
平成27年12月定例教育委員会会議録 

  

平成27年12定例教育委員会は、12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      六番席委員 細谷 正明 

 

○ 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、生涯学習課長、 

学校教育課庶務施設係長、学校教育課学校教育係長、歴史民俗資料館長 

 

○ 提案議案 

議 案 第 46号 平成28年度教職員定期人事異動方針（案）について 

 47号 平成27年度教育表彰について 

 48号 平成28年度教育予算（案）について 

 49号 大府市放課後児童健全育成事業実施規則の一部改正について 

 50号 大府市歴史民俗資料館管理規則の一部改正について 

 51号 マリナエスタ ウィンドオーケストラ第８回定期演奏会の後援申請について 

 52号 メディアスまちフェスの後援申請について 

 53号 2016 第23回国際ピアノコンクールin知多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 大府市就学援助事務取扱要綱の一部改正について 

 3号 大府市放課後クラブ指導嘱託職員の採用について 

 4号 国際交流デーの後援申請について 

 5号 
第28回 地域開発みちの会フォーラム 
～男女共同参画 今そして未来へ～の後援申請について 

 6号 第20回知多サッカーフェスティバル 

 7号 空港音楽祭2016・冬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28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。 

11 月 7 日、小中学校音楽会に出席しました。各校から特色ある演奏をきかせていただい

て、年々レベルの高さについては感動しております。11 月 8 日、大府シティ健康マラソン

多少、小雨でコンデションの悪い中でありましたが、たくさんの方々に参加していただきま

した。11月10日、婦人大学講座合同閉講式に出席し、午後から神田小学校で給食教室、そ

の後、知多市で知多北部教育委員会事務連絡協議会、懇親会がありました。11月27日は、

市民体育館で愛知万博メモリアル記念駅伝出場者激励会が行われました。 

以上です。それでは、教育長報告をお願いします。 

教育長 それでは教育長報告を行います。 

今日は、2点報告します。 

1点目は、ＩＣＴ環境整備についてです。 

 11月30日から23日間の会期で、平成27年第4回定例会が始まりました。 

 その中で、初日議決案件として一般会計補正予算案が提出されました。補正予算額は 2

億32万6千円です。内容は、中学校の全普通教室・特別支援教室に3学期から電子黒板62

台を追加導入すること、今後ＩＣＴ機器が快適に機能するための環境整備として、今年度中

にＬＡＮ・ＨＵＢ更新及び電源増強の工事を行うというものです。この議案は、賛成多数で

可決され、直ちに予定した事業を進めているところです。 

 議会では「ＩＣＴはこれからの子どもたちにとって必須であり、ここで投資することは妥

当である」「これをきっかけに子どもたちが一層生き生きと授業に取り組むよう努力してほ

しい」「家庭におけるＩＣＴ格差への対応を学校で行うことは意味があり、一定程度の力を

つけて義務教育から送り出してやってほしい」「多額の税金を投入するのであるから、成果

をきちんと示してほしい」などの意見が出されました。 

 昨日の校長会議においては、こうした議論を踏まえ、「待ったなし！！！ＩＣＴ教育」と

題して、いくつかの指示をしました。この中で強調したのは、ＩＣＴ環境が劇的に変化する

からこそ、授業づくりの基礎基本をおろそかにしてはいけないということです。ＩＣＴを使

うことが目的ではなく、ＩＣＴを使って確かな学力を定着させることが目的にならなくては

いけないということを、全国学力学習状況調査で毎回高得点を挙げている、秋田県や福井県

の取り組みの共通点を挙げながら理解を求めました。あわせて、市内13校のどの学校も共

通して取り組む「大府スタンダード」ともいうべきことを今後整備し、授業づくりの基本を

全教職員が共通理解して進めていくことが大切だとも指示しました。 

 委員の皆さんも、今後の大府市のＩＣＴ教育のあり方について活発なご意見をいただきた

いと思います。 

2点目は、うれしい報告です。 

それは、知多地方教育事務協議会が主催する教育研究論文で、大府市の先生方が今年もた

くさん入選されたということです。上位5点に与えられる「特選」に2点が選ばれました。

佳作にも1点が入り、大府市から応募した五つの論文のうち、三つが入選を果たすという、

快挙を成し遂げてくれたのです。これは、論文を執筆した本人の努力はもちろんですが、こ

れを指導してくださった多くの方のおかげでもあることを感謝したいと思います。こうした

成果は、必ず大府の子どもたちのためになり、周りの先生方へのいい刺激になると信じてい

ます。この受賞を励みにし、これからも支え合い、学び合う教師集団であって欲しいと強く

願い、教育長報告とします。 

委員長 それでは議案の審議に入ります。議案第46号「平成28年度教職員定期人事異動方針（案）

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 

指導主事 議案第46号「平成28年度教職員定期人事異動方針（案）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46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46号は承認いたします。 

続きまして、議案第47号「平成27年度教育表彰について」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47号「平成27年度教育表彰について」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 代表となる方の選考基準はありますか。 

学校教育課 

庶務施設係長 

明文化したものはありませんが、表彰審査会において大会の規模や成績等を比較して決め

ております。 

竹中委員 フライングディスク協会主催の競技について、急にたくさんの表彰者される方が出てきた

ように思いますが、去年はありましたか。 

  

委員長 他に何かありませんか。 

  （なし） 

委員長 議案47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47号は承認いたします。 

続きまして議案第48号に移りたいと思います。議案第48号「教平成28年度教育予算（案）

について」を審議いたします。ご説明をお願いします。 

学校教育課長 議案第48号「教平成28年度教育予算（案）について」学校教育課分を説明いたします。

（以下、提案理由等資料により説明） 



発 言 者 要 旨 

生涯学習課長 議案第48号「教平成28年度教育予算（案）について」生涯学習課分を説明いたします。

（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 良く分からないので教えてください。酒井式の技法とは、どういったものですか？ 

また、講師の自己紹介とありますが、この講師の方はどなたになりますか？ 

学校教育課 

庶務施設係長 

酒井式の技法については、確認ができておりません。 

講師についても、昨日、担当者の方とお話をしましたが、現在、チラシの作成中であると

いうことで、講師が誰であるかという事も確認がとれておりません。 

教育長 酒井式の技法については、理論的なものは分かりませんが、典型的な作品例としましては、

「もやし」を描くというのがありまして、根っこから写実的に描いていくと八つ切りの画用

紙の中では納まりきらない。であれば、用紙を足してでも丁寧にもやしを描いていく。そう

すると、既成の八つ切り画用紙の中に納まりきらないような図柄が出来てきて、非常に個性

的で写実的でおもしろい作品が出来上がるということを私は承知しております。実際に、教

育現場の中にも酒井式の技法を取り入れて図工なり絵画の指導にあたっておられる先生が

何人もおられるということは存じております。 

委員長 この小野さんという方は、どういった方ですか？ 

竹中委員 資料の後援または推薦を必要とする理由にある、「宣伝効果」という言葉が気になりまし

た。また、当初の予定人員が10人であったのを20～30人に増やすというのも、計画があい

まいなところに違和感を覚えた気がします。 

永田委員 既に受けている後援（予定も含む）で、東浦町教育委員会や半田市教育委員

会の実績はどうですか。 
また、活動実績の中に大府市での活動が掲載されていますが、大府市での活

動の時には後援を取られなかったのに、今回、半田市の会場の時に申請を出さ

れたことについては、どうしてなのか分かったら教えてください。 

学校教育課 

庶務施設係長 
東浦町教育委員会と半田市教育委員会の実績については、定例会前であると

いうことで、まだ結果が出ておりません。 
大府市で活動をされた際には後援をとらず、今回、半田市の会場で申請を出

された件については、申し訳ありませんが確認がとれておりません。 

西村委員 事業計画書の中に、「自己を表現させる力を養い、自己肯定感を高めさせる指

導者を育成する手助け・・・」とありますが、この指導者というのは誰を対象

にしてみえるのですか。 

学校教育課 

庶務施設係長 
親御さんや先生方を対象としていると思われますが、確認はとれておりませ

ん。 

委員長 皆さんからのいろいろなご意見をまとめますと、内容に不明な点があること、会場が半田



発 言 者 要 旨 

市であり、予定人員も10名～20名程度ということですので、大府市民の各層に対して広く

寄与する事業であると判断しかねます。よって、この議案40号については、今回は否認す

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48号は承認いたします。 

続きまして議案第49号に移りたいと思います。議案第49号「大府市放課後児童健全育成

事業実施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。 

生涯学習課長 議案第49号「大府市放課後児童健全育成事業実施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 それでは、議案第49号は承認いたします。 

続きまして議案第50号に移りたいと思います。議案第50号「大府市歴史民俗資料館管理

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。 

生涯学習課長 議案第 50 号「大府市歴史民俗資料館管理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 それでは、議案第50号は承認いたします。 

続きまして議案第51号に移りたいと思います。議案第51号「マリナエスタ ウィンドオ

ーケストラ第８回定期演奏会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。 

生涯学習課長 議案第 51 号「マリナエスタ ウィンドオーケストラ第８回定期演奏会の後援申請につい

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 それでは、議案第51号は承認いたします。 

続きまして議案第52号に移りたいと思います。議案第52号「メディアスまちフェスの後

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。 

生涯学習課長 議案第52号「メディアスまちフェス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 それでは、議案第52号は承認いたします。 

続きまして議案第53号に移りたいと思います。議案第53号「2016 第23回国際ピアノコ

ンクールin知多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。 

生涯学習課長 議案第53号「2016 第23回国際ピアノコンクールin知多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 それでは、議案第53号については否認とします。 

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。 



発 言 者 要 旨 

委員長 次の報告をお願いします。 

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項2号「大府市就学援助事務取扱要綱の一部改正について」報告。（以下、資料によ

り説明） 

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項3号「大府市放課後クラブ指導嘱託職員の採用について」報告。（以下、資料によ

り説明） 

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項4号「国際交流デーの後援申請について」報告。（以下、資料により説明） 

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項5号「第28回 地域開発みちの会フォーラム 
～男女共同参画 今そして未来へ～の後援申請について」報告。（以下、資料により説明） 

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項6号「第20回知多サッカーフェスティバル」報告。（以下、資料により説明） 

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項7号「空港音楽祭2016・冬の後援申請について」報告。（以下、資料により説明）

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1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 

 


