
平成26年４月定例教育委員会会議録 

  

平成26年３月定例教育委員会は、４月３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、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、学校教育課学校教育係主査、生涯学習課生涯学習係長、 

 各公民館長（９） 

 

○ 提案議案 

議案第 17号 大府市立小中学校における主任・主事等の任命と解任について 

 18号 平成26年度準要保護児童・生徒の認定について 
 19号 東海市吹奏楽団 第42回定期演奏会の後援申請について 
 

20号 
夢への挑戦！大府東浦から世界一へ ～子どもたちの熱い想い！てっぺん目指して～の

後援申請について 
 1号 小中学校現況報告について 
 2号 大府市適応指導推進員の採用について 

 3号 平成26年度生涯学習事業計画について 

 4号 大府市放課後クラブ指導推進員の採用について 

報告事項 5号 大府市放課後クラブ指導嘱託職員の採用について 

 6号 大府市歴史民俗資料館専門員の採用について 

 7号 第48回 新日鐵住金名古屋吹奏楽団 定期演奏会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53分 

 



 

発 言 者 要 旨 

委員長 開会あいさつ。 

前回議事録は、先程別室にて承認。委員長報告に入らせていただきます。3月8

日、大府市民美術展の表彰式へ出席しました。たくさんの新しい人が応募し入賞さ

れて、本当に市民の美術展になってきたなと感じました。12日は、知教協へ出席。

20 日は、各小学校で卒業式が行われました。私は共長小学校におじゃましました

が、小学校でありながら厳粛な式だったなととても感動しました。31 日は、大府

市の教職員退職者辞令伝達式がありました。4月1日は、教職員の受入式を多目的

ホールで行いました。新しい先生、他市町から来てくださった先生方、市内異動の

先生方を含めまして、これから子どもたちのために一緒に頑張ろうという思いを新

たにいたしました。以上です。 

それでは、教育長報告をお願いします。 

教育長 今日は新年度にあたり2点報告させていただきます。 

1 点目は、平成 26 年度の児童生徒数及び教職員数についてです。まず児童生徒

数です。これは始業式の行われる日に確定となりますので、今日の数字は暫定値で

あることをお断りしておきます。小学校の児童数は 5,496 人です。これは昨年 4

月と比べると8人の増加です。中学校の生徒数は2,714人で32人の増加となって

います。合計しますと大府市の児童生徒数は8,210人となり、全体で40人の増加

という結果です。他市町では少子化の傾向が続く中、極めて珍しい状況だといえま

す。今後、さらに人口の増加が見込まれ、教室の不足が懸念される学校もあり、児

童生徒数の推移については注視していきたいと思います。続いて教職員数について

報告します。昨年度末に21人の教職員が退職されました。内訳は校長2人、教諭

19人です。代わって、新たに18人の新規採用者を迎えました。内訳は教諭16、養

護教諭1、事務職員1です。ちなみに昨年度の新規採用教諭は25人でした。若い

先生が増える傾向はもうしばらく続くのではないかとの見通しを持っていますが、

そうした先生をきちんと育て、活気あふれる大府市の教育の推進力になってくれる

ことを期待します。人事異動の結果、大府市の教職員は426人で本年度をスタート

することになりました。これは児童生徒数増加の影響も受け、昨年よりも4人多い

ということになります。 

2点目は、新年度第1回の校長会議が4月2日に行われましたのでその一部を報

告します。毎年この会議には市長が顔を出され、所感を述べられます。今年は教育

委員会制度改革の動向に触れつつ、教育のことは基本的に先生方にお任せすると心

強いエールを送っていただき、併せて信念・情熱をもって教育を推進してほしいと

激励を受けました。さらに、任せるためのハード・ソフト両面の支援を進めていく

ので具体的な声を聞かせてほしいとも述べられ、意を強くしたところです。続いて、

教育委員会の所管事項を各担当から依頼しましたが、教育長からは最重点事項とし

て「幼保児小中連携教育(きらきら)」「命の教育」「授業改善」の3点を挙げ、これ

らについては校長会と教育委員会が問題意識を共有して実践を進めていこうと呼

びかけました。そのためには、管理職の高い志と強いリーダーシップが求められる

ことはもちろんだが、職員のモチベーションを上げることが大切であり、みんなで

いい学校をつくっていこうという雰囲気づくりに心を砕いて欲しいと強くお願い

をしました。 

なお、補足になりますが大府小学校の宮島校長が知多地方の校長会長、石ヶ瀬小

学校の冨田校長が大府市校長会長として、知多地方ならびに大府市を牽引していた

だくことになりますのでご承知ください。今年度も13校の校長がチームワーク良

く、互いに切磋琢磨し合いながらいい学校をつくってほしいと強く期待して教育長

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17号「大府市立小中学校における主任・

主事等の任命と解任について」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17号「大府市立小中学校における主任・主事等の任命と解任について」

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 議案第17号については、承認いたします。 

続きまして、議案第18号「平成26年度準要保護児童・生徒の認定について」ご

説明をお願いします。 

学校教育課長 議案第 18 号「平成 26 年度準要保護児童・生徒の認定について」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 ほとんどの小学校で前年対人数がマイナスであるのに、共長小学校だけがプラス

であるのは、何か理由があるのでしょうか。 

学校教育課長 特に、理由については調査しておりませんが、年度の初めというのは申請をされ

ていない方もみえますので、その事によるものではないかと思います。これから順

次、申請が出てまいりますので、これから昨年と同様の数字ぐらいになるとは見込

んでおります。 

委員長 この申請は、締め切りはないのですか。 

学校教育課長 今年度の締め切りは、2月末としております。その後、いろいろな事情で、例え

ば、途中で児童扶養手当の該当者になったりするなど、要保護・準要保護に該当し

てきますので、その時点で追加で申請ができるということになっております。 

3番委員 大府市準要保護認定基準については、保護者には周知されていますか。 

 毎年、年度初めに各学校の児童生徒へ準要保護のチラシをお配りしています。 

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18号については、承認いたします。 

続きまして、議案第 19 号「東海市吹奏楽団 第 42 回定期演奏会の後援申請に

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 19 号「東海市吹奏楽団 第 42 回定期演奏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 東海市吹奏楽団の申請は、初めてでしょうか。 

学校教育課 

庶務施設係長 

大府市教育委員会へ申請されたのは、今回が初めてです。 

2番委員 大府市も吹奏楽団があって、市民吹奏楽団として定期公演がありますので、もち

ろんいろんな所へ行くことはいいのですが、大府市内の発表ではありませんし、そ

ういう団体の中にいろんな市町の方々が団員として登録されていることは良くあ

ることで、大府市民の方がいらっしゃることに関しては心が痛みますけれども、特

に、大府市教育委員会が後援するということが絶対に必要だとは思えないと思いま

す。 

5番委員 申請書に、東海市教育委員会は協賛となっていますが、協賛というのはどういう

ことですか。 

学校教育課 

庶務施設係長 

主催ではなく、事業などの趣旨に賛成し、協力することです。 

2番委員 5ページの資料には、東海市教育委員会は後援となっていますが。 

学校教育課 

庶務施設係長 

申し訳ありません。申請書を出された後に連絡がありまして、東海市教育委員会

は後援ではなく協賛であるということでしたので、訂正をお願いします。 

4番委員 私も基準がぐらついていてよく分からないのですが、今回の後援申請の報告事項

に、新日鉄関係のものがあり、主催が東海市の東友会になっておりますので、私は、

新日鉄の方を承認して東海市吹奏楽団を承認しないというのはどうかと思います

ので、東海市文化協会が主催ということでもありますし、この後援申請については

承認とした方がいいのではないかと思います。ただ、再度、後援申請が出た時の許

可する基準を明確にしていくことが大事だなと思います。 

5番委員 大府市吹奏楽団が演奏会をする場合は、大府市の後援をとっているのでしょう

か。 

学校教育課 

庶務施設係長 

申請を出されれば、審議の対象となります。 

3番委員 大府市の吹奏楽団の定期演奏会に東海市教育委員会も後援を許可されています

か。 

学校教育課 

庶務施設係長 

大府市の吹奏楽団が他市の教育委員会の後援をとっているかどうかは把握して

おりません。 

2番委員 今、相木委員がおっしゃったのは、お互い様で後援しあうという形があるのかと



発 言 者 要 旨 

いうことですよね。この間の市長との懇談会があった時に、アローブに関してもホ

ールが出来て、知多は一つということで、使用料も同じ金額にして皆で使いましょ

うという形をとるのだということを伺いました。そういう意味でいったら、勿論、

知多半島も皆でいろんなものを盛り上げることに関しては、私も全く異論はないの

ですが、ただ、例えばこれからアローブで、知多市の吹奏楽団がやる時にはどんど

ん後援するけれども、よそに出かけてまでということに関して、ちょっと私は、最

初に言いましたが、勿論後援することが、基準が許されるならば、たくさん後援す

ることは悪くない、しない方がいいという気持ちではありません。 

委員長 河合委員がおっしゃったように、今後一度、後援の基準を再確認するということ

で、今回の議案第19号については、承認するということでどうでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長 それでは、承認いたします。 

続きまして、議案第20号「夢への挑戦！大府東浦から世界一へ ～子どもたち

の熱い想い！てっぺん目指して～の後援申請について」ご説明をお願いします。 

学校教育課 

学校教育係長 

議案第20号「夢への挑戦！大府東浦から世界一へ ～子どもたちの熱い想い！

てっぺん目指して～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 大府青年会議所は、毎年、おもしろい企画を、よく準備をされておりますので、

私は賛成です。 

4番委員 私も異議はないのですが、この日程の8月23日というのは、現場では、校内清

掃をしている時期だと思います。もし本当に子どもたちを集めるのであれば、学校

のイベントの日程も求めておくことも大事になってくるのかなと思います。 

6番委員 今、河合委員のご指摘のことは、ごもっともでございます。これまでの41ペー

ジに記載してございます実績についても、主催者が企画したものをこのまま承認し

てきたというものではなくて、教育委員会も時折中に入りながら、ここは安全性で

どうか等、あれこれ注文を付けさせていただきながら実現にこぎつけたという経緯

もございます。ですから、ただ今の日にちの問題につきましても、学校現場がそう

いう現実だということも今後触れながら、場合によっては日にちの変更も含めて、

このまま後援をお認めいただきたいということでいかがでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長 学校現場との調整をしっかりするということで議案第20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」報告。 



発 言 者 要 旨 

委員長 次の報告をお願いします。 

学校教育課 

学校教育係長 

報告事項2号「大府市適応指導推進員の採用について」報告。（以下、資料によ

り説明） 

生涯学習課 

生涯学習係長 

各公民館長 

報告事項3号「平成26年度生涯学習事業計画について」報告。（以下、公民館ご

と資料により説明） 

生涯学習課 

生涯学習係長 

報告事項4号「大府市放課後クラブ指導推進員の採用について」報告。（以下、

資料により説明） 

生涯学習課 

生涯学習係長 

報告事項5号「大府市放課後クラブ指導嘱託職員の採用について」報告。（以下、

資料により説明） 

生涯学習課 

生涯学習係長 

報告事項6号「大府市歴史民俗資料館専門員の採用について」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「第48回 新日鉄重金名古屋吹奏楽団 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） 

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、5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 

委員長 以上ですべて終わりました。 

（以下余白） 

 


