
平成28年3月定例教育委員会会議録 

  

平成28年3定例教育委員会は、3月4日（金）大府市役所1階 委員会室1に招集し、次のとおり審議した。 

 

○ 出席した委員 

  一番席委員 河合 昌和     二番席委員 永田  司   三番席委員 西村 和子 

  四番席委員 竹中 万里     五番席委員 淺井 宣亮       

 

○ 議案説明のため出席した事務局職員 

教育部長、指導主事、学校教育課長、指導主事、 

学校教育課庶務施設係長、学校教育課学校教育係長、生涯学習課生涯学習係長 

 

○ 提案議案 

議 案 第 14号 平成28年度大府市奨学生について 

 15号 大府市教育委員会事務局組織規則の一部改正について 

 16号 教職員の人事異動について 

 17号 ～知多半島ダンスの祭典～ＤＡＮＣＥ ＢＲＡＶＥの後援申請について 

 18号 「ありがとうを贈ろう。」キャンペーンの後援申請について 

 19号 
公益社団法人 日本３Ｂ体操協会創立45周年記念大会in愛知西の後援申請につ

いて 

報 告 事 項  1号 小中学校現況報告について 

 2号 第50回新日鐵住金名古屋吹奏楽団定期演奏会の後援申請について 

 3号 
大府市楽友協会管弦楽団 in 刈谷 ～未来への布石 チャイコフスキーの芸

術～の後援申請について 

開会時間 午後1時30分 

閉会時間 午後2時20分 

 



 

発 言 者 要 旨 

委員長 開会あいさつ。 

前回の議事録は、先程別室にて承認。委員長報告に入らせていただきます。 

2月7日、共長コミニティの芸能祭に出席いたしました。8日は、盆梅展の開場式に皆さ

んと一緒に出席させていただきました。18 日も皆さんと一緒に、教育表彰式と教育研究発

表会に出席しました。3校の発表を聞かせていただきましたが、それぞれ特色のある良い発

表だったと思います。南中学校の発表は、今、やっておりますＩＣＴ機器を使ったデモンス

トレーションがちょうど良かったかなと思っております。それから24日は、第3回総合教

育会議があり、夜は懇親会に出席しました。3月1日は、大府高校の卒業式に出席。4日は、

中学校の卒業式に出席しました。 

以上です。それでは、教育長報告をお願いします。 

教育部長 今日は、教育長が欠席のため、教育長から預かりました教育長報告を代読させていただき

ます。 

今日は2点お話しします。 

1点目は、不登校児童生徒対策についてです。2月5日、本年度第2回の適応指導推進会

議を開催しました。お手元には当日の教育長あいさつで用いた資料をお配りしてあります。

新聞記事には「不登校2年連続増加」とありますが、本市でも同じ傾向が表れていることが

わかります。大府市においても不登校対策は重要な教育課題の一つです。この会議には小中

学校の先生方に加え、共和病院名誉院長の榎本和先生、中京大学教授の辻井正次先生など、

大府市の不登校問題に対してご指導いただいている先生を含む26人で構成されています。

当日は、各校が抱えている事例をもとに「関係機関との連携」を中心話題にして話し合いを

進めました。今は、不登校の原因も多岐にわたり、一筋縄では問題の解決はできません。学

校現場では担任の先生はもとより、養護教諭や心の教室相談員など多くの教職員が「チーム

対応」で問題解決にあたりますが、学校の努力だけではおのずと限界があります。そこで有

効なのが医療機関やカウンセラーなどとの連携です。この日は、効果的な連携のあり方につ

いて情報交換をしたりご指導をいただいたりして、有意義な会議が行えたと思います。一朝

一夕に成果は出ませんが、教育委員会として果たすべき役割を自覚し、問題解決を図りたい

と思います。 

2点目は、教職員の健康・安全についてです。2月26日には教職員安全衛生委員会を開催

しました。これは、労働安全衛生法に基づいて設置された委員会で、快適な職場環境の実現

を通じて教職員の安全と健康を確保することを目的としています。この日の会議は、神田小

学校で行われました。産業医の田中先生を含む20人の委員は校内巡回をして、工夫されて

いる点や改善が望まれる点などを指摘し合いました。この後、事務局から本年度の教職員健

康診断結果や療養休暇・休職等の状況などについての報告がありました。健康診断結果につ

いては、再検査が必要な教職員が198人いたが、このうち58人が未受診であるとの報告が

ありました。年度末になってしまいましたが、管理職を通して再検査を強く促したいと思い

ます。また、療養休暇・休職をしている教職員は5名で、うち4名が精神障害神経系の疾患

であるとの報告もありました。こうした傾向は全国的であり、メンタルヘルス不調者を早期

に発見するため、ストレスチェックを行い自らのストレスの状況について気付きを促す取り

組みを行うことが法律で定められました。これを受け、本市でも来年度から全教職員を対象

に調査票を用いてストレスチェックを実施することにしました。教育の成果をあげる大前提

は教職員の健康です。多忙化解消や在校時間の縮減に向けた努力はどの学校においても行わ

れていますが、変化を実感できる取り組みができるよう、現場の声を聞きながら教育委員会

としての策を考えていきたいと思います。 

以上で教育長報告を終わります。 

委員長 それでは議案の審議に入ります。議案第14号「平成28年度大府市奨学生について」を審

議いたします。ご説明をお願いします。 



発 言 者 要 旨 

学校教育課 

学校教育係長 

議案第14号「平成28年度大府市奨学生について」を説明いたします。（以下、提案理由

等資料により説明） 

委員長 何かご意見・ご質問はありませんか。 

  （なし） 

委員長 議案14号については、承認することでよろしいでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長 それでは、議案第14号は承認いたします。 

続きまして、議案第15号「大府市教育委員会事務局組織規則の一部改正について」を審

議いたします。ご説明をお願いします。 

学校教育課 

庶務施設係長 

議案第15号「大府市教育委員会事務局組織規則の一部改正について」を説明いたします。

（以下、提案理由等資料により説明） 

委員長 何かご意見・ご質問はありませんか。 

  （なし） 

委員長 議案15号については、承認することでよろしいでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長 それでは、議案第15号は承認いたします。 

続きまして、議案第16号「教職員の人事異動について」を審議いたします。ご説明をお

願いします。 

指導主事 議案第16号「教職員の人事異動について」を説明いたします。（以下、提案理由等資料に

より説明） 

委員長 何かご意見・ご質問はありませんか。 

  （なし） 

委員長 議案16号については、承認することでよろしいでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長 それでは、議案第16号は承認いたします。 

続きまして、議案第17号「～知多半島ダンスの祭典～ＤＡＮＣＥ ＢＲＡＶＥの後援申請

について」を審議いたします。ご説明をお願いします。 



発 言 者 要 旨 

学校教育課 

庶務施設係長 

議案第17号「～知多半島ダンスの祭典～ＤＡＮＣＥ ＢＲＡＶＥの後援申請について」を

説明いたします。（以下、提案理由等資料により説明） 

委員長 何かご意見・ご質問はありませんか。 

淺井委員 申請団体について、インターネットで調べてみました。しっかりした団体であるという感

想をもっております。現在、5市5町の中で大府市だけが承認をしていない状況のようです。

市をあげて盛り上がっているのであれば、文化振興の観点から承認してもいいかなと思いま

す。 

竹中委員 ダンスが学校教育の中に入ってきているという事実は、私たちの学生時代とは違いますの

で、その点を考慮しても淺井委員と同じで承認してもいいかなと思います。 

永田委員 後援申請書のところで、主催者の部分に財団法人地球こども村とDANCE BRAVE実行委員会

とあり、資料の9ページのところには、主催者は、DANCE BRAVE実行委員会で共催として財

団法人地球こども村と記載があります。この辺の記載の違いは何ですか。 

学校教育課 

庶務施設係長 

申し訳ありません。確認がとれておりません。 

西村委員 募集する人数の規模が大きいのに、スタッフの人数が3人と少ないことが気になるのと、

収支予算書の審査員謝礼のウエイトが大きいので、予算計画がこれで大丈夫なのかと思って

しまいますので、正直どうかなと思ってしまいます。 

委員長 ほかにありませんか。 

  （なし） 

委員長 予算計画等に少し疑義が残るところはありますが、議案17号については、承認すること

でよろしいでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長 それでは、議案第17号は承認いたします。 

続きまして、議案第18号「『ありがとうを贈ろう。』キャンペーンの後援申請について」

を審議いたします。ご説明をお願いします。 

学校教育課 

庶務施設係長 

議案第18号「『ありがとうを贈ろう。』キャンペーンの後援申請について」を説明いたし

ます。（以下、提案理由等資料により説明） 

委員長 何かご意見・ご質問はありませんか。 

淺井委員 やっていることは素晴らしい事だと思います。この事業についてインターネットで調べて

見ましたし、今、本の現物も見させていただきましたが、特に企業名が大きく出ている訳で

はありませんので、事業自体は何も問題がないと思うんです。ただ、一企業がやっている事

業に、我々が後援をしていいものかどうかという疑問がありますので、皆さんのご意見を伺



発 言 者 要 旨 

いたいと思います。 

永田委員 営利か営利じゃないかというと、やはり広報活動の一環ということで営利になってくるの

かなという気はするんですけども、私も、事前にこの資料に目を通した中で、この「ありが

とう」という５文字の中に込められる思いはすごくいろいろとあると思います。感謝の心を

伝えるという部分では徳育につながるところがあって、今回は大府市内の６年生や一般の方

からの募集をするという中で、私的にはすごくいいなという思いはあったんですけども、や

はり一企業がやっている広報活動の一環なのかなというところがひっかかっておりますの

で迷っております。 

西村委員 みなさんのご意見と同様で、すごくいい事業だと思いますが、主催者のところでひっかか

っておりますので、今回は見送ったほうがいいのではと思います。 

竹中委員 作文を書くという意味でいったら、「ありがとう」という気持ちを言葉にするという教育

的なことがらとしては、本当に素晴らしいと思います。今、本を見させていただいたら、結

構子どもの作品よりも大人の作品の方が多くて、学校に届けていただくとか6年生を対象に

ということで、教育委員会の後援を出されていると思うんですが、実際には大人の作品の比

率が多いので、この事業自体は素晴らしいんですが、教育委員会として承認しなくてはいけ

ないというふうには考えなくてもいいのかなという気がします。 

委員長 みなさんのお話を伺いますと、あえて教育委員会が後援をしなくてもというようなことで

したので、否認とすることでよろしいでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長 それでは、議案第18号は否認といたします。 

続きまして、議案第19号「公益社団法人 日本３Ｂ体操協会創立45周年記念大会in愛知

西の後援申請について」を審議いたします。ご説明をお願いします。 

学校教育課 

庶務施設係長 

議案第19号「公益社団法人 日本３Ｂ体操協会創立45周年記念大会in愛知西の後援申請

について」を説明いたします。（以下、提案理由等資料により説明） 

委員長 何かご意見・ご質問はありませんか。 

竹中委員 以前、大府市の市民体育館で行われた時に、この事業の後援について定例会で審議して承

認したことを覚えているんですが、その大会の時にそこの会場に行きました。市長のあいさ

つもあり、大府市の市民体育館で行われたということで、それはそれで後援をして良かった

と思いましたが、実際に最初から最後まで見た感じとしては、大府市でこれから育っていく

事柄だなというふうではなかったです。 

また、その時期、リソラ大府のカルチャーセンターで小学生を対象に教室がありまして、

実は私の友達がそこで教えていたんですが、その教室も時期消滅をしました。なので、今回、

会場が名古屋市東スポーツセンターという身近なところでない場所ですし、特に3Ｂ体操を

広く後援して皆さんに周知していただく必要はないと感じられますので、今回は後援をしな

くてもいいおうな気がします。 

淺井委員 今回は、大府市で行われるのではなくて名古屋市での開催でありますので、特に大府市が

後援をする必要はないように思います。 



発 言 者 要 旨 

永田委員 この団体からの申請について、大府市の結果はどのようになっていますか。 

教育部長 この団体の事業については、今のところ市の方へ後援申請を出されたということは聞いて

おりません。 

委員長 いろんなご意見がありましたが、会場も大府市ではありませんし、今回は後援をしない方

向でいかがでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長 それでは、議案第19号は承認いたします。 

本日の議案は全て終了いたしました。続きまして、報告事項をお願いします。 

指導主事 報告事項1号「小中学校現況報告について」報告。 

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項2号「第50回新日鐵住金名古屋吹奏楽団定期演奏会の後援申請について」報告。

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項 3 号「大府市楽友協会管弦楽団 in 刈谷 ～未来への布石 チャイコフスキー

の芸術～の後援申請について」報告。 

委員長 ありがとうございました。以上で終わります。 

それでは、平成28年4月の出席依頼についてお願いします。 

学校教育課長 学校教育課分の報告 

生涯学習課長 生涯学習課分の報告 

 

 


