

処分できる予算を確保していただくことを要望します。 
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令和５年度小中学校使用教材補助事業要望 
 

 種 
 
 別 

令和５年度公費購入要望教材（小学校） 

 
品  名 金 額 対象学年 現   状 備 考 

文振 ことばのきまり 200円 全学年 全学年全員 継 続 

文振 せいかつノート 410円 １・２年 １・２年全員 継 続 

文振 ふえのひびき 240円 ３年 ３年全員 継 続 

文振 楽しい体育 360円 全学年 全学年全員 継 続 

文振 みんなの安全 315円 全学年 １・２年全員 継 続 

文振 英語の学習 290円 ５・６年 ５・６年 継 続 

県振 明るい心 400円 全学年 全学年全員 継 続 

                       
 

 種 
 
 別 

令和５年度公費購入要望教材（中学校） 

 
品  名 金 額 対象学年 現   状 備 考 

文振 ことばのきまり 310円 全学年 全学年全員 継 続 

文振 数学の友 570円 全学年 全学年全員 継 続 

文振 保健体育ノート 1年410円 

2年410円 

3年395円 

全学年 

 

 

 

 

全学年全員 

継 続 

県振 明るい人生 400円 全学年 全学年全員 継 続 

 



令和５年度学校施設改修要望一覧

順位新川小 中央小 大浜小 棚尾小 日進小 鷲塚小 西端小
1 運動場北と南庭の東にあるフェンス
が何か所もやぶれているので安全
上、改修をお願いしたい。

南棟１階教室照明のLED化
照度検査で不合格になる状況であ
り、北棟１階に続き、早急にLED化
をお願いしたい。

キャリア教育の充実のために，老朽
化してきた修繕塗装の必要な飼育
小屋を農器具庫への改装をお願い
したい。

新館前駐車場と運動場を結ぶス
ロープ(自動車進入路)が一つしかな
いうえに幅が狭い。学校公開日や
学習発表会などで運動場を駐車場
として利用する際に、スロープが自
動車用ならびに歩行者用として共
用しなければならず、いつ接触事故
がおきてもおかしくない状況といえ
る。安全・安心な学校であるため
に、もう一箇所スロープを増設して
いただくか、今あるスロープの拡幅
をお願いしたい。無理なら、子ども
たちの通行スペースと車の通行ス
ペースを分けていただきたい。

東門が開閉しにくく、柱や取り付け
部分が破損しており、倒壊の可能
性がある。蛇腹式の門にしてほし
い。

運動場のトイレの建て替え
階段を上らないとトイレに行けない
ため、障害者や高齢者、けが人に
は利用しづらい。学校行事に参加さ
れた保護者や運動場を利用される
一般の方からも毎年、改善を要望
する声を聞いている。また、出入り
口に扉がないので、すぐに砂埃が
たまったり、水が流れなくなったりし
てしまい、衛生的でない。

本館から北館への通路の木製すの
こ整備
雨に吹きさらして１５年以上になる。
ところどころ板が腐っていたり、端が
反っていたりして危険である。毎日
児童が頻繁に通る通路なので、安
全面を考えて整備してほしい。

2 体育館カーテンの取り替え
吊り天井工事の際に、ギャラリーの
電動カーテンの裏地が破れてしま
い、現在も裏地が無いままの状態
になっている。
フロアーのカーテンも古くて裾のほ
つれなどが目立つ。取り替えをお願
いしたい。

音楽室（北棟１階、３階）のじゅうた
ん撤去
掃除の行き届かない古いじゅうたん
が、ダニの発生源となり、かゆがる
児童も現れている。じゅうたんを撤
去して、フローリングにし、児童が安
全で快適に学習できる環境としてい
ただきたい。

南館下駄箱の老朽化によって子ど
もたちの靴が入らない。新規格の靴
に合う下駄箱に造り替えを強く要望
する。

新館と北館を結ぶ渡り廊下1階部分
に敷いてある人工芝が古く痛んでき
ている。特に接続部分が劣化し、め
くれている部分もあり、危険である。
また、肢体不自由学級に在籍する
児童が、歩く際に人工芝だと、足元
が安定しないとの意見も出てきてい
る。よって、従前の人工芝タイプで
はなく、毛足のないフラットなすべり
止め加工のあるタイルへの交換が
望ましい。

学校回りのフェンスが倒れる心配が
ある。特に、なかよし山後方のフェ
ンスは、内側からグランドの土に押
され、柱の根元が折れているところ
もあり、たいへんな危険な状況であ
る。また、西門付近の柱もすでに折
れており、いつ倒れてもおかしくな
い。早急な改善をお願いしたい。

２・３棟のトイレの改修
２・３棟トイレの排水溝の汚れ。特に
床中央にある排水溝や男子小便器
の排水溝の汚れが激しく、悪臭が
する、よく水がつまるなどの問題が
起きている。壁のタイルがはがれて
いるところもある。また、児童の実
態に合わせ、和式トイレを洋式トイ
レにしてほしい。

体育館前の緑のカーペットの取り替
え
とても薄いカーペットである。ところ
どころ破れたり、めくれ上がったりし
ている。毎日児童が給食の運搬で
通る。特に雨天時は全面が濡れる
ことがあり、食缶や食器を持って通
行するには危険が伴う。

3 南館のトイレの改修
壁のタイルがはがれ、流れが悪くよ
くつまる。
換気扇の状態が悪く臭いがたまる。

トイレの全面改修
壁面タイルの剥離が著しく、昨年度
は１４回も修繕をお願いしている。タ
イルを撤去し、防水の壁紙にしてい
ただきたい。
また、和式便器を使えない児童が
ほとんどで、洋式便器に列をなして
いる。洋式便器を増やしてほしい。

本年度もプールのろ過設備をはじ
めプール管理のための機器が古く
使えないことがあった。新しくして
日々安全に使えるようにしてほし
い。

プール南面の擁壁のつなぎ目の
パッキンが劣化しぼろぼろである。
雨天時にその継ぎ目から水が流れ
出ており、近隣住民の方々にも迷
惑をかけてしまっている。

外壁の塗装、玄関や渡り部分の塗
装が老朽化し、雨のたびに剥がれ
落ちたりする。来賓玄関や渡りは人
通りもあり、塗装の剥がれが落下す
る際に下にいる人に当たる危険性
もある。また、雨漏りの一因にも
なっている。

人工芝の張替え
人工芝が老朽化し、はげている。児
童が転んだ時など、安全面が心配
なので、張替えをお願いしたい。

北館各教室の前面黒板
黒板本体がとても古く、子どもは授
業の板書が見づらい。特に左右の
席の子どもは、黒板が光って見づら
い。黒板を取り替えるか、塗装をし
てほしい。

4 体育館東側の赤レンガの改修
大きな木の根がはっていて盛り上
がり、レンガが破損している。つま
ずく危険性があるため、改修をお願
いしたい。

樹木の伐採、剪定
樹木が敷地から外にはみ出し、電
線に干渉している。また、たくさんの
落ち葉が近隣の住宅等に入り、迷
惑をかけている。フェンス以下の高
さまで、思い切った剪定をお願いし
たい。

運動場や校庭にある遊具の多数に
塗装のはがれがある。はがれた塗
料が児童の目や体内に入ると危険
であるので、塗り直しをお願いした
い。

廊下や階段の表面ビニルがすり減
り、コンクリートの下地がむき出しに
なっていて歩きにくく、つまずいてけ
がをした子どもがいる。廊下の膨ら
んだ場所はその都度直してくれて
はいるが、２階から３階までの廊下
と階段を全面張替えして、安全に歩
けるようにしてほしい。

家庭科室前方の２カ所ある水道の
うち、１本から水が出ず、使えない
状態になっている。また、児童用作
業卓からの水漏れもあり、真下が
配膳室になっていることを考える
と、水漏れで配膳室が使えなくなる
心配もある。水道周りの点検と改修
をお願いしたい。

北館トイレ（1～３階）の全面改修
悪臭、壁のタイル剥離、配管のつま
り、ドアの破損、水洗の不具合につ
いて多数申し出がある。その都度
対応しているが、根本的な解決に
は至らない。児童は不便な生活をし
ている。

5 プール観覧席のテントの破れてい
る箇所の修理をお願いしたい。

廊下、壁、階段の全面改修
廊下や階段のビニール床が老朽化
している。ひび割れや剥離、汚れな
どで児童の精神衛生上も健全な環
境とは言えない。また、壁の塗装も
あちこちではがれてきており、修繕
も追いつかない。床面・壁面の張り
替えをお願いしたい。

新館と北館を結ぶ２階の渡り廊下
の壁面が半分しかないので、雨が
降り込み廊下が水浸しになったり、
鳥が巣を作ったりしているので、天
井と壁面を改修し、施錠も不要な屋
内の渡り廊下としていただきたい。

教室の床がコンクリートの上に色が
暗く、明るさの面で授業に支障があ
ると考える。塩化ビニルシートの明
るい色の床にしてほしい。（５年西
組教室以外）

運動場の整備
新校舎建設のためにプレハブ校舎
を建てた後、小石が浮き出たり、水
はけが悪くなったりしている。学校
開放等にも支障が出ているので、
整備をお願いしたい。

プール全面塗装
以前から、老朽化で塗装の剥がれ
が多数あった。２年間使用しなかっ
たため、さらに老朽化が進んだ。

6 遊具の塗装はがれ。運動場や校庭
にある遊具の多数に塗装のはがれ
がある。はがれた塗料が児童の目
や体内に入ると危険であるので、塗
り直しをお願いしたい。

プールの水漏れが酷く、毎日朝にな
ると１０ｃｍ単位でプールの水が
減っている。これまでにも点検・補
修を行っているが、再度の原因究
明と早急な対応をお願いしたい。

２棟１階１年生教室・廊下・天井色
塗り
２棟１階は、南側から光が入らない
うえ、耐震工事で窓を一部塞いだた
め、非常に暗い。教室や廊下、天井
の色を明るい色に塗り替えてほし
い。

階段や廊下のタイルの剥がれ（本
館・北館）
テープ等で補修しているが、根本的
な補修ではないために、引っ掛かり
があり危険である。
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令和５年度学校施設改修要望一覧

順位新川中 中央中 南中 東中 西端中
1 正門石柱横の壁が剥がれてきてい
る。現在は左右とも表面だけだが、
右側の壁の側面にはひびが見られ
る。大きく崩れる危険もあるため、
点検及び修繕を希望する。

正門の取替え
正門が重く開け閉めが困難である。
しかも、レールも磨耗しているため、
すぐに外れてしまう。軽い正門に取
替えてほしい。

東門の建替え
東門引き戸にレールがなく、簡易な
構造で壊れやすく、いくつかの部品
は修理不能な状態である。そのた
め、開閉も困難で、強風などで杭が
はずれ（現在、簡易に固定）、坂の
ために垂れ下がって、勝手に開い
てしまう。針金等で巻き付けて修理
した箇所もあり、門にもかかわらず
見た目がとても悪い。給食センター
のトラックの搬出入も大変不便な状
況であることから取り替えてほし
い。

旧館２Ｆの手洗い場の増設
旧館２階には、２年生４クラスと特
別支援１クラス。生徒数に対して、
水道蛇口の数が９ケ所と少ない。２
の３教室の前あたりに手洗い場の
増設を希望する。コロナ禍での手洗
い対応として、一部の生徒を玄関横
の手洗い場まで移動させている。

南棟１階に多目的トイレを新設
現在、肢体不自由（人工肛門）学級
の生徒のトイレとして、職員のトイレ
を使用するようにしている。南棟１
階に保健室があるが、保健室近くに
はトイレがない。体調不良の生徒の
ためにも南棟１階に多目的トイレを
新設してほしい。

2 体育館東側の器具庫前の地下には
コンクリートの排水管がいけてある
ことが分かった。それが原因で水が
しみていかない。水はけが悪くなっ
ている。舗装あるいはコンクリートを
はって雨水を排水口の方へ流した
い。また、グランド中央は、暗渠が
割れていて排水がうまくいかず、水
溜りができてしまう。

玄関前のロータリーの舗装
舗装が老朽化し、でこぼこしてい
る。また、視覚障害者用の案内が
割れてほとんど機能を果たさない。
全面的な改修をお願いしたい。

プール周辺施設の改修
プールを含め、その周辺施設の老
朽化が激しい。プールは風で砂が
よく入り、水中がすぐに砂だらけに
なる。プール管理棟は雨漏りもあっ
た状況で、経年劣化のため、天井
に穴が開いたことがあった。階段も
腐食が激しく、安全上使用できない
状態である。プールサイドもコンク
リートブロックで、素足で歩くとケガ
をする恐れがあり、衛生面でも隙間
の汚れや草をすべて除去できない
状況である。

旧館２Ｆのトイレの増設
旧館２階は、生徒数に対するトイレ
の数が少ない。しかし、現状の場所
への増設は難しいことが考えられる
ので、中央廊下右側に新しいトイレ
を増設してほしい。新たに施設を増
築することが難しければ、現状のト
イレのスペースを工夫し、トイレの
数を増やしてほしい。

給食配膳室外側に資源倉庫を設置
段ボール、新聞紙、空き缶などの資
源を保管する場所がなく困っている
ので、倉庫を設置していただきた
い。
配膳室前はツバキの木を伐採した
ために空き地となっている。

3 １階東階段、２階中央廊下など本館
の数か所の床張りが、浮いていた
り、縮んで継ぎ目が裂けていたりす
るため歩行に支障がある。また、階
段の滑り止めが波打ち、転倒の危
険があるため、張り替えを希望す
る。

プールの水漏れ改修
プールの下に駐車スペースを設け
ているが、浸水によりコンクリート分
を含んだ雨漏りがあり、停められな
い場所がある。ひびわれのあとやコ
ンクリート劣化も見られるので、塗
装・改修をお願いしたい。

新館・北館の黒板の改修
黒板塗装が剥げてしまい、チョーク
の滑りが顕著で、しっかりと字が書
けず、てかりもあるせいで、外光に
反射して、生徒にとって黒板が読み
取りにくい状況。へこみが目立つ箇
所も多く、黒板の修繕が必要であ
る。

本館２Ｆと旧館３Ｆをつなぐ渡り廊下
（屋外）のフェンス増設
この渡り廊下を使用しているが、一
部フェンスがない部分があるため、
生徒の安全面を考慮し、フェンスの
拡張を希望する。

学習室１のエアコンの修繕または
新設
昨年度和室から洋室に床を張り替
えた部屋のエアコンが壊れている。
相談室登校の生徒の学習室として
活用しているので、エアコンを早急
に修繕または新設していただきた
い。

4 大量の雨が降ると体育館が雨漏り
をする。授業や部活動はもちろん、
保護者の参列する行事にも迷惑を
かけるので、修繕してほしい。

体育館２階にトイレと手洗い場を設
置してほしい。１階にしかなく、しか
もグランド用トイレと兼用であり、不
便である。

新館・北館の扉の改修
教室の出入り口の扉は動かしにく
く、クッションのゴムが破れていた
り、外れやすかったりするので、扉
の建付け及び扉の交換とクッション
取替の修繕が必要である。

第２理科室の机、換気扇、流し、棚
の修繕
机の表面の穴、側面の板の剥が
れ、流しの排水不良、換気扇の破
損、棚の開け閉めができない、など
の不具合がある。授業にも支障が
出ているため、交換、修繕等の対応
をしてほしい。

卓球場、柔剣道場窓の動きを修繕
学校では開閉に細心の注意を払っ
ているが、学校開放で一般の方も
利用するので、故障することが多
い。故障し窓を閉めることができなく
なると雨が降り込み施設自体を傷
めてしまうので修繕をお願いした
い。

5 朽ちかけていて倒木の恐れがある
樹木の伐採を希望する。また、給食
配膳車の通行の妨げになる配膳室
付近の樹木や運動場東側の線路
沿いにある樹木の剪定を希望す
る。

昇降口前のたたきが沈下していて、
雨が降るたびに水がたまってしま
い、生徒は水たまりを飛び越えて校
舎に入らなければならない状態で
ある。コンクリート等での打ち直しを
お願いしたい。

グラウンドの土壌改修及び整地
潅水しやすい場所と砂漠化しやす
い箇所があり、土も流れでてしまっ
たせいか、へこみや傾きが目立つ
状態のため、排水処理を含めた土
壌の改修及び整地を行ってほしい。

柔剣道場の雨漏り修繕
雨の後、男子更衣室及び器具庫の
数箇所で雨漏りがある。天井もかな
り劣化しており修繕していただきた
い。

南棟各教室の黒板の塗り替えまた
は可動式にする
南棟の黒板は表面がかなりすり減
り、チョークのノリが悪く文字が読み
にくい。学習効果が下がり学力低下
を招きかねない。
塗り替えるか、可動式のものに変え
ていただきたい。

6 卓球場カーテンが老朽化し、しょう
が抜けている状態で、全面にわたっ
て、カーテンが縦に裂けて、破れて
いる。修繕が必要である。

教室等の照明設備が古く、蛍光灯
が不具合を起こすことがある。蛍光
灯をLEDライトへ変更してほしい。

防球ネットの破損修繕
防球ネットに大きな穴が２箇所あ
り、野球部のボールが飛び出してし
まうことが度々ある。これまでにも
何度か校内で修繕してみたが、穴
が大きくなってきている。対応お願
いしたい。

運動場の階段をスロープにする
現在、運動場への車の出入りは北
側の一箇所のみで行っている。公
開日や引き渡しの時に一歩通行に
することができるように、昇降口前
の階段をスロープにして、車が出入
りできるようにしていただきたい。
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報告事項ア 令和５年成人の日における記念事業「二十歳を祝う会」の開催について 

（生涯学習課） 

 

１ 内 容 

民法改正により令和４年４月に成年年齢が１８歳へ引き下げられたが、本市ではこれ

まで同様に２０歳を対象にした記念事業を開催する。また、名称は成人式から「二十歳を

祝う会」に変更する。 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一昨年及び昨年に引き続き２部制の

開催とし、開催時間を３０分程度に短縮して実施する。 

２ 日 時 

令和５年１月８日（日）  

(1) 第１部 １３時００分から１３時３０分まで（受付１２時００分から） 

 (2) 第２部 １５時００分から１５時３０分まで（受付１４時００分から） 

３ 会 場   

碧南市文化会館 ホール 

４ 主 催   

碧南市二十歳を祝う会実行委員会・碧南市・碧南市教育委員会 

５ 二十歳を祝う会実行委員会 

  男性３名、女性７名、計１０名 

６ 対 象   

平成１４年４月２日生まれから平成１５年４月１日生まれまで 対象者 約７５０名 

（令和４年実績：第 1部２５９名、第２部３２０名、計５７９名、保護者計１４７名） 

(1) 第１部 新川、中央、西端の各中学校を卒業された方又は当該中学校区にお住いの方 

(2) 第２部 南、東の各中学校を卒業された方又は当該中学校区にお住いの方 

※学校又は勤務の関係で市外に住民登録している人で、碧南市への式典参加を希望す

る方も出席可 

※保護者は２部制開催により会場に余裕があるため入場制限はしない。 

７ 来 賓   

市長、副市長、教育長、県知事、衆議院議員、県議、議長、副議長、市議及び平成２９ 

 年度恩師の約７０名を案内予定 

  ※市議についてはどちらか一方の式典に出席とする。 

８ 案 内 

  令和４年１２月上旬頃に対象者及び来賓に案内状を送付する。 
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９ 他市の状況（令和４年８月末現在） 

 碧南市 刈谷市 安城市 知立市 高浜市 西尾市 

開催日 
１月８日

（日） 

１月８日 

（日） 

１月８日

（日） 

１月８日 

（日） 

１月７日 

（土） 

１月８日 

（日） 

対象 

年齢 
２０歳 ２０歳 ２０歳 ２０歳 ２０歳 ２０歳 

名称 
二十歳を

祝う会 

二十歳の

集い 

二十歳を

祝う会 

はたちの

集い 

２０歳の

つどい 

二十歳の

集い 

内容 ２部制 ２部制 ２部制 ３部制 検討中 ３部制 

保護者 入場可 × 入場可 × × × 

動画 

配信 

後日一部

配信 

後日一部

配信 

後日一部

配信 
未定 × 生配信 

 

10 新型コロナウイルス感染症対策 

(1) 入場者のマスク着用及び手指消毒の徹底をする。 

(2) 受付にて入場者に連絡先（案内状の回収）の提出及び検温を実施する。 

(3) 会場は座席の前後左右を１つ空け、入場者は定員の半数程度にする。 

(4) 感染症拡大状況によっては来賓招待中止などの開催方法を変更する場合がある。 

11 その他 

(1) 当日の式典進行については、二十歳を祝う会実行委員会が行う。 

 (2) 受付、会場整理及び駐車場案内は、HEXPO STAFF及びおやじの会に依頼する。 

 


