
平成27年４月定例教育委員会会議録 

  

平成27年４定例教育委員会は、４月９日（木）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、学校教育課学校教育係長、学校教育課学校教育係主査、生涯学習課生涯学習係長、 

歴史民俗資料館長、各公民館長（９）、いきいきプラザ館長 

 

○ 提案議案 

議 案 第 21号 大府市立小中学校における主任・主事等の任命と解任について 

 22号 平成27年度準要保護児童・生徒の認定について 

 23号 大府市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の一部改正について 

 24号 大府市社会教育関係団体の認定について 

 25号 講演会「７ヵ国語で話そう。」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 大府市適応指導推進員の採用について 

 3号 大府市適応指導推進員設置要綱の一部改正について 

 4号 平成27年度生涯学習事業計画について 

 5号 大府市放課後クラブ指導推進員の採用について 

 6号 大府市放課後クラブ指導嘱託職員の採用について 

 7号 大府市歴史民俗資料館専門員の採用について 

 8号 大府市埋蔵文化財専門員の採用について 

 9号 大府市放課後児童健全育成事業苦情解決処理第三者委員の委嘱について 

 10号 大府市放課後クラブ指導嘱託職員要綱の一部改正について 

 11号 大府市放課後クラブ指導推進員設置要綱の一部改正について 

 12号 大府市歴史民俗資料館専門員設置要綱の一部改正について 

 13号 大府市放課後クラブアドバイザー設置要綱の廃止について 

 14号 大府市社会教育推進員設置要綱の廃止について 

 15号 第49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 

 16号 第31回若葉カップ全国小学生バドミントン大会愛知県予選会の後援申請について 

 17号 スズキメソード チェロコンサート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25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。3月8日、市

民美術展の表彰式が行われました。特別賞の15歳の力強い絵画から教育委員会賞の89歳の

方の作品まで194名が受賞されました。3月10、知多地方教育事務協議会の26年度最後の

会議が行われ、27年度の人事異動が決定いたしました。3月20日、小学校の卒業式が行わ

れました。943名が立派に卒業していきました。私は、石ヶ瀬小学校に参加しましたが、214

名の一番大きな卒業式でありましたが、非常に立派に出来たと思います。20 日の午後は、

歴史民俗資料館リニューアルオープン式がありました。綺麗になりゆとりも出来た状態なの

で、今後ますます活用されることが期待されます。3 月 31 日、大府市教職員退職者辞令伝

達式が行われました。最後の日まで、それどころかその式が終わった最後の時間まで大活躍

をしてくださった先生方とのお別れでしたが、23 名の先生方と実感のないままのお別れと

なりました。4月1日、教職員の受け入れ式が行われました。フレッシュな新任と新校長も

入れて80 人近い頼りになる転任異動の方々をお迎えした日となりました。4月3日、神田

小学校の新設給食室の試食会がありました。おいしい給食をバイキングでたくさんいただき

ました。3日の午後からは、知多地方教育事務協議会へ出席。4月6日は、小学校の入学式

でした。908名の新入生を迎えました。4月7日は、中学校の入学式でした。前夜、激しい

雨が降ったので、お天気がどうなるかと思いましたが、奇跡的に回復し、桜散り敷く中924

名が就学生活をスタートいたしました。以上です。それでは、教育長報告をお願いします。

教育長 今日は新年度にあたり２点報告させていただきます。 

１点目は、平成27年度の児童生徒数及び教職員数についてです。まず児童生徒数です。

小学校は共和西小学校が59人増えたのが特徴的ですが、全体では昨年度よりも26人減って

5,469 人で新年度をスタートしました。一方、中学校は大府北中学校が 34 人減でしたが他

の３校はいずれも増えており、全体では53人増の2,768人です。なお、小中学校をトータ

ルすると8,237人となり、これは昨年度のこの時期と比べると27人増加ということになり

ます。学級数は小中学校合わせて278学級で、そのうちの36学級は特別支援学級というこ

とになりました。他市町では少子化の傾向が続く中、児童生徒数が増加傾向を示すのは極め

て珍しい状況だといえます。今後、さらに人口の増加が見込まれ、教室の不足が懸念される

学校もあり、児童生徒数の推移については注視していきたいと思います。 

続いて教職員数について報告します。昨年度末に23人の教職員が退職されました。内訳

は校長 4、教諭 17、事務職員 2 です。代わって、新たに教諭 20 人、養護教諭 1 人の計 21

人を新規採用者として迎えました。ちなみに昨年度の新規採用者は18人でした。ベテラン

の先生が退職され、若い先生が増える傾向はもうしばらく続くのではないかとの見通しを持

っていますが、そうした先生をきちんと育て、活気あふれる大府市の教育の推進力になって

くれることを期待します。人事異動の結果、大府市の教職員は425人で本年度をスタートす

ることになりました。 

２点目は、新年度第1回の校長会議が4月2日に行われましたのでその一部を報告します。

毎年この会議には市長が顔を出され、所感を述べられます。今年は教育委員会制度改革に触

れながら「教育委員会の中立性、独立性を維持しつつ教育を支援するスタンスを堅持したい」

「教育のことは先生方にお任せするので、温かみのある学校教育を進めてほしい」など、心

強いエールを送っていただきました。 

続いて、教育委員会の所管事項を各担当から依頼しましたが、私からは最重点事項として

「ICT 教育」「授業改善」「幼保児小中連携教育(きらきら)」「体力つくり」の 4 点を挙げ、

これらについては校長会と教育委員会が問題意識を共有して実践を進めていこうと呼びか

けました。そのためには、管理職の高い志と強いリーダーシップが求められることはもちろ

んだが、職員のモチベーションを上げることが大切であり、みんなでいい学校をつくってい

こうという雰囲気づくりに心を砕いて欲しいと強くお願いをしました。今年度も13校の校

長がチームワーク良く、互いに切磋琢磨し合いながらいい学校をつくってほしいと強く期待

して教育長報告を終わります。 



発 言 者 要 旨 

委員長 それでは議案の審議に入ります。議案第21号「大府市立小中学校における主任・主事等

の任命と解任について」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21号「大府市立小中学校における主任・主事等の任命と解任について」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21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21号は承認いたします。 

続きまして、議案第22号「平成27年度準要保護児童・生徒の認定について」を審議いた

します。ご説明をお願いします。 

学校教育課 

学校教育係長 

議案第22号「平成27年度準要保護児童・生徒の認定について」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。 

淺井委員 共長小学校は14人減っているとか、大府北中学校は19人増えているといった大きな変動

のある学校がありますが、これは、年度ごとで認定されたりされなかったりすることがある

のか。だいたい1年生に認定されたらそのままずっと6年か3年までいくのか、どちらの場

合が多いのですか。 

学校教育課 

学校教育係長 

基本的には経済状況や家庭事情が変わらなければ、毎年、申請はしていただきますが変わ

らずに認定されていきます。 

委員長 他に何かありませんか。 

  （なし） 

委員長 議案22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22号は承認いたします。 

続きまして、議案第23号「大府市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の一部

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 

学校教育係長 

議案第23号「大府市立小学校及び中学校の施設の開放に関する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） 



発 言 者 要 旨 

委員長 何かご意見・ご質問はありませんか。 

委員長 大東小学校の開放については、どれくらいの実績があったんでしょうか。 

生涯学習課長 手元に資料を持ち合わせておりませんので詳細は分かりませんが、生涯学習課の職員で鍵

の管理はしておりますので、かなりの出勤数があると聞いておりますので、実績は伸びてい

ると思います。 

委員長 他に何かありませんか。 

  （なし） 

委員長 議案23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23号は承認いたします。 

続きまして、議案第24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24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。 

  （なし） 

委員長 議案24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24号は承認いたします。 

続きまして、議案第25号「講演会『７ヵ国語で話そう。』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25号「講演会『７ヵ国語で話そう。』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 事業実績のところで、2013 年の実績しかないのは、申請の時期が昨年度だったからです

か。 

学校教育課 

庶務施設係長 

はい。26年度に申請が出されたものですので、前年度実績（2013 年）が添付されており

ます。 



発 言 者 要 旨 

委員長 他に何かありませんか。 

  （なし） 

委員長 議案25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25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 

学校教育係長 

報告事項2号「大府市適応指導推進員の採用について」報告。（以下、資料により説明） 

学校教育課 

学校教育係長 

報告事項3号「大府市適応指導推進員設置要綱の一部改正について」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4号「平成27年度生涯学習事業計画について」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5号「大府市放課後クラブ指導推進員の採用について」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6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

長 

報告事項7号「大府市歴史民俗資料館専門員の採用について」報告。（以下、資料により説

明） 

歴史民俗資料館

長 

報告事項8号「大府市埋蔵文化財専門員の採用について」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9号「大府市放課後児童健全育成事業苦情解決処理第三者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10号「大府市放課後クラブ指導嘱託職員要綱の一部改正について」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11号「大府市放課後クラブ指導推進員設置要綱の一部改正について」報告。（以下、

資料により説明） 

歴史民俗資料館 報告事項12号「大府市歴史民俗資料館専門員設置要綱の一部改正について」報告。（以下、



発 言 者 要 旨 

長 資料により説明） 

生涯学習課 

生涯学習係長 

報告事項13号「大府市放課後クラブアドバイザー設置要綱の廃止について」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14号「大府市社会教育推進員設置要綱の廃止について」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15号「第49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。

（以下、資料により説明） 

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項16号「第31回若葉カップ全国小学生バドミントン大会愛知県予選会の後援申請に

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17号「スズキメソード チェロコンサート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、5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 

 


