
平成27年７月定例教育委員会会議録 

  

平成27年７定例教育委員会は、７月６日（月）大府市役所５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 竹中 万里  二番席委員 河合 昌和   三番席委員 永田  司  

  四番席委員 日比 靖子     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、生涯学習課生涯学習係長、歴史民俗資料館館長 

 

○ 提案議案 

議 案 第 29号 平成27年度「全国学力・学習状況調査」結果の取扱いについて 

 30号 大府市社会教育関係団体の認定について 

 31号 地域貢献活動「脳と脚の健康チェック」の後援申請について 

 32号 半田少年少女合唱団 第37回定期演奏会の後援申請について 

 33号 「僕がジョンと呼ばれるまで」上映会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 大府市生涯学習プラン策定委員の委嘱について 

 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 大府市指定文化財補助金交付要綱の一部改正について 

 5号 ＭＯＡ美術館大府児童作品展の後援申請について 

 6号 2015年度星城大学公開講座の後援申請について 

 7号 
2015年 税を考える週間 社会貢献事業 「祭・ｄｅ・ＴＡＸ’15」 

～21世紀を担う子供たちに夢を。～の後援申請について 

 8号 朝日新聞社旗争奪・第37回知多地区少年野球大会の後援申請について 

 9号 アスペ・エルデの会 発達障がいの理解・研修セミナー2015の後援申請について 

開会時間 午前10時00分 

閉会時間 午前10時40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。 

6月6日、小中学校陸上大会が行われました。予報どおり天気も回復し、新記録も出まし

た。6月中に5校の学校訪問があり、私は15 日に大東小学校へ行かせていただきました。

良い環境の中で、高学年はもちろん低学年もしっかり授業に集中出来ている様子が印象に残

りました。6 月 27 日には、つつじまつり写生大会の表彰式がありました。素晴らしい作品

が、本日から7月6日まで市役所ロビーを飾っています。ただ、少し気になったのは、私が

表彰式で偶然お話した方々が、皆さん市外の方だったということで、市内の子たちの参加が

もっと増えるといいなと思いました。7月3日は、郡上八幡の野外活動開村式がありました。

11 日まで、天候を気にしながらの残り 3 校の活動が続いています。大府中学校は、今年こ

そは晴れてほしいという願いがかなって、初日は奇跡の青空のもと行われていました。 

以上です。 

それでは、教育長報告をお願いします。 

教育長 時間のたつのは早いもので、このあいだ新年度がスタートしたばかりという印象をも

っていますが、もう7月を迎え、1学期のまとめの時期となりました。これまで大きな

事故や事件もなく順調に経過していることに感謝したいと思います。 

今日は2点報告します。 

1点目は生涯学習プランについてです。 

今日の会議の報告事項「生涯学習プラン策定委員の委嘱」でも話題にさせていただき

ますが、これは現行プランの計画期間が平成 28 年度に終了するため、今年・来年の 2

年間をかけて、新しいプランを策定するためのものです。これに先立ち、6月8日の生

涯学習審議会において、大府市長・大府市教育委員長の連名で、プラン策定について諮

問を行いました。諮問文には「多様化するライフスタイルに的確に対応し、市民が心豊

かな生活を送ることができるように時代に沿った、生涯を通じて学習できる環境の構築

が求められています」と述べられています。市民2,000人を対象にアンケートを行い、

その分析をもとにプランを策定するという、膨大な時間とエネルギーを要する作業にな

りますが、新しい時代を見据えた計画が出来上がることを期待したいと思います。 

2点目は、2学期から本格実施となる、ＩＣＴ教育の進捗状況について報告します。

現在、学校現場に対しては、9月のスタート時にあわてたり、しり込みしたりせず、

自信と意欲をもって取り組めるよう様々な働きかけを行っています。その一つは、先進

校の授業参観です。6月26日には春日井市の出川小学校、7月2日には常滑東小学校で

授業を参観させていただき、ＩＣＴ教育の実際を学ぶ機会をもちました。二日間で 65

名の先生方が研修に参加し、電子黒板やタブレットの活用の様子を学びました。また、

7月1日は初任者を対象に研修を行い、8月4日には全教職員を対象に実践的な情報教

育研修会を計画しています。こうした取り組みの結果「ＩＣＴ教育に対する不安は次第

に払拭され、前向きの空気が現場に流れ始めているのを感じる」と、指導主事から報告

を受けています。とても頼もしく感じています。 

一方、市役所内部ではさらなる学習環境の充実に向けての努力が続いています。本年

度予算ではＩＣＴ教育推進のために約1億6,800万円の予算が計上されており、本市の

ＩＣＴ教育の環境は近隣市町では先進的といえますが、今回整備される環境が最終形で

あるとは考えていません。多額の予算を要する事業であるために慎重に進めなければな

らないということはありますが、電子黒板やタブレットなどのさらなる拡充が求められ

るところで、その予算化のために努力を重ねています。こうした取り組みを後押しする

のもやはり現場の「熱」であり、9月からの待ったなしのスタートをいい形で切りたい

と思っています。 

さて、先週の金曜日には竹中委員長・河合委員長職務代理者と共に、中学校の野外活



発 言 者 要 旨 

動開村式に郡上八幡自然園へ行ってまいりました。これを皮切りに小中学校の野外活動

がスタートしました。自然相手の活動であり、予期せぬことが起こりうることを常に頭

に置いた計画のもと、子どもたちには貴重な体験活動を積んできてほしいと願っていま

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29号「平成27年度「全国学力・学習状況調査」

結果の取扱いについて」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29号「平成27年度「全国学力・学習状況調査」結果の取扱いについて」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29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29号は承認いたします。 

続きまして、議案第30号「大府市社会教育関係団体の認定について」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30号「大府市社会教育関係団体の認定について」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。 

永田委員 まず1点目に、現在、社会教育団体は何団体ありますか。 

2点目に、過去に認定された団体のその後の活動状況については把握をされていますか。

生涯学習課長 1点目については、170団体です。 

2点目の活動状況につきましては、毎年一回、実績については報告書を出していただいて

おりますので、再認定といいますか継続するかどうかについては、報告書での審査をさせて

いただいております。 

日比委員 資料16ページですが、活動内容で練習の他に、介護施設への慰問と書かれてありますが、

26年度の実績と27年度の計画の両方に、介護施設への慰問の記載は一切なく、発表会への

参加と研修旅行のみになっておりますが、これはどういうことですか。 

生涯学習課長 こちらの件につきましては、生涯学習審議会でも同じようなご指摘を受けまして、実際の

ところ、26 年度の実績に記載がありませんので、介護施設への慰問については定かではあ

りませんが、申請書が出てきた段階で、今年度以降は、この団体は歌やカラオケの文化的な

団体ですので、練習や学習の成果を発表する場ということで介護施設への慰問と記載がされ

ており、活動を前向きに進めていく上での一つの提案があったものと認識しております。 

詳細については、把握をしておりません。 



発 言 者 要 旨 

委員長 社会教育関係団体に入るためには、文化協会の加入は条件ですか。 

生涯学習課長 はい、そうです。 

淺井委員 予算決算書をみますと、毎月、2,000円の会費が必要ですが、報償費が毎月1,500円とあ

りますので、結局は、毎月500円の会費ということでしょうか。 

生涯学習課長 会費の内訳については把握をしておりませんが、会費の中で運営をされているということ

で、この団体の活動は適正であると認識しております。 

委員長 他に何かありませんか。 

  （なし） 

委員長 議案30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30号は承認いたします。 

続きまして、議案第31号「地域貢献活動「脳と脚の健康チェック」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31号「地域貢献活動「脳と脚の健康チェック」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。 

 （なし） 

委員長 議案31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31号は承認いたします。 

続きまして、議案第32号「半田少年少女合唱団 第37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。 

学校教育課 

庶務施設係長 

議案第32号「半田少年少女合唱団 第37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 何かご意見・ご質問はありませんか。 

淺井委員 前回、大府教育委員会が後援を承認したということすが、他市の状況はどうなっているか

分かったら教えてください。 



発 言 者 要 旨 

学校教育課 

庶務施設係長 

申し訳ありません。他市町の状況は、把握できておりません。 

河合委員 私は、賛成の立場でありますが、雁宿ホールで1,000名を集めるということは、並大抵の

ことではありませんし、そこに参加するのは子どもたちが中心でありますので、何とか大府

市教育委員会としても、入場料の500円が適当かどうかは別として、今回の申請については

承認ということでいかがでしょうか。 

委員長 他にありませんか。 

 （なし） 

委員長 議案32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32号は承認いたします。 

続きまして、議案第33号「『僕がジョンと呼ばれるまで』上映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33号「『僕がジョンと呼ばれるまで』上映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。 

永田委員 内容的には問題ないと思いますが、この日程の中で、第一回試写会、第二回試写会とあり、

本上映会が10月25日であるということで、試写会に関しては後援申請を出さず、本上映会

のみ後援申請があったということでよろしいでしょうか。 

学校教育課 

庶務施設係長 

 この申請書は、6 月 16 日に受け付けをさせていただきまして、その段階では実行委員の

メンバーが集まっていないということでした。第一回目の試写会の時に、催し物の主旨を説

明して賛同していただける方を集って、実行委員として組織をまとめたということで、名簿

も試写会の後に出されたものになっておりますので、今回の申請は本上映会のみの形となっ

ております。 

日比委員 大府市が承認をしたということで、それは構いませんが、この映画を観る対象者として、

教育委員会が後援をしなくてもいいのではないかと思いました。映画そのものを云々言うの

ではなく、子どもたちに対してこの映画を薦めるには、もう少し年が大きくならないと分か

らないと思いますし、大府市が承認しているのであれば教育委員会として承認しなくてもい

いのではと思います。 

淺井委員  私も、基本的には日比委員と同じ考えです。申請書の主催者の部分が修正されております

が、この構成団体のことが良く分からない部分がありますので、少し疑問符がつくのかなと

思います。 

委員長  今、お二人の委員からご意見が出ましたが、承認に関してどうするかと決めたいと思いま

す。承認は見送った方がいいとのご意見でしたが、他にご意見がある方はみえますか。 



発 言 者 要 旨 

永田委員  私は、内容を見る限りでは特に問題なしと申し上げましたが、お二人のご意見を伺って少

し疑問な部分もあるということであれば、私も教育委員会としては認めない方向でいいかと

思います。 

委員長  他にありませんか。 

 （なし） 

委員長 議案33号については、承認しない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33号は否認いたします。 

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。 

生涯学習課 

生涯学習係長 

報告事項2号「大府市生涯学習プラン策定委員の委嘱について」報告。（以下、資料により

説明） 

生涯学習課 

生涯学習係長 

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） 

歴史民俗資料館 

館長 

報告事項4号「大府市指定文化財補助金交付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5号「ＭＯＡ美術館大府児童作品展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「2015年度星城大学公開講座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7号「2015年 税を考える週間 社会貢献事業 「祭・ｄｅ・ＴＡＸ’15」 

～21世紀を担う子供たちに夢を。～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8号「朝日新聞社旗争奪・第37回知多地区少年野球大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 9 号「アスペ・エルデの会 発達障がいの理解・研修セミナー2015 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、8月の出席依頼についてお願いします。 



発 言 者 要 旨 

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 

 


