
平成26年８月定例教育委員会会議録 

  

平成26年８月定例教育委員会は、８月４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 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 36号 神田小学校備品購入契約について 

 37号 
大府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につい

て 

 38号 家庭教育講座の後援申請について 

 39号 東海市吹奏楽団 第46回ファミリーコンサートの後援申請について 

 40号 さわやか健康リレーマラソンinあいち健康の森公園の後援申請について 

 41号 八郎の世界の後援申請について 

 42号 ウェルネスバレー絵画コンクール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 アスペ・エルデの会 発達障がいの理解・研修センター2014の後援申請について 

 3号 第57回全尾張ソフトテニス選手権大会の後援申請について 

 4号 大府市楽友協会管弦楽団 第37回定期演奏会の後援申請について 

 5号 第42回「人権を理解する作品コンクール」の後援申請について 

 6号 平成26年度 星城大学公開講座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28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。7月18日は、

教科書の採択に関する議案で臨時教育委員会がありました。翌日19日は、小学校の野外活

動の開村式へ行ってまいりました。あいにくの天気でしたが、校長先生以下、子どもたちの

元気な姿を拝見することが出来て、とても楽しかったです。29 日、私は欠席させていただ

きましたけれども、義務教育推進協議会がありました。そして本日、8月4日午前中に、全

国中学校体育大会・東海中学校体育大会出場者激励会がありました。今年は例年になく、た

くさんの生徒さんが出場ということで、とても頼もしく思いました。以上です。 

それでは、教育長報告をお願いします。 

教育長 今日は1点のみご報告申し上げます。 

それは大府市における不登校児童生徒の実態についてです。 

本市では13小中学校ともに落ち着いた学校生活が展開されています。そんな中、生徒指

導上の喫緊の課題といえば不登校対策といえます。 

先日開催された義務教育推進協議会でも数字をお示ししましたが、平成24年度の不登校

出現率は小学校0.3％、中学校2.6％だったものが、平成25年度は小学校0.4％、中学校3.7％

とそれぞれ増加しています。これをもう少しわかりやすい言い方にしますと、平成24年度

は小学校では333人に一人、中学校では38人に一人の割合で不登校の児童生徒がいたもの

が、平成25年度は小学校で250人に一人、中学校で27人に一人の割合に変化したというこ

とになります。 

この問題については、7 月 16 日に開催した「第１回大府市適応指導推進会議」で話題に

しました。会議のメンバーは共和病院名誉院長の榎本和先生、中京大学教授辻井正次先生な

どの専門医・心理相談員5名に加え、小中学校の担当者など計26名の委員で構成されてい

ます。会議では各校の不登校の実態や取り組みが報告され、情報交換の場であると同時に、

学びの場にもなっており、課題解決のヒントを得ることができる貴重な機会として回を重ね

ています。 

この日も、各校から深刻な実態や課題解決に向けた取り組みの様子が報告され、専門的な

立場の委員からは適切な指導助言があり、有意義な時間を過ごしました。その中で私が特に

印象に残っていることをいくつか報告します。1点目は、家庭の背景が大きく影響している

ケース、発達障害に起因しているケース、児童福祉的な支援が必要とされるケースなど、学

校の努力だけでは問題解決が困難な事例が多くなっており、医療や福祉など関係機関とうま

く連携することが一層強く求められるとの助言です。2点目は、小学校においては吉田・大

府・大東の3校に通級指導教室が開設され、うまく機能しているが中学校にはまだ開設され

ておらず、改善を求める意見が出されました。この点については今後も県教委に要望してい

く考えでいます。3点目は、レインボーハウスの相談件数が年間1000件を超え、3人のスク

ールカウンセラーでは対応しきれない現状が出されました。このことについては、教育委員

会事務局としても課題を把握しており、改善のための努力を継続したいと思います。4点目

は、中学校を卒業した青少年がその後の支援が得られず、引きこもりに至る現実への対応で

す。本市における具体的な数字は持ち合わせていませんが、文部科学省の追跡調査によると

中学3年生時に不登校だった生徒が20歳になった時、18％がニートの状態だったと報告さ

れています。本市では青少年女性室が主管し、8月から子ども若者支援相談窓口を開設し、

引きこもりへの対応を開始しました。 

今後も幼保児小中連携教育の推進により、幼稚園・保育園と小学校、小学校と中学校の段

差をスムーズにする取り組みや、学校・家庭・関係機関とのネットワークによる支援、子ど

もたちが楽しく通うことのできる学校づくりなどをきめ細かく、粘り強く進めていかなけれ

ばいけないと感じています。 

以上で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36号「神田小学校備品購入契約について」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36号「神田小学校備品購入契約について」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。 

委員長 今回の神田小学校の給食用備品で、調理員さんたちから特に要望があったものは何かあり

ますか。 

学校教育課長 栄養教諭さんや調理員さんたちからよく要望に上がってくるのが、例えば、資料4ページ

の51番にあります真空冷却機があります。こちらは、最近、導入する給食室が多くなりま

して、温かいものを冷却するのに、非常に早く冷却が出来るため、それだけ作業時間の効率

が上がるということで、こちらの方を備える傾向にあり、今回、導入する予定であります。

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36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36号については、承認いたします。 

続きまして、議案第37号「大府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について」ご説明をお願いします。 

生涯学習課 

生涯学習係長 

議案第37号「大府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定について」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。 

5番委員 今回、これが制定されることによって、具体的に何か変化がありますか。それから、秘密

保持等で最近いろいろと話題になっておりますが、条例の16条にあるように秘密を漏らし

た場合、罰則等はあるのでしょうか。 

生涯学習課 

生涯学習係長 

まず、何か変わるのかというご質問ですが、単刀直入に答えますと、特に、変わることは

ございません。 

それから、秘密保持等のことですが、大府市の放課後については、臨時職員は、一応、地

方公務員と同じ扱いになっておりますので、秘密を漏らした場合については、地方公務員法

によって罰せられることになります。 

ただし、市内の民間施設につきましては、この条例で定めているだけでございますので、

条例違反ということになります。具体的に罰則規定がこの条例には載っておりませんので、

この場合、条例違反という形にはなりますが罰則はないということになります。 



発 言 者 要 旨 

3番委員  本市の場合、実施主体というのは、主に、大府市であると思いますが、市以外というのは

どれくらいありますか。 

生涯学習課 

生涯学習係長 

民間の団体が、三つあります。 

委員長 資料6ページの第4条に、「最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなけ

ればならない」とありますけれども、大府市の場合、これからより向上させていくべき何か

課題等はありますか。 

生涯学習課 

生涯学習係長 

基本的に大府市は、早い時期から6年生まで育成をやっておりまして、他の市町では、ま

だ3年生までのところが多いものですから、今後、6年生までの受入をどうするかというこ

とを考えているところです。ただ、大府市は6年生まで受け入れており、基本的には、全て

の子を受け入れて待機児童無しで行っているというところがございます。 

ただし、先ほどの教育長の話にありましたように、発達障がい児への対応というところが

ございまして、まだ、休養するスペース等が、全部の放課後クラブに設置されておりません

ので、そういったものを出来れば設置した方がいいかなと思っております。 

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37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37号については、承認いたします。 

続きまして、議案第38号「家庭教育講座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38号「家庭教育講座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。 

5番委員 資料17ページの事業計画2のところに、「子育て応援キット」から始めて、「スタート」

学習・「ステップ・アップ」学習を経て、研修生となって「自己発見の旅」学習を受講し、

リーダーに育つ新しい学習プログラムとシステムの開発、さらには、既存の学習との連動や

トレーニング・・・とあって、こういうものを受講する際には、結構お金がかかるグループ

の活動なのかどうか、何か情報がありましたら教えてください。 

学校教育課 

庶務施設係長 

ご質問の内容については、確認がとれておりません。一応、この団体は、文部科学省の認

可の生涯学習団体であるということでした。 

2番委員 すばらしい事をやっていらっしゃる団体であるかもしれませんけれども、会場が「ウィル

あいち」で名古屋市ですし、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できな

いため、大府市教育委員会が後援しなければいけないという感じではないと考えます。 



発 言 者 要 旨 

3番委員 私も、前回の2月5日に開催されたチラシを見ますと、その時の後援団体も愛知県と名古

屋市の教育委員会はありますが、その他の市町はないようです。よって、市外での開催であ

りますし、特に、大府市教育委員会として後援をする必要はないと思います。 

委員長 他にご意見・ご質問はありませんか。 

 （なし） 

委員長 承認について、いかがでしょうか。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38号は否認いたします。 

続きまして、議案第39号「東海市吹奏楽団 第46回ファミリーコンサートの後援申請に

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39号「東海市吹奏楽団 第46回ファミリーコンサート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。 

5番委員  内容的には非常に素晴らしいコンサートだと思います。主催も東海市文化協会ですので、

何も問題はないと思うんですが、主催者は東海市文化協会、開催地は知多市勤労文化会館と

いうことで、去年のパンフレットを見ても、協賛が東海市教育委員会のみとなっております。

 昨年も、大府市教育委員会の後援申請は出されているのでしょうか。 

学校教育課 

庶務施設係長 

 昨年も出されているかどうかは、確認が出来ておりません。 

6番委員  昨年のチラシを見ますと、主管・主催・協賛はありますが、後援はないようですので、今

回、初めての申請ではないかと推測をします。今年は、より広くこのイベントと周知し、多

くの方に足を運んでいただこうというようなことと、あと、団員の中にも大府市の方がいら

っしゃいますので、そういう点では後援をしてもいいのかなと思います。 

委員長 他にご意見・ご質問はありませんか。 

 （なし） 

委員長 なかなか市民吹奏楽団というのは人を集めることが大変であり、この知多の文化を育てて

いくために、大府市教育委員会として後援したいと思いますがいかがでしょうか。 

 （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「さわやか健康リレーマラソンinあいち健康の森公園の後援申



発 言 者 要 旨 

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40号「さわやか健康リレーマラソンinあいち健康の森公園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。 

5番委員 資料52ページの中ほど、健康グッズ販売ブースというのがあります。足圧測定、エアウ

ィーブ、ヘイロー、メダリスト、水素水等記載があり、これらは、結構値段も高いものだと

思っておりますので、そのあたりからすると少し営利目的があるのかなということが感じら

れます。 

また、このさわやか健康リレーマラソン運営事務局というのは、主催者ですが、今までは

活動実績の全くないグループだと思います。54ページの活動実績書を見ましても実績があ

りませんので、今回が１回目ということだと思われますので、私としましては、2回、3回

と少し実績を見てからということで、今回は保留でいいのではないかと思います。 

2番委員 正直なところ、私も良く分からないんですけれども、一番分からないのは、あいち健康の

森公園が共催ということは、あいち健康の森公園が、積極的にこの催しものをやろうとして

いて、たまたまこの企業に委託したということなのかどうか。あいち健康の森公園は、大府

市の身近なところですし、そちらの比重が多ければ、それはそれで一つ後援をすべきなのか

なという気持ちもあるんですけど、やはり淺井委員と同じで、営利のことが気になりますし、

この企業とのバランスが良く分からないため不安感を持ちました。 

3番委員 私もこういう行事をやるには、かなりのノウハウみたいなものがないと上手くいかない気

がします。初めてこういうリレーマラソン等をやるとして、参加者にはかなりの額の参加費

用が必要であるということを考えると、特に、今回は後援をする必要はないような気がいた

します。 

委員長 他にご意見・ご質問はありませんか。 

 （なし） 

委員長 今までのご意見の中にもありましたように、商業的活動を類推させる内容が記載されてい

ることと、少し様子を見るということから、この議案40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40号は否認いたします。 

続きまして、議案第41号「八郎の世界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41号「八郎の世界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。 



発 言 者 要 旨 

2番委員 今年の1月の時の料金を見ますと、結構、金額が高いですよね。今回は、値段的にも少し

安くなっていますし、「八郎」という斎藤隆作さんの作品は名作なので、そういうものに触

れる機会が出来るということはいいことだと思います。ただ、一つだけ気になるのは、おひ

さま保育園父母会というのが特定非営利活動法人おひさま保育園内という書き方と、文化の

輪をひろげる会（おひさま保育園父母会）という書き方としてあるので、おひさま保育園父

母会を応援することになるのかなと、少しその辺りが気になりました。 

4番委員 私は、これについては承認しない方でと思っております。例えば、会員名簿を見ても、た

くさん並んでおりますが、おそらくご夫婦であろうかと思います。9組のご夫婦と竹内さん

という形で、この父母会という団体がどういう団体かは具体的には分かりませんけれども、

八郎の世界というタイトルの中身については、そういうのもいいかなと思うのですが、どう

もよく分からない部分も多いので、今回は見送った方がいいと思いました。 

3番委員 今回、大府市の方へは後援申請を出されているのですか。 

教育部長 この件につきまして、実は、今日、午前中に幹部会議がございまして、その折に「八郎の

世界について」の後援申請について審議をいたしました。結果は、大府市としては認めると

いうことです。 

2番委員 予定人員が220人というのは、会場は、大府市勤労文化会館のくちなしホールということ

ですか。 

学校教育課長 会場は、もちのきホールです。もちのきホールの定員は820人ですので、全体の4分の1

を少し越えるぐらいの定員だと思います。 

3番委員 収支予算計画書の支出の部で、会場費、弁当代、チラシ・チケット印刷等がありますけど

も、実際にやられる民俗舞踊や人形劇のそういう団体への報酬が計上されていないのが、何

か不思議な気がします。 

アマチュアの団体なので、報酬なしでやりましょうということなんでしょうか。 

4番委員 収支予算計画書を見ましても、とても粗雑に出来ているように思います。いくらアマチュ

アの団体であったとしても、たくさんの人を使うのに一銭の謝礼もないというのは、どうな

っているのかなと思いました。大府市は、市の幹部会議で承認を決めたということですが、

私は、教育委員会で承認する必要はないのではないかと思っております。 

委員長 他にご意見・ご質問はありませんか。 

 （なし） 

委員長 大府市は後援を承認しておりますが、皆さんのご意見を伺っておりますと、収支予算計画

が粗い内容となっていることや、大人・小人とも同一料金であり、子どもの鑑賞に一定の配

慮が見受けられないことから、 

教育委員会としては、議案41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） 
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委員長 それでは、議案第41号は否認いたします。 

続きまして、議案第42号「ウェルネスバレー絵画コンクール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42号「ウェルネスバレー絵画コンクール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。 

委員長 この催し物が、ウェルネスバレー絵画コンクールということで、ウェルネスバレー構想の

認知度の向上を図るというテーマがある訳ですが、小学生対象にこの絵画を募集すると、子

どもたちが書かなければならないんですけど、子どもたちにはこのウェルネスバレーという

ことが分かっているんでしょうか。 

指導主事 この件について、主催者側と我々も話をしまして、今、おっしゃられたような懸念があり

ます。主催者の方が、もう一度、子どもたちへの啓発のために分かりやすい資料を用意して

もらえるということで話が進めてあります。それから、ウェルネスバレーフェスタの方も、

子どもたちが参加しやすいような啓発のチラシなども用意していただき、それも経験しなが

ら作品が作れるようにということで、今、主催者側の方に返してあります。 

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」、特に報告はありません。 

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「アスペ・エルデの会 発達障がいの理解・研修センター2014 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57回全尾張ソフトテニス選手権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4号「大府市楽友協会管弦楽団 第37回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 5 号「第 42 回「人権を理解する作品コンクール」の後援申請について」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6号「平成26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） 

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、9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 

 


