
 

平成25年12月定例教育委員会会議録 

  

平成25年12月定例教育委員会は、12月９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、生涯学習課長、中央図書館長 

指導主事、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、 

生涯学習課放課後クラブ係長 

 

○ 提案議案 

議 案 第 57号 平成26年度教職員定期人事異動方針（案）について 

 58号 平成25年度教育表彰について 

 59号 平成26年度教育予算（案）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 大府市放課後児童健全育成事業苦情解決処理第三者委員について 

 4号 第26回知多・名古屋女性フォーラムの後援申請について 

 5号 マリナエスタウインドオーケストラ 第６回定期演奏会の後援申請について 

 6号 第18回知多サッカーフェステイバル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19分 

 

 

 



 

発 言 者 要 旨 

委員長 開会あいさつ。 

前回議事録は、先程承認。委員長報告に入らせていただきます。11月10日は、大府

シティ健康マラソン大会が石ヶ瀬小学校でありました。あいにくの天気ではありました

けれども盛況でした。14日木曜日は、横根公民館で婦人大学講座の合同閉校式がありま

した。各婦人会の報告を聞かせていただきましたが、本当に地道に大府の婦人会の方々

は頑張っているなと思いました。22日金曜日は、産業文化まつりの反省会に出席しまし

た。今回は残念ながら台風の影響で、産業文化まつりは開催されませんでしたけれども、

今回の事を踏まえ、今後、連絡網の整備や商工会議所の方々は商品の発注等の問題で困

られた事もあったようなので、いろんな事を考えていかなければいけないといった改善

点が浮かび上がってきた有意義な会議でした。12月7日愛知万博のメモリアル駅伝があ

りました。私と竹中委員、教育長、大野部長とで応援に行きました。大府の選手の皆さ

んも頑張ってくれて11位といういい結果でよかったと思います。8日は、吉田の歩け歩

け大会ともちつき大会がありました。以上です。 

それでは、教育長報告をお願いします。 

教育長 それでは教育長報告を行います。 

今日は、11月20日と12月4日の二日間にわたって行われた大府市就学指導委員会の

様子について、就学指導をめぐる動向と合わせて報告します。 

障害のある子どもの教育にあたっては、その障害に応じて子どもの可能性を 大限に

発揮でき、自立や社会参加のために必要な力を培うという視点に立って、一人一人に適

した教育の場が必要です。就学する学校の決定に当たっては もふさわしい教育が受け

られるように、早期からの相談を行いながら、保護者や本人の意見を聞いたうえで、教

育学・医学・心理学等の観点から総合的かつ慎重に行い、適切な就学指導に努めること

が必要となります。 

市町村教育委員会は、そこに住む子どもの就学について責任を負うことになり、その

ために就学指導委員会を設置して適正な就学指導を進めていくことになります。本市で

は「大府市就学指導委員会規則」により、医師・学識経験者・学校職員・児童福祉施設

及び児童相談センター職員等からなる委員会を設置することが定められています。 

ところで、従来の就学指導の考え方が近年大きく変化してきていることをこの機会に

ご理解いただきたいと思います。平成24 年 7 月に公表された中央教育審議会初等中等

教育分科会報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特

別支援教育の推進」において、「就学基準に該当する障害のある子どもは特別支援学校

に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニ

ーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地

域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとすることが適当で

ある」との提言がされました。加えて「その際、市町村教育委員会が、本人・保護者に

対し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を 大限尊重し、本人・保護者と市町

村教育委員会、学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則

とし、 終的には市町村教育委員会が決定することが適当である」との指摘もされてお

り、こうした流れを基本的な前提として、本年9月に学校教育法施行令の一部が改正さ

れました。 

 本市の就学指導委員会は、従前から一人一人の障害の程度や本人・保護者の教育的ニ

ーズをていねいに把握することに努めており、今回の制度や考え方の変化に戸惑うこと

はないものと考えています。ただ、審議対象となるお子さんの数は年々増加しており、

判断に迷うケースも多様化してきています。今後は従来にも増して様々な事案に対応を

求められる傾向が一層強まることが予想されます。小中学校に対してはこれまで以上に

早い時期から情報交換を密にしながら、適正な就学先の決定に向けて保護者との信頼関

係を築いていくことの大切さを求めていきたいと思います。 

以上で教育長報告とします。 



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57号「平成26年度教職員定期人事異動方針

（案）について」ご説明をお願いします。 

指導主事 議案第57 号「平成26 年度教職員定期人事異動方針（案）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 資料2ページの教員人事のところに、市町間及び小・中学校間の人事交流を促進する

とありますが、小中学校の教諭の免許状をほとんどの方々がもってみえるのですか。 

指導主事 現在、中学校における教員の半分もしくは五分の三程度は、中学校教諭の免許しかも

っていない者が意外に多くございまして、小学校にいる教諭の中でも小学校教諭しかも

っていない者が三分の一ぐらいかと思いますがおりますので、そういった教諭について

は、中学校へ行くあるいは小学校へ行くということは出来ませんので、免許を持ってい

る者の中での異動ということになります。ただ、いろんな場で免許をとるように働きが

けはしております。 

3番委員 １方針の（2）のところですが、知多地方教育事務協議会だけ、豊かな人間性と高い

識見を有する人材を登用すると書いてあるだけで、他のところには男女を問わずといっ

た文言が入っています。知多地方教育事務協議会だけ入っていないのは、当然のことだ

から入っていないのか、何か意図があって入っていないのか分かりましたら教えてくだ

さい。 

指導主事 十分、把握しておりませんので、何か分かるようでしたら確認したいと思いますが、

知多地方の場合は、そもそも男女を問わずと言わなくても、この豊かな人間性と高い識

見を有する人材ということでの観点で登用してきておりますので、改めてそれをわざわ

ざ言う必要はないということかと思っております。 

委員長 他にご質問はよろしいでしょうか。 

 （なし） 

委員長 議案第57号については、承認いたします。 

続きまして、議案第58号「平成25年度教育表彰について」ご説明をお願いします。 

学校教育課 

庶務施設係長 

議案第58号「平成25年度教育表彰について」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 該当者が多い学校と少ない学校と学校によって人数がばらばらですが、これは、学校

間で競争させているといったことはないのでしょうか。 

学校教育課 

庶務施設係長 

学校間による競争は、無いものと捉えております。毎年、同じ学校が多いというもの

ではありませんので、たまたま結果として、今年はある学校が多かったということです。



発 言 者 要 旨 

委員長 資料 19 ページにあるドリーム・コンプレックス主催の大会に入賞された方がたくさ

んみえますが、これは、大府市全体が応募したものなのですか。 

学校教育課 

庶務施設係長 

今回、絵画教室の先生が広報を見られて該当している生徒さんがたくさんいるという

ことで、保護者の方々へ教育表彰についてお話をされ、保護者の方から、是非、申請し

たいということで提出されたものです。 

4番委員 この団体は、教育委員会の規定に合うものですか 

学校教育課 

庶務施設係長 

はい。 

委員長 他にご質問はよろしいでしょうか。 

 （なし） 

委員長 議案第58号については、承認いたします。 

続きまして、議案第59号「平成26年度教育予算（案）について」ご説明をお願いしま

す。 

学校教育課長 議案第59号「平成26年度教育予算（案）について（学校教育課分）」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 27 ページの小学校運営事業で、内科医・歯科医で一人ずつ増員することで

327,900 円、266,800 円の増額がありますが、どのような仕組みになっているものです

か。学校での歯科医というのは、どういう立場ですか。 

学校教育課長  学校歯科医の立場ですが、健康診断時に学校へ来て歯科検診をしていただくというこ

とが主な仕事です。検診を基に、各児童生徒の治療が必要な歯が見つかった場合は、歯

科医へ行ってもらうようお知らせを行うものです。 

5番委員 健康診断は、年に何回ありますか。 

学校教育課長 年に一回です。 

5番委員 この金額が増えるのは、この一日分の手当てということですか。 

学校教育課長 この金額については、まず、年間の基本金額あります。それにプラス、実際に診てい

ただいた児童一人につきいくらといった形で報酬を支払っておりますので、それらを合

計した金額になっております。 

委員長 資料 27 ページの小学校施設整備事業で、神田小のシックハウス対策とありますが、

どういったものですか。 



発 言 者 要 旨 

学校教育課長 この神田小学校のシックハウス対策は、給食室の建替え工事に伴い必要になってくる

工事になります。 

5番委員 今回の内容とは関係ありませんが、大東小学校の後ろの壁に画鋲が入らなくて困って

いるといった件については、その後、どうなりましたか。 

学校教育課長 この件については、先日、この工事をされた業者と話し合いをし、急いで改修工事を

していただくようお願いしました。改修工事にかかる費用についても、この件は当初か

ら画鋲がささらないといったことであるので、当初の工事費の中で対応していただくよ

う併せてお願いをいたしました。 

委員長 他にご質問はよろしいでしょうか。 

 （なし） 

委員長 それでは、議案第59号（学校教育課分）については、承認いたします。 

続きまして、生涯学習課分の説明をお願いします。 

生涯学習課長 議案第59号「平成26年度教育予算（案）について（生涯学習課分）」説明いたしま

す。（以下、提案理由等資料により説明） 

中央図書館長 議案第59号「平成26年度教育予算（案）について（中央図書館分）」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59号（生涯学習課・中央図書館分）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。 

委員長 次の報告をお願いします。 

生涯学習課 

放課後ｸﾗﾌﾞ係長 

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） 

委員長 次の報告をお願いします。 

生涯学習課 

放課後ｸﾗﾌﾞ係長 

報告事項3号「大府市放課後児童健全育成事業苦情解決処理第三者委員について」報

告。（以下、資料により説明） 

委員長 次の報告をお願いします。 



発 言 者 要 旨 

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項4号「第26回知多・名古屋女性フォーラムの後援申請について」報告。（以

下、資料により説明） 

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5号「第11回ニュースポーツフェスタ2013の後援申請について」報告。（以

下、資料により説明） 

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6号「第18回知多サッカーフェステイバル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、12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 

中央図書館長 中央図書館分の報告 

委員長 以上ですべて終わりました。 

（以下余白） 

 


