
平成27年10月定例教育委員会会議録 

  

平成27年10定例教育委員会は、10月1日（木）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、生涯学習課生涯学習係長 

 

○ 提案議案 

議 案 第 38号 委員長並びに委員長職務代理者の選挙について 

 39号 水野紗希＆村松亜紀デュオリサイタルの後援申請について 

 40号 平成27年度尾東ブロック活動事例発表大会・リーダー養成研修会の後援申請について 

 41号 ファミリーの集いの後援申請について 

 42号 SAKURA Wind Orchestra 第7回 Winter Concert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 
2015地域別県民文化大祭典オータムフェスティバル 

「2015ときめきシンフォニー知多半島北部集会」の後援申請について 

 3号 第68回全知多珠算競技大会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16分 

 



 

発 言 者 要 旨 

教育部長 それでは、10月の定例教育委員会を始めます。 

9月30日に委員長の任期が満了したため、現在、委員長が不在となっております。 

本日の議案に、「委員長の選挙について」がございますので、委員長が決まりますまで、私、

教育部長が進行を務めさせていただきます。 

それでは、教育長報告をお願いします。 

教育長 日比靖子委員の退任に伴い、西村和子(としこ)委員をお迎えしての最初の会議となりま

す。改めまして今後もよろしくお願い申し上げます。 

それでは教育長報告を行います。実りの秋を迎え、小中学校では運動会や文化祭などの行

事がさかんに行われています。どの学校を訪問しても、十分な準備時間が取れない中、達成

感を味わわせたいという教師の意気込みと計画的な指導のもと、子どもたちが真剣な表情で

取り組んでいる姿が強く印象に残っています。 

 さて、今日は2点報告します。1点目はＩＣＴ教育についてです。 

2学期に入って3校の学校訪問を終えましたが、いずれの学校も配備されたばかりの電子

黒板やタブレットを授業に位置付け、積極果敢にＩＣＴ教育に取り組もうという姿が見ら

れ、とても頼もしく感じました。校長先生のリーダー性と先生方の意欲に頭が下がります。

大府小学校の学校訪問には市役所から企画や財政の担当者も授業を参観し、ＩＣＴ教育の実

際を目の当たりにしました。また、9 月 11 日の校務主任会議では情報交換を行い、どの学

校も教師・児童生徒ともに意欲的で、いいスタートが切れている様子が報告され、ほっとし

ています。ただ、実際に動き出してみてわかる課題もいくつか見えてきており、より快適に、

より効果的にＩＣＴ教育を推進するため、すぐに改善しなければならないこと、見通しをも

って段階的に改善を図っていくことを整理しながら課題解決にあたっていきたいと思いま

す。委員の皆様も今後の学校訪問を通してお気づきのことがあればお知らせいただきたいと

思います。 

2点目は大倉公園にまつわる話題です。 

かねてより、国の文化審議会は大倉公園の休憩棟と茅葺門を文化財建造物として、文部科

学大臣に答申していましたが、8月4日に正式に登録が認められ、本市では初めての登録有

形文化財となりました。これは日本陶器の初代社長を務めた大倉和親氏が、大正期に造った

別荘の遺構で、私たちも幼いころから「大倉別荘」の名で親しんできたものがこうして国の

文化財に指定されるということは晴れがましい気分にもなります。これを記念して、9月13

日には茅葺門前で文化財標識の除幕式を行いました。併せてこの日は登録に際してお骨折り

をいただいた名古屋市立大学名誉教授の瀬口哲夫氏の講演会「大倉別荘の魅力」が開催され、

私も多くの市民と共に受講しました。建築の専門家の立場から大倉別荘にまつわる興味深い

話を伺うことができ、とても有意義でした。また、昨年度から準備を進めてきた「市制 45

周年記念特別展『大倉和親と大府』」も9月5日から開催しています。折しも歴史民俗資料

館はリニューアルを終え、いい環境でタイムリーな特別展が開催できることをうれしく思っ

ています。貴重な展示品も多く、一人でも多くの方にこの特別展にご来場いただければと期

待しています。大倉公園一帯は今、話題豊富なスポットです。委員の皆様もぜひ足を運んで

いただきますようご案内申し上げ、教育長報告とします。 

教育部長 それでは議案の審議に入ります。議案第38号「委員長並びに委員長職務代理者の選挙に

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38号「委員長並びに委員長職務代理者の選挙について」を説明いたします。（以下、

提案理由等資料により説明） 

 （投票用紙配布 → 記名 → 投票 → 開票） 



発 言 者 要 旨 

学校教育課長 それでは、委員長選挙の結果を申し上げます。 

投票総数6票、河合委員5票、永田委員1票。無効票はありませんでした。河合委員が、

新しく委員長になられました。よろしくお願いいたします。 

続きまして、委員長職務代理者の選挙をお願いいたします。 

 （投票用紙配布 → 記名 → 投票 → 開票） 

学校教育課長 それでは、委員長職務代理者選挙の結果を申し上げます。 

投票総数6票、永田委員5票、淺井委員1票。無効票はありませんでした。永田委員が、

新しく委員長職務代理者になられました。 

よろしくお願いいたします。以上です。 

教育部長 ここで、新しく委員長になられました河合委員、委員長職務代理者になられました永田委

員より、ご挨拶をいただきます。 

 （河合委員長、あいさつ） 

（永田委員長職務代理者、あいさつ） 

教育部長 ありがとうございました。 

ここで、委員長と議事を交代いたします。 

委員長 まず始めに、大府市教育委員会会議規則第7条により、教育委員の議席番号を決めさせて

いただきます。 

1番席は河合、2番席は職務代理者の永田委員、3番席は西村委員、4番席は竹中委員、5

番席は淺井委員、6番席は細谷教育長としますのでお願いします。 

委員長 続きまして、議案第39号「教水野紗希＆村松亜紀デュオリサイタル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39号「教水野紗希＆村松亜紀デュオリサイタル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  私自身は、後援してもいいかなという立場なんですが、今回、この大府市出身の音楽家が

出来るだけ宣伝をしたいという意向のコンサートだと感じました。今までに、個人の方が申

請された例があったのかどうか教えてください。例えば、今までに個人で申請をされた方が

みえて、その他の方を否認しておいて、今回、この方だけを承認するというのは不公平だと

思いますので、教育委員会として、このようなケースの場合はどうしていくかのご意見も伺

えたらと思います。 

学校教育課 

庶務施設係長 

まず、今までに個人の方が申請された例があったかどうかですが、今回のような個人の方

を応援している方からの申請は、過去にはなかったと記憶しています。 

教育長 大府市教育委員会の後援及び推薦に関する要綱の第4条をみますと、催し物の審査基準が

示されています。その中には、個人であるとか団体であるとかの規定は特にはないように思

いますので、地元のアーティストを地元で育てていくという観点で、この要綱に触れない内



発 言 者 要 旨 

容であるならば、これからも同様の後援申請が出された場合は、積極的に応援していっても

いいかなという印象を持っています。 

永田委員 大府市出身の方でもありますし、自身も1才のお子さんがいるということで、今回、この

事業計画にも記載がありますが、0才からのコンサートということで、なかなかピアノやバ

イオリンのリサイタルに、小さい子どもを連れて伺うことができないという時が多いと思う

んですが、そういった中で、子どもとお母さんに来て頂きたいという枠組みの時間もとって

いただいたりしております。是非とも、もっと多くの方に来て頂いて、音楽に触れあう場所

を提供していただけるということはありがたいことなので、私としては賛成したいと思いま

す。 

竹中委員 実は、この水野さんはうちの娘の同級生で、とてもよく知っている子なので、個人的には

とても応援しています。 

それで、子どもさんが生まれて育てていらっしゃることは知らなかったんですけれども、

私も1才の孫がおりますし、こういう女性が子どもを抱えながら技術も極めながら頑張って

いるという素晴らしいことをみなさんに知っていただける機会を後援出来たらいいなと思

うので、後援について賛成します。 

委員長 議案39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39号は承認いたします。 

続きまして議案第40号に移りたいと思います。議案第40号「平成27年度尾東ブロック

活動事例発表大会・リーダー養成研修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。 

学校教育課 

庶務施設係長 

議案第40号「平成27年度尾東ブロック活動事例発表大会・リーダー養成研修会の後援申

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 何かご意見・ご質問はありませんか。 

竹中委員 賛成です。もともと、知多半島において婦人会活動が盛んに行われている大府市というの

は、非常に誇らしいことですし、今や地域婦人連絡協議会というのは本当に頭の下がる活動

をしていらっしゃる方々なので、是非、後援したいと考えております。 

委員長 議案40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40号は承認いたします。 

続きまして議案第41号に移りたいと思います。議案第41号「ファミリーの集いの後援申

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41号「ファミリーの集い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） 



発 言 者 要 旨 

委員長 何かご意見・ご質問はありませんか。 

永田委員 ファミリーの集いということで事業計画書を見させていただきますと、大変良い内容の発

表をされるんだなということは分かりました。しかし、下の方に書いてある幼い子どもから

高齢者の方にも参加していただいて、家族のあり方を共に学ぶというこの発表会だと思いま

すが、実際に後援申請書の方を見ますと、趣旨のところに我が家の事だけでなく、地域社会

をも思える人材育成という記述があり、私個人的な主観で申し訳ないんですが、この人材育

成という部分が、非常に勧誘的な要素を含んでいるようにとらえてしまったものですから、

個人的には、この後援に対しては少し考えた方がいいのかなという思いでいるのが正直なと

ころであります。他の皆さんのお考えを伺えたらと思います。 

委員長 後援申請書の主旨の部分で、地域社会をも思える人材育成という言葉の中身について、少

し疑義があるということでした。 

他にありませんか。 

淺井委員 この催し物の主旨は人材育成、主催者は実践倫理宏正会である。資料の28ページの実践

倫理宏正会の定款の第 2 章の目的を見ますと、祖国の再建に資するを目的とするとありま

す。この国の再建を目的にしている団体が行う人材育成ということですので、私は、少し危

うい印象を感じます。   

また、この後援または推薦を必要とする理由が、子育て世代の人たちに安心して参加して

もらうためということは、大府市の教育委員会が推薦した場合、これは安心して参加してい

いんですよという意味合いで取られてしまい、それは少し問題があると思いますので、私自

身は、推薦を見送った方がいいのではないかと思いました。 

竹中委員 私も、二人の委員さんと同じような感覚を持っています。 

実は、友人も入っておりまして、機関誌を読む機会があります。そんな機関誌を見せてい

ただくと、大変、立派な方々の投稿でありますとかすばらしい冊子なんですが、写真等の様

子を見ますと、少し一般的な団体とは違うような感じを受けてしまいます。そういうような

点で、少し特殊な部分を感じますので、推薦は見合わせた方がいいんではないかと思ってお

ります。 

委員長 委員の皆さんからは、少し疑義があるので後援は見送った方がいいとのご意見がでまし

た。この後援については、否認という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41号については否認とします。 

続きまして議案第42号に移りたいと思います。議案第42号「SAKURA Wind Orchestra 第

7回 Winter Concert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42号「SAKURA Wind Orchestra 第7回 Winter Concert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） 

永田委員 収入の部分を見ますと、社会人の方が28名、大学生が15名、高校生が1名ということで、

それぞれが自己負担で運営をされているということで、大変、素晴らしいと思います。それ

だけ自分たちがやっているものに自身を持って、多くの方に見に来てもらい自己研さんをす

る場にしているのがすごく伝わってきております。大変素晴らしい活動をされていると思い

ますので、私は、これについては賛成いたします。 



発 言 者 要 旨 

淺井委員 私も、非常に素晴らしい活動と思います。団員の中には、3人の大府市在住の方がいらっ

しゃいますし、発表場所も大府市勤労文化会館もちのきホールですので、後援には賛成しま

す。 

委員長 議案42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42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。 

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「2015地域別県民文化大祭典オータムフェスティバル『2015ときめきシンフ

ォニー知多半島北部集会』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3号「第68回全知多珠算競技大会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、11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 

 


