
平成26年６月定例教育委員会会議録 

  

平成26年６月定例教育委員会は、６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 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、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 

  

○ 提案議案 

議 案 第 27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 

 28号 ムジクスほっとサマーコンサートNo.６の後援申請について 

 29号 第31回全日本シニアバドミントン選手権大会の後援申請について 

 30号 第６回観光・まちづくり教育全国大会in愛知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 大府市鴨池東古窯発掘調査委員会設置要綱の制定について 

 3号 大府市鴨池東古窯発掘調査委員会委員の委嘱について 

 4号 大府市社会教育関係認定団体定期報告について 

 5号 初夏の教育のつどいの後援申請について 

 6号 第26回愛知サマーセミナーの後援申請について 

 7号 私立高校進学説明会の後援申請について 

 8号 作文コンクール 2014知多の子どもたちからのメッセージの後援申請について 

 9号 福祉体験作文コンクールの後援申請について 

 10号 第32回 愛知県小学生バドミントン大会個人戦（ダブルス）の後援申請について 

 11号 
2014年 税を考える週間 社会貢献事業「祭・de・TAX’14」 

～21世紀を担う子供たちに夢を。～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03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。5月

8日、小中学校体育連盟の役員会に出席しました。13日は、市役所多目的ホールに

おいて、婦人大学講座合同開講式がありました。27 日は、午前中に社会福祉協議

会の理事会に出席し、午後6時からは、大府市安心安全推進協会の総会がありまし

た。以上です。 

それでは、教育長報告をお願いします。 

教育長 前回の定例教育委員会会議から約1か月が経過し、本年度の諸活動が順調にスタ

ートを切った印象をもっていますが、今日はまず生涯学習に関することを二つ取り

上げて感想を述べたいと思います。 

一つ目は、「大人の学び舎－男性専科－」です。本市では「であい、ふれあい、

まなびあい、いつでも、どこでも、だれとでも－『協働と共生によるまちづくり』

ともにいきあおう、おおぶのまちで－」を生涯学習の基本理念とし、五つの重点目

標を掲げて事業を展開しています。重点目標の三つ目では高齢期に向けた講座の充

実として「定年前後の男性を対象として、仲間づくりや生きがいづくりのきっかけ

となる講座を実施します」と述べています。「大人の学び舎」はこれを具体化した

もので、本年度の新規事業です。全部で16講座用意したところ75人の方から申し

込みがありました。一人で複数の講座を希望される方もあり、延べ122人が受講さ

れることになりました。この講座は、従来協働促進課が「青春大学」と銘打って行

っていたものをねらいや講座内容に見直しを加えて生涯学習課が行うことにした

ものですが、従来に比べて受講人数も多く、順調に滑り出したという印象をもって

います。５月15日の夜には入校式が行われ、私も出席させていただきましたが、

新しいことに挑戦しようというシニア世代の男性にたくさん集まっていただき、今

後がとても楽しみです。 

二つ目は「寿大学」です。今年は、東山公民館・横根公民館・共長公民館の３館

で開講式のあいさつをさせていただきました。いずれの会場も学ぶ意欲にあふれた

お年寄りで熱気に満ちていました。高齢化が進む中、リタイヤ後にもう一花も二花

も咲かせることができる、人生多毛作時代を迎えたと指摘する学者もいますが、寿

大学を受講する皆さんはまさにそのお手本のような方たちばかりでした。学び続け

ようという元気な受講生に私自身が大いに刺激を受けて帰ってきました。 

最後に、５月22・23日の二日間、鹿児島市で開催された全国都市教育長協議会研

究大会に出席しましたのでその様子をお話しします。文部科学省大臣官房審議官の

行政説明では教育委員会制度改革の動向、道徳教育の改善・充実、土曜日の教育活

動の推進、特別支援教育行政の現状と課題など、多岐にわたって今日的課題に関す

る情報を得ることができました。なかでも教育委員会制度改革については、時間を

割いて説明がありました。参加した教育長にとっても最大の関心事であり、具体的

な質問が飛び交いましたが、細部のイメージについては文部科学省もまだ描き切れ

ていないという印象をもちました。私たち教育委員会においても学習を重ねていき

たいと思います。特別支援教育については、教職員の専門性向上を図ることが求め

られていると指摘されました。特に、中央教育審議会報告の「発達障害に関する一

定の知識・技能は、発達障害の可能性のある児童生徒の多くが通常の学級に在籍し

ていることから必須である」の部分を強調されましたが、本市の教職員研修に生か

していきたいと感じました。 

二日間にわたって多くの情報や先進事例に接する機会を得たことは大きな収穫

でありました。成果を整理して、今後の大府市の教育行政に生かしていきたいと思

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27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」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27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） 

委員長 何かご意見・ご質問はありませんか。 

  （なし） 

委員長 承認してよろしいでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長 議案第27号については、承認いたします。 

続きまして、議案第28号「ムジクスほっとサマーコンサートNo.６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28 号「ムジクスほっとサマーコンサートNo.６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 偶然、この代表者である守光先生は、私たちコーラスグループのピアニストでと

ても優秀な方です。資料にもありますように、子どもから大人までクラシック音楽

を気軽に楽しめるコンサートということで、以前、私もこのコンサートに行ったこ

ともあります。たまたまこの日が、アローブの初めての図書館まつりの初日で、午

後3時から開演ということで、それとも重ならなくて盛り上げるのではないかと思

います。新しいアローブに親子で来ていただけるきっかけとなるには、とてもいい

コンサートだと思うので後援することに賛成です。 

委員長 予定人員が550人で会場が4ヵ所というのは、チケットが売り切れてしまうこと

はないですか。 

学校教育課 

庶務施設係長 

 おおぶ文化交流の杜こもれびホールの定員は、315人ですので、他の会場の定員

数については確認をとっておりませんが、550人というのは全体での定員だと思い

ます。 

委員長 他に何かご意見・ご質問はありませんか。 

 （異議なし） 

委員長 議案第28号については、承認いたします。 

続きまして、議案第 29 号「第 31 回全日本シニアバドミントン選手権大会の後

援申請について」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 29 号「第 31 回全日本シニアバドミントン選手権大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 全日本シニアバドミントン選手権大会が大府市民体育館で行われるということ

ですし、大府市はバドミントンが盛んですので、後援について賛成します。 

委員長 承認について、いかがでしょうか。 

  （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「第６回観光・まちづくり教育全国大会 in 愛知の後

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 30 号「第６回観光・まちづくり教育全国大会 in 愛知の後援申請につい

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。 

4番委員  全国規模の大会については、愛知県や政令指定都市である名古屋市に後援依頼が

出されるのは分かるのですが、それ以外の小さな市町に後援依頼がくるというの

は、県内の各市町の名前を全部掲げるのでしょうか。一般的には、県と名古屋市の

後援をもらえば、小さな市町には後援依頼を出されないと思うのですが。 

学校教育課 

庶務施設係長 

 過去のパンフレットを見ますと、第一回目は市町及び教育委員会の名前が掲載さ

れておりましたが、二回目以降は、県と県教育委員会、県庁所在地の市とその教育

委員会、県内の各自治体と教育委員会という記載になっております。 

委員長 他にご意見・ご質問はありませんか。 

 （なし） 

委員長 それでは、議案第30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。 

生涯学習課長 報告事項2号「大府市鴨池東古窯発掘調査委員会設置要綱の制定について」報告。

（以下、資料により説明） 

生涯学習課長 報告事項3号「大府市鴨池東古窯発掘調査委員会委員の委嘱について」報告。（以

下、資料により説明） 



発 言 者 要 旨 

生涯学習課長 

生涯学習係長 

報告事項4号「大府市社会教育関係認定団体定期報告について」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「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） 

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項6号「第26回愛知サマーセミナー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「私立高校進学説明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 8 号「作文コンクール 2014 知多の子どもたちからのメッセージの後

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「福祉体験作文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） 

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項10号「第32回 愛知県小学生バドミントン大会個人戦（ダブルス）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 11 号「2014 年 税を考える週間 社会貢献事業「祭・de・TAX’14」

～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） 

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、7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 

 


