
平成26年９月定例教育委員会会議録 

  

平成26年９月定例教育委員会は、９月５日（金）大府市役所５階 全員協議会室に招集し、次のとおり審議した。 

 

○ 出席した委員 

  一番席委員 日比 靖子  二番席委員 竹中 万里   三番席委員 相木 鍾三  

  四番席委員 河合 昌和     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 43号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

 44号 大府市立小学校通学区域に関する規則の一部改正について 

 45号 大府市立中学校通学区域に関する規則の一部改正について 

 46号 第１回愛知県小学生バドミントンチャレンジ大会（シングルス）の後援申請について 

 47号 第４回３Ｂ親子・ジュニア愛知県大会in尾張の後援申請について 

 48号 
2014 第21回 国際ピアノフェスティバルin知多受賞者褒賞コンサート ピアノコンチ

ェルトの夕べの後援申請について 

 49号 第２回大府マジッククラブ発表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 大府市放課後クラブ指導嘱託職員の状況について 

 3号 第25回新体操ジュベナイルギャザリングの後援申請について 

 4号 第23回大美展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55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。8月8日は、

教育懇談会がありました。各学校から通学路等々のたくさんの要望があがってきました。た

くさんの方々の目で、子どもたちの通学路を点検するということは、本当に大変な作業では

ありますが、とても大切な事だと思います。その日の午後、東部知多温水プールで小学校水

泳大会がありました。各学校とも一生懸命練習して、大変盛り上がりました。9日の土曜日

は、吉田公民館で中学生サマーフェスティバルがありました。台風の影響で、開催が危ぶま

れたのですが、地域の役員の方々によると子どもたちがどうしてもやりたいということで、

急遽、公民館内で行いました。翌10日が、吉田の夏祭りだったのですが、これは台風の影

響で延期となり、11日の月曜日に夏祭りが行われました。18日月曜日は、多目的ホールで

中学生海外派遣出発式がありました。20 日の水曜日には、都市間交流事業として遠野訪問

団出発式がありました。各学校から選ばれた子どもたちは、本当に目的意識をもって、小学

生とは思えないぐらい立派な子どもたちばかりでした。26 日火曜日は、新しく出来た文化

交流の杜アローブで図書館子どもまつりが行われました。以上です。 

それでは、教育長報告をお願いします。 

教育長 まず1点目は、夏休み中の子どもたちの様子についてです。 

この夏は、交通事故や水の事故、その他の様々な理由で小中学生の尊い命が失われたとい

う報道が相次ぎ、他人事とは思えずに心を痛めました。幸い本市においては、大きな事故や

事件の報告はなく、落ち着いた2学期のスタートが迎えられたことに胸をなでおろしていま

す。実りの秋を迎え、各学校が校長のリーダーシップのもと学校経営方針の具現化に向けて

成果をあげてくれることを期待しています。 

夏休み中の行事については、一つ一つの出来事を取り上げて具体的に報告すべきところで

すが、その多くは委員の皆さんにもご出席いただいていますので、細かな報告は省かせてい

ただきます。ただ、地域の夏まつりや今年からallobu に会場を変えて開催された図書館子

どもまつりなど地域行事に積極的に参加する小中学生の姿がたくさん見られたこと、オース

トラリアを訪問した中学生や遠野市を訪問した小学生が貴重な体験をたくさん積んで無事

に帰ってきたこと、大東小学校の児童が交通安全子ども自転車愛知県大会に出場して健闘し

たこと、中学校の部活動で多くの生徒が東海大会・全国大会に出場して活躍したことなど、

がんばる子どもたちの姿をたくさん見られたのはとてもうれしいことでした。これらの経験

を活かして、さらに充実した学校生活を送ってくれることを期待したいと思います。 

2点目は、教職員の研修についてです。 

夏季休業中には、教職員会研修部や情報教育研究会などとタイアップして「少経験者対象

の研修会」「全教職員を対象とした研修会」「情報教育に関する研修会」などを行いました。

ここでは8月26日の、全教職員を対象にした夏季研修会を取り上げます。例年ですと、

外部講師を招聘して講演会を開催することが多いのですが、今回は少々趣向を変えた研修会

を実施しました。といいますのは、今年は、校長が4人、事務長が1人、年度末で定年退職

を迎えるというあまり例のない年です。そこで、身近にいて、実はあまりまとまった話を聞

いたことのないこれらの方々に講話をしていただこうという運びになったのです。当日は、

宮島校長「生徒指導に思う」、山下校長「言葉にひたる」、濵島校長「部活動」、冨田校長「現

職教育への思い」、飯田事務長「給与等の変遷」というテーマでそれぞれミニ講演をしてい

ただきました。持ち時間が限られた中、どの講師も長年にわたって積み上げてきた実践や信

念に裏打ちされた話を熱く語っていただきました。「経験のある先生の凝縮された言葉には

重みがあり、説得力がありました」とか「2学期に向けて喝を入れていただきました」など

の事後アンケートに見られるように、参加者の反応もとてもよく、有意義な研修会になりま

した。ベテランと若手の入れ替えが進む今の時期だからこそ、様々な形で新旧のバトンタッ

チをきちんと行う計画的な研修の重要性を改めて感じたところです。 

後になりますが、2期8年の長きにわたってお勤めいただいた相木鍾三委員が、9月30

日をもって任期満了となります。この間、相木委員におかれましては委員長を2年お勤めい
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ただいたほか、大東小学校の開校をはじめ本市の教育に関わる諸課題に対し、高い見識と冷

静な判断力で多大な業績を残していただきました。相木委員の8年間のご活躍に心から感謝

を申し上げ教育長報告とします。 

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43号「教育に関する事務の管理及び執行の状況

の点検及び評価について」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43号「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について」の学校

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） 

生涯学習課長 議案第43号「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について」の生涯

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。 

3番委員 非常に妥当な評価だと思います。 

委員長 他に何かご意見・ご質問はありませんか。 

  （なし） 

委員長 議案43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 議案第43号については、承認いたします。 

続きまして、議案第44号「大府市立小学校通学区域に関する規則の一部改正について」と

関連しますので、議案第45号「大府市立中学校通学区域に関する規則の一部改正について」

を続けてご説明をお願いします。 

学校教育課 

学校教育係長 

議案第44号「大府市立小学校通学区域に関する規則の一部改正について」説明いたしま

す。（以下、提案理由等資料により説明） 

続きまして、議案第45号「大府市立中学校通学区域に関する規則の一部改正について」

説明いたします。（以下、提案理由等資料により説明） 

委員長 初めに、議案第44号について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

5番委員 町名が変更されたということであって、実際に学区が変わるということはありませんか。

学校教育課 

学校教育係長 

学区の変更はありません。 

委員長 他に何かご意見・ご質問はありませんか。 

 （なし） 
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委員長 議案第44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 議案第44号については、承認いたします。 

続きまして、議案第45号について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 （なし） 

委員長 議案第45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 議案第45号については、承認いたします。 

続きまして、議案第46号「第１回愛知県小学生バドミントンチャレンジ大会（シングルス）

の後援申請について」ご説明をお願いします。 

学校教育課 

庶務施設係長 

議案第46号「第１回愛知県小学生バドミントンチャレンジ大会（シングルス）の後援申

請について」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。 

3番委員 小学生のバドミントン競技というのは、小学校で部活動等でなされていることがあるので

しょうか。それとも、個人でバドミントンを練習しているということでしょうか。 

指導主事 学校の正規の教育課程においては、バドミントンはございません。それから、課外活動で

バドミントンをやっているところも市内にはありませんので、この参加については、個人が

所属しているチームや、個人で参加しているものと思います。 

2番委員 大府市は、非常にバドミントンが盛んなので、今、頑張っている小学生たちを応援する意

味でも、会場が大府市民体育館ですし、教育委員会としても応援したらいいと思います。 

委員長 第1回愛知県小学生バドミントンチャレンジ大会ということで、今回は会場が大府市民体

育館ですが、これから会場は持ち回りになるのでしょうか。 

学校教育課 

庶務施設係長 

今回、資料31ページ後援申請書の前回の状況の欄に、大教学第357－1号とありますが、

これは、第31回愛知県小学生バドミントン大会個人戦（ダブルス）の催し物で後援申請を

許可したというものでして、内容的には今回の大会と似ているのですが、今回の催し物は第

1回ということと大会名も少し違っていましたので、新規の扱いとさせていただきました。

申し訳ありません。会場が持ち回りになるかどうかの確認は、出来ておりません。 

5番委員 ダブルスの大会で許可をしているので、シングルスで駄目というのは整合性が合わない気

がします。この件については問題ないと思います。 

委員長 他にご意見・ご質問はありませんか。 
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 （なし） 

委員長 議案第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「第4回3Ｂ親子・ジュニア愛知県大会in尾張の後援申請につ

いて」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「第4回3Ｂ親子・ジュニア愛知県大会in尾張の後援申請について」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。 

2番委員  3Ｂ体操というのがあまり認識されていないと思うのですが、実は去年、大府市であった

この大会へ行ってきましたが、すこし特殊かなという気がしました。先回は、大府市が会場

でしたので後援を許可した実績はありますが、今回は会場が愛知県スポーツ会館ですので、

どうしても大府市が後援をしなければならないとは思いません。 

5番委員  今年も、大府市に対しても後援は出ているのですか。その結果も分かったら教えてくださ

い。 

学校教育課 

庶務施設係長 

 今年も出されているかどうかについては、確認が出来ておりません。 

委員長 他にご意見・ご質問はありませんか。 

 （なし） 

委員長 承認について、いかがでしょうか。愛知県と愛知県教育委員会が後援をされていますし、

会場が名古屋市であり、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ができませ

んので、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47号は否認いたします。 

続きまして、議案第48号「2014 第21回 国際ピアノフェスティバルin知多受賞者褒

賞コンサート ピアノコンチェルトの夕べの後援申請について」ご説明をお願いします。 

学校教育課 

庶務施設係長 

議案第48号「2014 第21回 国際ピアノフェスティバルin知多受賞者褒賞コンサート

ピアノコンチェルトの夕べの後援申請について」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。 
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5番委員 去年も否認したということですし、今年の事業も、株式会社マツイシ楽器店主催で会場も

半田市という昨年とまったく同じ内容ですので、承認しないでいいかと思います。 

委員長 他にご意見・ご質問はありませんか。 

 （なし） 

委員長 こちらも会場が半田市であり、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が

できないため、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48号は否認いたします。 

続きまして、議案第49号「第２回大府マジッククラブ発表会の後援申請について」ご説

明をお願いします。 

学校教育課 

庶務施設係長 

議案第49号「第２回大府マジッククラブ発表会の後援申請について」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。 

3番委員 これまでいろんな所で活動していらっしゃるようですし、会場も文化交流の杜こもれびホ

ールですので、承認してもいいかと思います。 

4番委員 マジッククラブの皆さんは、ネタを仕込むために非常にたくさんの持ち出しをしながらや

っていらっしゃいます。ですから、教育委員会として後援をすることが少しでも役に立てば、

文化の振興ということで後援をしてもいいかと思います。 

委員長 他にご意見・ご質問はありませんか。 

 （なし） 

委員長 議案第49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49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。 

生涯学習課 

生涯学習係長 

報告事項2号「大府市放課後クラブ指導嘱託職員の状況について」報告。（以下、資料に

より説明） 
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学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項3号「第25回新体操ジュベナイルギャザリング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「第23回大美展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、10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 

 


