
平成27年３月定例教育委員会会議録 

  

平成27年３定例教育委員会は、３月５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 

  

○ 提案議案 

議 案 第 7号 大府市教育委員会委員の定数を定める条例の一部改正について 

 8号 大府市教育長の勤務時間その他勤務の条件に関する規則の制定について 

 9号 大府市教育委員会会議規則の一部改正について 

 10号 大府市教育委員会所管事務専行規則の一部改正について 

 11号 大府市教育委員会公告式規則の一部改正について 

 12号 大府市教育委員会公印規則の一部改正について 

 13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 

 14号 大府市教育委員会会議傍聴人規則の一部改正について 

 15号 大府市立学校管理規則の一部改正について 

 16号 大府市就学指導委員会規則の一部改正について 

 17号 平成27年度大府市奨学生について 

 18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 

 19号 教職員の人事異動について 

報告事項 1号 小中学校現況報告について 

 2号 大府市埋蔵文化財専門員設置要綱の制定について 

 3号 リトミック発表会の後援申請について 

 4号 初夏の教育のつどい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10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9日、盆

梅展のスタートの日に、午後から市長と教育委員との懇談会を行いました。レインボーハウ

スの現状や新教育委員会制度についてなど、来年度に向けて活発な懇談が出来ました。2月

19 日、北山放課後クラブの竣工式と共和西放課後クラブの見学会が行われました。どちら

も素晴らしい専用棟で、多くの皆さんの期待に応えられる放課後クラブが出来るのではない

かと思いました。2 月 20 日、勤労文化会館で教育表彰式と教職員の研究発表会がありまし

た。多くの優れた教育現場の報告を、意欲に満ちた先生方が発表してくださいました。2月

24 日は、義務教育推進協議会が開催され、きらきら教育を始めとする具体的な取組みにつ

いて現場の現状が報告され、その後話し合いをしました。2 月 28 日には、市民美術展の開

会式が行われました。3月8日まで、例年のように素晴らしい作品が展示されています。そ

して本日午前中は、中学校の卒業式に出向きました。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2月定例教育委員会議以降の出来事について、3点報告をします。 

1点目は、子ども会の現状についてです。子ども会は教育委員会の所管ではありませんが、

2 月 7日に、大府市子ども会連絡協議会の創立50 周年を記念する子ども会大会が、大府文

化交流の杜で開催されましたので、市内小学校長と共に出席してきました。昭和39年の発

足以来、子ども会活動は異年齢集団活動や地域のリーダー育成、子育て支援などの観点から、

大きな役割を果たしてきました。しかし、本市における子ども会加入率は 75％と、県内で

も上位に位置しているとはいうものの、会員数の減少は喫緊の課題だと役員は危機感を募ら

せており、子ども会活動も大きな曲がり角に来ているといえます。担当課と情報を共有しな

がら、問題意識をもっていたいと思います。 

2点目は、教務主任を中心とした2回の研修会についてです。一つは2月12日に開催し

た学力向上研修会です。県総合教育センターの高石幸信研究指導主事を講師として招き、全

国学力学習状況調査結果をどう読み取るのか、また読み取った結果を日常の授業改善にどう

生かすのかという観点で学習会を行いました。この会には教務主任だけでなく、現職教育主

任や教科主任など、各校の研究実践のリーダー役が集まり、実り多い時間を過ごしました。

各校で授業改善に向けた具体的な取り組みが行われることを期待します。二つ目は、2月25

日に開催した教務主任連絡会です。これは、来年度から市内全校で導入されるICT教育をス

ムーズにスタートさせるため、タブレット用授業支援ソフトの説明会として開催しました。

参加した教務主任は実際にタブレットを触りながら、学習者の立場、指導者の立場に立って、

5社のソフトについての理解を深めました。それぞれに感想を書いてもらっていますので、

その評価も参考にしながら実際に導入するソフトを決定していきたいと思います。 

3点目は、2月13日に開催した幼保児小中連絡会議についてです。幼保児小中連携教育の

指針「きらきら」をもとにした取り組みがスタートしたのは平成24年のことでした。各園

や小中学校では「きらきら」を意識した実践が積み上げられているという実感は持っていま

す。これは2月24日の義務教育推進協議会でも報告したとおりです。しかし、保護者や地

域の大人たちに十分浸透しているかというと課題は多いと言わざるを得ません。そこで、従

来の組織を見直し、各中学校区を単位として啓発活動も含めた具体的な実践に取り組むこと

をこの会議で確認し合いました。組織の見直しによって、幼稚園・保育園と小学校、小学校

と中学校の接続が一層滑らかになることを願っています。また「きらきら 10」が全市的に

認知され、子どもを見守る大人たちが手を取り合って、そのめざす姿に近づけるために協力

し合える関係づくりができればと思います。 

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7号「大府市教育委員会委員の定数を定める条例

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。 



発 言 者 要 旨 

学校教育課長 議案第7号「大府市教育委員会委員の定数を定める条例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7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7号は承認いたします。 

続きまして、議案第8号「大府市教育長の勤務時間その他勤務の条件に関する規則の制定

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 

庶務施設係長 

議案第8号「大府市教育長の勤務時間その他勤務の条件に関する規則の制定について」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8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8号は承認いたします。 

続きまして、議案第9号「大府市教育委員会会議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9号「大府市教育委員会会議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9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9号は承認いたします。 

続きまして、議案第10号「大府市教育委員会所管事務専行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。 



発 言 者 要 旨 

学校教育課 

庶務施設係長 

議案第10号「大府市教育委員会所管事務専行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10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10号は承認いたします。 

続きまして、議案第11号「大府市教育委員会公告式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11号「大府市教育委員会公告式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11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11号は承認いたします。 

続きまして、議案第12号「大府市教育委員会公印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12号「大府市教育委員会公印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12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12号は承認いたします。 

続きまして、議案第13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。 



発 言 者 要 旨 

学校教育課 

庶務施設係長 

議案第13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13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13号は承認いたします。 

続きまして、議案第14号「大府市教育委員会会議傍聴人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14号「大府市教育委員会会議傍聴人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「大府市立学校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。 

学校教育課長 議案第15号「大府市立学校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 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「大府市就学指導委員会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。 



発 言 者 要 旨 

学校教育課 

学校教育係長 

議案第16号「大府市就学指導委員会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。 

教育長 この規則の変更というのは、ただ字面の変更というだけではなくて、かなり中身にも関わ

ってくる部分があると思いますので、指導主事の方からもう少しその辺のところを補足して

ください。 

指導主事 第2条のところを見ていただくと良く分かるんですが、今までどちらかというと就学に関

することということで、主に従来の就学指導委員会が行われていましたが、新しく3項に障

がいのある児童生徒に対する継続的な教育支援のために必要な事項に関することを加え、就

学に関することだけではなく、継続的にその子がどういう形で支援をしていくといいのかと

いうことを継続的に行う。これが主たる目的で、大きく変わったところであります。 

淺井委員 34 ページの新旧対象表を見ると、第 1 条のところで旧の方を見ると特別支援学校及び特

別支援学級への就学と表現されているのが、新になると障がいのある児童生徒となっていま

すが、これはどちらの方がいい表現なのでしょうか。 

学校教育課長 学校教育法施行令の一部改正に伴うものなんですが、今まで障がいをもった方々は、就学

基準に基づいて特別支援学校への就学を原則としていた訳です。例外的に、認定就学者とし

て小中学校へ就学することが可能であったとしていたんですが、この規程を改めまして、児

童生徒の個々の事情に応じて市町の教育委員会が障がいの状態を踏まえた総合的な観点か

ら就学先を決定するといった仕組みに改めていくという形になりましたので、特別支援学校

及び特別支援学級への就学と表現していたのを、それをもう少し幅を広げた表現に変更した

ものです。 

委員長 他に何かありませんか。 

  （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「平成27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。 

学校教育課 

庶務施設係長 

議案第17号「平成27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。 

教育長 事務局にお願いします。今、課題となっていることについて教育委員さんへ説明をお願い

します。 



発 言 者 要 旨 

学校教育課 

学校教育係長 

現在、この奨学金制度というのが、お手元の資料の裏面になりますが、昭和55年に始ま

りまして各会社・個人様からのご寄附によって、その利息で運営されてきたものですが、こ

のご時勢利息が少額になってきたということで、この運用が厳しくなってまいりました。試

算によりますと、この基金も今後20年で枯渇するという現状がございます。それに伴いま

して、運営方法についても事務局でも検討はしているんですが、今後、どのように運営して

いくかということが課題になっておりまして、全く新しい制度に変えるべきものなのか、返

還義務を付けて運営していくものなのかということを現在模索中でございます。28 年度予

算の作成時には事務局としても方針を固めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

淺井委員 私の希望ですが、返還義務というのは、出来れば避けていただきたいと思います。生活が

苦しい方に、利子のない借金を押し付けるというのと同じことになってしまいますので、返

還義務を付けてしまいますと借りにくくなってしまうと思います。 

私の希望としては、基金にご寄附をお願いします等のＰＲをしていただき、基金を増やし

ていく方向でお願いしたいと思います。 

河合委員 奨学金の支給対象となる成績はどういった基準でしたか。 

学校教育課 

学校教育係長 

成績証明書を確認して学力が良好である生徒を選んでいます。 

委員長 他に何かありませんか。 

  （なし） 

委員長 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「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。 

学校教育課 

庶務施設係長 

議案第18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 何かご意見・ご質問はありませんか。 

  （なし） 

委員長 議案18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18号は承認いたします。 

続きまして、議案第19号「教職員の人事異動について」ご説明をお願いします。 



発 言 者 要 旨 

教育部長 議案第19 号につきましては、題名にございますように、教職員の人事異動に関する案件

でございまして、大府市内の個々の教員の異動をご審議いただくことになります。現時点で

は、秘密とすべき情報が多分に含まれております。従いまして、秘密会での会議の開催を委

員の皆さんにお諮りいただけませんでしょうか。 

委員長 それでは、この議案第19 号「教職員の人事異動について」は、秘密会とすることにご異

議ありませんでしょうか。 

 （異議なし） 

委員長 異議ありませんので、議案第19号「教職員の人事異動について」は、秘密会といたしま

す。 

 （これより秘密会） 

委員長 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。 

生涯学習課長 報告事項2号「大府市埋蔵文化財専門員設置要綱の制定について」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「リトミック発表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4号「初夏の教育のつどい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、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 

 


