
平成26年５月定例教育委員会会議録 

  

平成26年５月定例教育委員会は、５月２日（金）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 

請願第 2号 
安倍内閣が提出した、教育の独立性を破壊する「地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の一部を改正する法律案」に反対の意思を示すことを求める請願 

議案第 21号 北山小学校及び東山小学校の通学区域の一部変更について 

 22号 大府市ＩＣＴ教育の推進計画について 

 23号 大府市生涯学習審議会委員の委嘱について 

 24号 大府市文化財保護委員の委嘱について 

 25号 愛知県文化協会連合会知多部芸能大会の後援申請について 

 26号 2014知多地域母親大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 大府市立学校評議員の委嘱について 

 3号 大府市就学指導委員会委員の委嘱について 

 4号 大府市適応指導推進会議委員の委嘱について 

 5号 第21回大府市中学生海外派遣について 

 6号 学校開放運営委員の委嘱について 

 7号 大府市立中学校運動部活動指導者の委嘱について 

 8号 平成26年度大府市近接中学校ソフトテニス大会の後援申請について 

 9号 第39回県下レディース親善ソフトテニス大会の後援申請について 

 10号 第39回県下壮年親善ソフトテニス大会の後援申請について 

 11号 第38回大倉公園つつじまつりの後援申請について 

 
12号 

第 50 回記念 公益社団法人 中部日本書道会 半田支部 学童書道展の後援申請につい

て 

 13号 Skyblue Wind Orchestra 第６回定期演奏会の後援申請について 

 14号 空港音楽祭2014・盛夏の後援申請について 

 15号 空港音楽祭オーディション2014の後援申請について 

 16号 音旅 第13便および第14便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46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。4月

3日、定例教育委員会の後、午後から知教協がありました。4月4日、中学校の入

学式・始業式がありました。7日は、小学校の入学式。桜が心配されましたが満開

の桜のもと、それぞれの学校で入学式が行われました。16 日は、大府市学校保健

会の総会。26 日には、つつじまつりの開場式が大倉公園で行われました。すばら

しい晴天のもと、大府中学校の生徒さんたちのボランティアや今年からは至学館の

大学生の方もお手伝いにみえて、大盛況に行われました。以上です。 

それでは、教育長報告をお願いします。 

教育長 新年度がスタートして1か月が経過しましたが、どの学校も順調に滑り出してい

る印象をもっています。 

今日はここ1か月の間に出席した二つの会議について報告をします。 

１点目は、4 月 17・18 日の二日間、三重県鳥羽市で開催された東海北陸都市教

育長協議会研究大会についてです。事例研究発表では、福井県坂井市から「特色を

生かした活力ある小中学校の取組み」、三重県伊勢市から「小中学校の適正規模化・

適正配置の取組み」について報告を受けました。坂井市の報告からは、教科センタ

ー方式を生かした丸岡南中学校や、バリアフリーを生かした春江東小学校など、校

長のリーダーシップのもと、教育委員会が整備した学校環境をうまく生かした特色

ある教育の展開について紹介があり、とても興味深く聞かせていただきました。 

また、伊勢市からは現在小学校24校、中学校12校を抱えているが、適正配置後

は小学校15校、中学校7校まで統合する計画とその苦労が報告されました。大府

市においては当面の課題ではないものの、少子化が進行する将来について少なから

ず不安を感じました。続いて分科会が行われ、私は「生涯学習部会」に出席しまし

た。ここでは、亀山市の教育長から「家庭教育支援」について三つ問題が提起され

ました。一つ目はライフステージを考慮した連続性のある取組、二つ目は関係部局

との連携、三つ目は市民参画です。本市が行っている幼保児小中連携教育と問題意

識は共通しており、大いに参考になりました。家庭教育にどう切り込むかというこ

とは、大きな課題です。来る6月に予定している教育委員の行政視察でもこの分野

の先進事例として姫路市教育委員会の取組を学ぶ予定にしていますが、きらきら教

育の前進のためにも重要な問題であり、改めて委員の皆様からもご意見をいただき

たいと思います。 

2点目は、4月28日に行われた尾張都市教育長会議の様子をご報告します。まず、

県の野村教育長のごあいさつの後、総務課・教職員課・生涯学習課・特別支援教育

課など担当者9名から当面の事業説明がありました。野村教育長からは四つの話が

ありました。第一は、教育委員会制度改革に関する法案についてです。国会に提出

された法案は6月末にも可決との見通しを示しつつ、県としても新制度についての

説明会を開催すると述べられました。第二は、学力の充実についてです。ここで野

村教育長は、全国学力学習状況調査結果について公表の考えは持っていないと明言

されました。しかし、結果の有効活用はとても重要なことであると指摘されました。

第三は、派遣指導主事制度についてです。今年度も50市町村に87人の派遣指導主

事を派遣したが、事業の見直しについて昨年度から検討をしている。 終的な結論

を得るところまで行っていないので今年度も協議を継続すると述べられました。第

四は、義務教育諸学校の教科書の無償措置に関する法律の一部改正についてです。

ここでは、改正のポイントとして共同採択地区における協議の結果に基づいて、種

目ごとに同一の教科書を採択しなければならないこと、採択地区の設定単位を「市

郡」から「市町村」に変更すること、採択結果や理由等を公表するよう努めること、

の三つを特に強調されました。今年度は、小学校の教科書採択替えの年に当たりま

す。こうした趣旨を十分踏まえて教科書採択にあたりたいと思います。続いて協議
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に移りましたが、この日は「土曜日の教育活動等の取り組みについて」が中心話題

となりました。文部科学省は、土曜日の教育活動を積極的に進めていこうという方

向ですが、尾張地区23市の教育委員会はこれに同調しようという動きはありませ

んでした。この日出されたいくつかの意見を紹介します。「学校週五日制の当初の

趣旨を大切にしなければならない」「学校週五日制の総括をしないで土曜日の教育

活動導入に踏み切ろうとするのは拙速である」「東京や大阪は私立学校が優位でこ

れに対抗するための動きであり、愛知県はシステムも状況もこれらの地区とは全く

異なる」「土曜日の教育活動は“土曜授業”“土曜の課外授業”“土曜学習”の三つ

を文部科学省は示しているがこれらがきちんと整理されずに“土曜授業”という言

葉が一人歩きをしている」「愛知県においては土曜日の過ごし方として豊かなメニ

ューがすでに用意されており、子どもたちはそれぞれ有意義な時間を過ごしてい

る」。などでした。本市としても当面は静観したいと思います。 

以上で教育長報告を終わります。 

委員長 それでは請願並びに議案の審議に入ります。請願第2号「阿部内閣が提出した、

教育の独立性を破壊する『地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律案』に反対の意思を示すことを求める請願」を議題といたします。事務局

より説明をお願いします。 

学校教育課長 請願第2号についてご説明いたします。資料1ページをご覧ください。平成26

年4月9日付けで請願が提出されました。件名は、「安倍内閣が提出した、教育の

独立性を破壊する『地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律案』に反対の意思を示すことを求める請願」でございます。 

請願者は、知多地方教職員労働組合 代表者は執行委員長 佐田京美氏、住所は

半田市仲田町となっております。請願趣旨は、請願書に記載されているとおりです。

なお、請願項目としましては「貴教育委員会として、教育の独立性を破壊し、首

長や権力者の思うままに教育委員会を支配しようとする『地方教育行政の組織及び

運営に関する法律の一部を改正する法律案』に断固反対する決議を上げて下さい」

となっています。 

この請願に伴いまして、ただ今より代理人 同組合の副委員長 内田保氏によ

り、大府市教育委員会会議規則第17条に基づきこの請願の陳述を行うものでござ

います。 

委員長 それでは、陳述することを認めます。陳述時間は5分以内といたしますので、代

理人の方はよろしくお願いします。 

請願者 請願第2号「安倍内閣が提出した、教育の独立性を破壊する『地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案』に反対の意思を示すことを求め

る請願」。説明いたします。（以下、提案理由等資料により説明） 

委員長 委員の皆さんから、ご意見を伺いたいと思います。 

5番委員 今回のこの文面を見ますと、少し刺激的な表現が多いのではないかと思います。

例えば、「大改悪法案」、「首長・政治権力による際限のない支配・介入に道を開

く危険な内容」、「首長や権力者の思うままに教育委員会を支配しようとする」な

ど。確かに、この法案にはデメリットも多いと思いますが、メリットもあるのでは

ないかと思っています。首長というのは、市民の選挙によって選ばれた人でありま

すので、これだけ新聞等でも取り上げられると、選挙の際に常に教育が焦点となり、

教育に理解のある方が選ばれるようになる可能性もあると思います。私自身、市長
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が独立というよりも、市長と協力していく、市長にも、こちらの意見をきちんと伝

えて理解していただくような敵対する関係とは私自身感じておりませんので、申し

訳ございませんが、この請願の採択には賛成しかねます。 

現時点では、国会の議論を注視していくべきであると考えております。 

4番委員 市長さんとの関係をどうするかということで、ある程度解決が可能かと思ってお

ります。実際には、第一点は大府市の例で考えた場合、市長が独裁的にいろんな事

を行おうと思っても、市議会等のブレーキをかけるシステムは一つ持っておりま

す。二点目は、支配・介入の内容面に関わることですが、ご承知のように学習指導

要領は、長い歴史の中で法的拘束力を持っております。ですから独裁的な市長が出

てきても、選挙によって有権者が排除してくれると思っております。三点目は、支

配・介入を強めるというようなことができるとありますが、よく現行教育委員会制

度の中で、責任の明確化ということが論議されます。私ども教育委員は非常勤であ

り、市長は常勤でございますが、大府市の場合、教育長さんが事前にいろいろ協議

を公式の場以外でも持ってくださっていらっしゃいますので、私どもも、いろいろ

と分かる訳でありますけれども、しかし、大きな問題が起こった時の責任の明確化

という観点からすると、やはり今の現行制度では、やや危ういものもあるというの

は、一人の委員として思っております。ですから、まだ国会での議論が続いている

訳でありますけども、責任の明確化を図るということでは、やはり一点の評価をす

ることが出来るという考えを持っておりますので、この請願については、ちょっと

賛成しかねます。 

3番委員 請願趣旨の中ほどに、安倍内閣が進める「教育再生」は、「海外で戦争をする国」

づくりや「企業が世界で一番活動できる国」づくりと一体のものです。そのために

侵略戦争美化や偏狭な「愛国心」を植え付け、子どもたちを競争に駆り立てて「エ

リート」をつくろうとするものです。という文面になっておりますが、私は、これ

までも日本は侵略戦争を美化したというようなことは無いと思っております。過去

には、南京大虐殺問題等がありましたけども、これは日本の侵略戦争を美化しよう

とするものではないんです。歴史的な事実を確かめたいということですので、私は

侵略戦争を美化というような表現、偏狭な愛国心を植え付けというよな言葉には非

常に抵抗を感じます。特に、日本のこれまでの歴史の教科書は、自虐史観といいま

して、日本は悪いことをしてきたということを、子どものころから植え付けていた

ようなところがあります。しかし私は、自分の国を愛せないような青年をつくって

もいけないと思います。だから、事実をしっかりと調べて欲しいということと、偏

狭な愛国心はよくないと思いますけども、自分の国を愛することができるような、

そういう子どもたちを教育したいと思っております。 

それから、子どもたちを競争に駆り立ててエリートをつくろうとするものという

ところで、競争に駆り立てるというのは少しいかがなものかと思いますけれども、

エリートというのは必要なんですね。日本の教育はみんな同じような平等主義とい

うようなところがありまして、非常に高い能力を持っていても、それを伸ばせない

ようなところがあるんです。しかし、世界を動かしていくためには、やはりエリー

トというのも必要であるわけです。ですから高い能力を持っている子どもについて

は、その能力を伸ばせるような教育は必要であると考えております。 

それから、総合教育会議の大綱の策定という文面もありますけれども、今まで私

たち教育委員は、公式的に首長に直接意見を述べる機会というのはあまり無かった

訳ですが、この総合教育会議は、首長が招集し、首長・教育委員会により構成され

るということですので、私たちは首長に対して直接、教育委員としての意見を述べ

ることができる機会ができるということと、大綱の策定も参加できるということで

すから、私は教育委員として、これはむしろ非常に良いことであると考えますので、

本請願にはちょっと賛成しかねます。 
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2番委員 今までの委員の皆さんのご意見に同感です。今回の改正案は、国や首長の教育行

政への関与は拡大してしまうという面があるかとは思いますが、教育委員会制度を

廃止するということなのではないので、教育行政が中立性を確保できるというふう

に思います。そういうことは配慮されていると思います。改正案全体を総合的にみ

て、これから判断していくべきだと思いますので、今決定することは賛成しかねま

す。 

6番委員 私も、請願採択に反対の立場で意見を述べます。 

当初は、首長の権限を大幅に認める制度改革が示され、若干の危惧を感じました

が、国会に提案された内容を見ると、教育委員会を執行機関として残し、教育行政

における首長と教育委員会との職務権限も従来どおりとしており、双方のバランス

を考慮した妥当な内容であるとの印象をもっています。 

法案では、首長が招集する総合教育会議という公開の場において教育施策の大綱

と策定するとしていますが、もとより予算の編成・執行は市長の権限であり、むし

ろ総合教育会議が適切に運用され、首長と教育委員会が意思疎通を十分図ることが

できれば教育施策の円滑な推進につながるわけで、教育委員会の権限が侵されると

いう懸念は当たらないと思います。 

本市においては「きらきら教育」に対する市長や議会の期待は大きく、教育委員

会の主体性を発揮しながら、これまで以上に首長部局と連携して、「きらきら教育」

を推進していかなければなりません。制度改革を生かして市長と教育委員会が一体

となった教育行政を行っていくことが保護者や子どもたちに対する責任ある対応

であると考えます。 

委員長 他に、ご意見はありませんか。 

  （なし） 

委員長 それでは、皆さんのご意見も出尽くしたようですので、ここで採決をとりたいと

思いますがよろしいですか。 

  （異議なし） 

委員長 皆さんのご意見を伺っておりますと、採択に賛成という声が出ていないようです

ので、不採択としたい方からお聞きしてまいります。 

請願第2号「安倍内閣が提出した、教育の独立性を破壊する『地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案』に反対の意思を示すことを求め

る請願」について、不採択とすることに賛成の方は、挙手をお願いします。 

  （挙手 全員） 

委員長 挙手全員と認めます。これにより請願第2号は、全会一致で不採択とすることに

決定いたしました。以上をもちまして、請願についての審議は終わります。 

委員長 それでは、次に移ります。議案第21号「北山小学校及び東山小学校の通学区域

の一部変更について」を審議いたします。ご説明をお願いします。 
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学校教育課 

学校教育係長 

議案第21号「北山小学校及び東山小学校の通学区域の一部変更について」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 学校の平準化を図ることは大事なことと思いますが、お兄さんが北山小学校、弟

が東山小学校という方が出てくるかと思うのですが、そういった方への配慮はある

のでしょうか。 

教育部長 現在、名古屋牛乳の工場が建っている敷地を整地してマンションを建てるという

ことです。現在のところは、住宅等が建っているところではありませんので、これ

まで子どもたちがそこで生活をしていたということではありません。 

委員長 この名古屋牛乳の跡地へマンションが建設され、子どもさんたちが入ってきた場

合、学校への距離はどちらの方がより近いのですか。 

教育部長 直線距離で測りましたが、北山小学校ですとこの名古屋牛乳跡地から約1.1㎞。

東山小学校ですと約 1.2 ㎞ということで、100m ほど東山小学校の方が遠くなりま

す。 

3番委員 現在、この地区から通っている児童というのはいない訳ですか。 

教育部長 今月末に、名古屋牛乳の取り壊しが始まると聞いております。その後、整地して

2年程かけて、平成28年の夏ごろ入居される世帯が出てくるようでして、29年度

あるいは28年度後半からそこの生活が始まると聞いております。 

委員長 ほかにご意見・ご質問はありませんか。距離的にも問題もなく、少ない学校の児

童が増えるということは良いことだと思いますので、承認してよろしいでしょう

か。 

  （異議なし） 

委員長 議案第21号については、承認いたします。 

続きまして、議案第22号「大府市ICT教育の推進計画について」ご説明をお願い

します。 

指導主事 議案第 22 号「大府市 ICT 教育の推進計画について」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 ICTの推進というのは、非常にすばらしいことだと思うのですが、推進に従って

これ以上先生が忙しくなるということでは、本末転倒だと思います。ですから、ICT

を使うことによって、先生にも時間に余裕ができ、その結果、より一層良い教育が

できるというような良い循環にもっていくべきだと思いますので、一番大事なこと

は、児童生徒のことを考えることですが、それと同程度にいかに先生にとっても便

利なICTにするかということを考えていただきたいと思います。 
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6番委員 事務局の立場から確認の発言をさせていただきます。本日始めてこういう計画を

お示ししたわけですが、ここでお認めをいただけたとしても、今後、提案の中でも

申し上げましたように市当局とのいろんなやり取りの中で、一部修正が加わってく

ることが十分考えられます。ですので、今日ここでお認めいただいたものが確定し

たものだと捉えていただくのではなく、今後何度も皆さん方にお目通しいただきな

がら、より現実に近いものに修正を加えていくということを含めた上で、ご審議い

ただきたいし、 終的なお認めもいただきたいということを付け加えてさせていた

だきます。 

2番委員 正直なところ具体的に頭の中で、どんなふうに現場が変わるのかというのがなか

なか想定できないというのが正直な気持ちです。ただ今回、東山小学校で見せてい

ただいたり、その時の子どもたちの表情を思い出すにつけても、やはり時代の流れ

というのはどうしようもないものがあるので、それに対して消極的になってはいけ

ないんだろうなということだけは感じました。私自身は、そういうものに非常に疎

い人間ですが、時代の流れの中で、子どもたちがよりいきいきできるように、出来

る限りの導入ができることはすばらしいと感じました。ただ、その中でやっぱり残

すべき今までの教育の中のすばらしさと、本当に今お話がありましたように、両方

が兼ね備えたものができたらなというふうに思っています。 

4番委員 この時代の要請でもありますので、やはり入念な計画を立てて進めるということ

が必要かなというふうに思います。また、高額な費用もこれから市としては投資し

ていかないとこれは実際問題として成り立っていかない。でもやはり時代の要請と

いうことでバランスを考えながら、実際に問題を進めていく時代だろうというふう

に思いますが、とにかく、このICT教育を活用しながら、子どもたちの学習の基礎

を多様化して、そして学力をつけることを念頭にないと、保護者の理解は得られま

せんし、行政の結果としてなんだということになりかねません。これから段階的に、

それぞれPRしながら進めていく訳でありますけれども、子どものうしろにいる保

護者の皆さんに、こんなふうに子どもが変わっていくんだという姿で、我々が見せ

ていく必要があるかなと思います。そのためには、先生方のサポートをできるだけ

出来る形で、行政として支援をする体制も作っていただきたいというふうに思って

おります。 

5番委員 こういうICT教育に関しては、いろいろ他にも進んだことをやっている自治体も

あると思います。いろいろなやり方があると思いますから、できるだけ他のところ

も調査をしていただいて、日本から見て大府市が本当に恥ずかしくないすばらしい

ものを作っていただきたいなと思います。 

指導主事 昨年度、佐賀市へ先進校がありましたので、そちらへ伺い実際に見させていただ

きました。佐賀市については、今年度から大府市がやろうとしていることをいち早

く進めていまして、行政としてどうのように導入していくのかということについて

も見させていただきました。今後、そういったところを参考にしながら進めてまい

りたいと考えております。 

委員長 他に何かご意見・ご質問はありませんか。 

委員長 私も東山小学校の授業を見させていただいて、子どもたちが生き生きした顔が忘

れられません。それにもまして特別支援のクラスの子たちも積極的に授業ができて

いて、ICTのすばらしさっていうものを改めて痛感しました。先ほど淺井委員が言

われたように、先生方にも楽になり、子どもたちに何よりも学びの大切さ等を満た
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されるようなことを念頭においてこの計画を進めていただきたいと思います。 

それでは、この件は承認いたします。 

委員長 続きまして、議案第23号「大府市生涯学習審議会委員の委嘱について」ご説明

をお願いします。 

生涯学習課 

生涯学習係長 

議案第23号「大府市生涯学習審議会委員の委嘱について」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 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「大府市文化財保護委員の委嘱について」ご説明をお

願いします。 

生涯学習課長 議案第24号「大府市文化財保護委員の委嘱について」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  この文化財保護委員の具体的なお仕事を詳しく教えてください。 

生涯学習課長  文化財の保存及び活用に関して、教育委員会の諮問に応じ、教育委員会に意見の

具申を行い及びそのために必要な調査研究を実施する機関です。 

2番委員 歴史民俗資料館がこれから1年間をかけてリニューアルということで、こういう

文化財保護委員の方のご意見とかも伺えたらいいのではないかと思いました。 

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24号は承認いたします。 

続きまして、議案第25号「愛知県文化協会連合会知多部芸能大会の後援申請つ

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25号「愛知県文化協会連合会知多部芸能大会の後援申請ついて」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 私も以前、南知多町でこの大会に出たことがあります。大規模なので、主催者側

の大府市も大変だと思うのですが、ご苦労されて大府市文化協会が主催ということ
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ならば、当然、後援するのがいいと思います。 

委員長 他にご意見・ご質問はありませんか。 

 （なし） 

委員長 それでは、議案第25号は承認いたします。 

続きまして、議案第26号「2014知多地域母親大会の後援申請ついて」ご説明を

お願いします。 

学校教育課 

庶務施設係長 

議案第26 号「2014 知多地域母親大会の後援申請ついて」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 一点確認ですが、52ページのパンフレットには、後援のところに知多市と知多

市教育委員会となっております。51ページの活動実績書には、知多市が入ってい

ません。これは、単なるミスなのでしょうか。52ページのパンフレットの後援の

ところに、大府市・阿久比町・東浦町申請中となっていて、前回、大府市は後援を

断ったのでしょうか。 

 実績の資料の知多市については、確認が出来ておりませんので明確なお答えがで

きなくて申し訳ありません。 

昨年度の後援については、窓口へ申請を持ってみえましたが、規約が用意できな

いということで一度持ち帰られました。 

その後、申請の提出はありませんでした。 

3番委員 2013年の母親大会をみますと、安保や三枝さんをお呼びしているようですけど

も、今年度については、昨年度のように専門的な方をお呼びしてパネルディスカッ

ションのようなものをされるのでしょうか。 

学校教育課 

庶務施設係長 

現在のところは、確認できておりませんので、今後、確認をさせていただきます。

4番委員 少し具体的にはイメージが描けない訳でありますけれども、パンフレットで話し

合いのテーマを見ますと、例えば、「子どもと教育」とあります。今、文科省が進

めようとしている道徳の補助教材「心のノート」というものがありますが、そうい

うものの研究は大いにやっていただいて、大府市の母親が賢くなることについて

は、これは大いに結構ですし、不備ということでもう一度再提案ということがある

ならば、ここでは保留といたしますが、私個人的には、今の時代でいろんなことを

やって、価値観の多様化もある程度認めていく時代でありますので、今後、私たち

としては、この知多市で行われる母親大会が正式にも公正であって、いろんな多様

な意見を反映して会が進められていることを希望をつけて、認めていく方向でいい

のではないかと思っております。 

5番委員 多少、政治的な感じがするかなと思いますが、過去の実績をとりますと、他市も

市長・教育委員会はワンセットになって後援をされていますので、大府市としても、
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市が後援するならば、教育委員会は後援するという立場でいいのではないかなと私

は思います。 

委員長 政治的な中立を守るという原則に基づきながら、今回のことについては、取り立

ててこの中には問題がないということを信じて承認ということでよろしいでしょ

うか。 

 （異議なし） 

委員長 議案第26号については、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。 

学校教育課長 報告事項2号「大府市立学校評議員の委嘱について」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「大府市就学指導委員会委員の委嘱について」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4号「大府市適応指導推進会議委員の委嘱について」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5号「第21回大府市中学生海外派遣について」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6号「学校開放運営委員の委嘱について」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7号「学校開放運営委員の委嘱について」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「平成26年度大府市近接中学校ソフトテニス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9号「第39回県下レディース親善ソフトテニス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10号「第39回県下壮年親善ソフトテニス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11号「第38回大倉公園つつじまつり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12号「第50回記念 公益社団法人 中部日本書道会 半田支部 学童

書道展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13号「Skyblue Wind Orchestra 第6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 14 号「空港音楽祭 2014・盛夏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15号「空港音楽祭オーディション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16号「音旅 第13便および第14便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、6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 

委員長 以上ですべて終わりました。 

（以下余白） 

 


