
 

平成25年5月定例教育委員会会議録 

  

平成25年5月定例教育委員会は、5月10日（金）大府市役所206･207会議室に招集し、次のとおり審議した。 

 

○ 出席した委員 

  一番席委員 河合 昌和  二番席委員 日比 靖子  三番席委員 竹中 万里 

  四番席委員 相木 鍾三  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、 

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 

 

○ 提案議案 

議案第 27号 大府市図書館協議会委員の委嘱について 

 28号 大府市生涯学習審議会委員の委嘱について 

 29号 大府市社会教育関係団体の認定について 

 30号 
大府青年会議所2013年度 青少年健全育成事業 

 夢をかなえる力 ～みんなでめざせ！富士山頂～ の後援申請について 

 31号 中日キッズ野球教室の後援申請について 

 32号 Skyblue Wind Orchestra 第4回定期演奏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 第20回大府市中学生海外派遣について 

 5号 学校開放運営委員の委嘱について 

 6号 大府市立中学校運動部活動指導者の委嘱について 

 7号 大府市歴史民俗資料館リニューアル検討委員会委員の委嘱について 

 8号 第37回大倉公園つつじまつりの後援申請について 

 9号 第14回全国小学生ABCバドミントン大会 愛知県予選の後援申請について 

 10号 中部国際空港株式会社主催コンサートの後援申請について 

 11号 初夏の教育のつどいの後援申請について 

 12号 平成25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 

 13号 第38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 

 14号 第38回 県下壮年親善ソフトテニス大会の後援申請について 

 15号 第49回公益社団法人 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 

開会時間 午後１時30分 

閉会時間 午後2時23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。 

委員長報告でございますが、4月の始めには小中学校の入学式が行われまして出

席いたしました。4 月 16 日、学校保健会総会に出席しました。今年度の骨子案に

ついて了解をいたしました。新しく会長さんも決まっております。19 日の夜は、

四役歓送迎会に出席。27 日、つつじまつり開場式がありました。久しぶりにつつ

じが満開で、何年かぶりにいい開場式でありました。やはり、つつじが咲いてない

とふさわしくないので、良かったなと思っております。昨日5月9日は、中小体育

連盟の役員会へ出席。25 年度の計画が承認されました。知﨑指導主事から、文化

スポーツ課の担当会議へ出席された時の資料を出していただきまして、私も驚いた

のですが、愛知県の子どもたちの体力が全国で最低のレベルだという報告を聞きま

した。昔は、「教育愛知」と言われて学習のレベルも高かったものです。今年度も、

4 月 24 日に全国学力テストを実施したところですが、私の承知する限りでは、気

が付いた時には真ん中ぐらいになっていて、体力は最低であるというような事で、

「教育愛知」はどこへいったのかと個人的に思っている訳であります。 

教育長から、3点ほど指示・依頼がありました。1点目は、昨年度の神田小学校

の研究の成果を各学校で活かしなさいというお話でありました。2点目は、市のス

ポーツ推進計画が出来ていて、その中に、学校体育の数値目標も挙がっているおり、

計画期間内に市内中学3年生の体力テストの各項目の内、過半数以上の項目で大府

市の平均値が全国平均値を上回るようにと書いてあるそうです。3点目は、中央教

育審議会答申の中から、健康3原則のお話があったように記憶しています。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2点申し上げます。 

１点目は、若手教員の育成についてです。4 月 11 日、学校教育担当指導主事会

が開催され、その席で愛知県教育委員会義務教育課はこの問題について、次のよう

な現状認識を示しました。「現在、教員の大量退職、大量採用が進み、愛知県の小

中学校では50歳以上の教員が全体の37.3％、勤続年数6年目までの若手教員が全

体の 29.6％を占める一方で中堅教員層が極端に少ない状況である」「昨今の若手

教員の傾向として、真面目で教育に対する高い理想を抱いている反面、人間関係を

構築するのが苦手であり、マニュアルに安易に頼りがちで、実体験から学んでいこ

うとする姿勢にやや乏しい」「さらに校内ではこれまで日々の教育実践を通して、

若手教員を育ててきた中堅教員が減少したことや教員の多忙化により、同僚や先輩

に指導を受けたり相談したりする機会が不足している」「こうした状況では若手教

員の指導が不適切なものに陥りかねないばかりか、問題を一人で抱え込んでしま

い、教職に対する情熱や向上心が失われる恐れもある」「以上の状況から、学校が

教育力を保持し、学校運営について地域・保護者の信頼を得るためには若手教員の

ための研修体制の確立は急務である」。こうした現状認識を大府市にあてはめて考

えてみます。本市は50歳以上の教員は30.3％で、県全体の割合よりは低いと言え

ます。が、それ以外の状況は県が示したものと似たようなことがいえます。つまり、

若手教員の育成を図る研修のあり方を考えることは喫緊の課題であるということ

です。しかし、そのために若手教員に対象を絞った市単独の研修会を計画しようと

いう考えは今のところ持っていません。むしろ、日常的な業務を通して、必要な知

識や技能、意欲、態度などを、意識的、計画的、継続的に行う取り組み、いわゆる

OJTの考え方を積極的に取り入れていきたいと思います。風通しのいい職員室の雰

囲気づくりを通して、若手とベテランがうまくコミュニケーションを図りつつ、豊

かな人間力や教育の専門家としての指導力を身につけていってくれることを期待



発 言 者 要 旨 

しています。この点については改めて委員の皆さんのお考えをお聞かせいただけれ

ばと思っています。 

２点目は、5月1日・2日の二日間、石川県で開催された東海北陸都市教育長協

議会に出席しましたので、その一部をご報告します。研究大会では、愛知県知多市

から「生涯学習によるまちづくりの取組」、石川県羽咋市から「幼保小中連携の取

組」について報告を受けました。知多市が行っている「ちた塾」の、「学びたい」

「教えたい」の両面を満足させるための様々な工夫や仕掛けは、本市の生涯学習課

が本格実施しようとしている、市民講師企画講座に通じるものがあり、大いに参考

になりました。また、羽咋市の連携教育では、聞く姿勢、話す姿勢、書く姿勢(鉛

筆)、食べる姿勢(箸)を共通テーマに取り組んでいるとの報告があり、これまた、

大府市と共通する部分が多いことに意を強くしました。次に、分科会は「教育行財

政部会」に出席しました。ここでは、加賀市の教育長が「学校の適正規模と学校再

編」をテーマに問題提起をされました。加賀市は児童生徒数約5,400人で、小学校

21 校、中学校 6 校を抱え、今後も児童生徒数の減少が進行する中、小中学校の統

廃合が待ったなしの課題であるとのことです。程度の差こそあれ、多くの市は児童

生徒数減少への具体的な対応を迫られ、それが分科会の中心テーマになるという現

実に驚かされました。二日間の研修で得た情報や発見を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。 

委員長 それでは議案の審議に入ります。議案第27号「大府市図書館協議会委員の委嘱

について」ご説明をお願いします。 

生涯学習課長 議案第 27 号「大府市図書館協議会委員の委嘱について」（以下、提案理由等資

料により説明） 

委員長 この件について何かございますか。 

 （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28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 28 号「大府市生涯学習審議会委員の委嘱について」（以下、提案理由等資

料により説明） 

委員長 この件について何かございますか。 

４番委員 4月1日付けで委嘱をされる訳ですが、もうすでに5月に入っている訳ですよね。

いろいろと都合はあるかと思いますが、4月の定例会ぐらいにこのような委嘱につ

いての議案が出せないものですか。 

生涯学習課 
生涯学習係長 

実は、4月の定例会に出そうと思っていたのですが、理事者との調整ができず、

今回になってしまいました。 



発 言 者 要 旨 

委員長 調整等、大変かと思いますが、出来るだけ間に合えば 4 月の定例会にお願いし

たいと思います。 
ほかに何かご意見はありませんか。 

 （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29号「大府市社会教育関係団体の認定について」ご説明をお

願いします。 

生涯学習課 
生涯学習係長 

議案 29 号「大府市社会教育関係団体の認定について」（以下、提案理由等資料

により説明） 

委員長 この件について何かございますか。 

２番委員 社会教育関係団体の認定というのは、どこかの公民館の講座を受けてから団体を

立ち上げると認定を受けられるという記憶があるのですが、この団体は、何かそう

いったことがあったのでしょうか。 

生涯学習課 
生涯学習係長 

社会教育関係団体の認定を受けることができる団体については、先ほどのお話の

とおり公民館等の講座を受けた後に、自分達が自主的に立ち上げるものと、もう一

つ、文化協会に所属する団体も要件を満たしているわけでございまして、今回の団

体は、文化協会に所属する団体であります。 

２番委員 社会教育関係団体の認定を受けると、公民館等の使用料は無料になりますよね。

一時期、受益者負担についての課題が出ていたかと思いますが、使用料の見直し等

の検討はされましたか。 

生涯学習課 
生涯学習係長 

実は昨年度、使用料の受益者負担についてご意見をいただきましたので、昨年、

社会教育委員会で使用料の見直しを行おうといたしましたが、使用料の改定を近々

公民館の方で考える方向がございますので、その際に併せて行っていきたいと考え

ております。 

委員長 ほかに何かご意見はありませんか。 

 （なし） 

委員長 それでは、承認いたします。 
続きまして、議案第30号「大府青年会議所2013年度 青少年健全育成事業 

夢をかなえる力 ～みんなでめざせ！富士山頂～ 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「大府青年会議所2013年度 青少年健全育成事業 

夢をかなえる力 ～みんなでめざせ！富士山頂～ の後援申請について」（以下、

提案理由等資料により説明） 



発 言 者 要 旨 

委員長 この件について何かございますか。 

６番委員 1点補足をさせていただきます。主催者の方から、校長会に対しても協力要請が

ございました。その場でおっしゃられた内容が、今の提案に加えて、東北から震災・

原発等々の影響でこちらへ避難をされているお子さんが参加を申し出た場合には、

その参加費を無料とすると申し添えておられました。現実に、大府市には4名（北

山小 3 名、大府北中 1 名）みえますが、その方々が参加を申し出られた場合は、

参加費を無料にするということですので付け加えさせていただきます。 

委員長 ほかに何かありませんか。 

 （なし） 

委員長 それでは、承認いたします。続きまして、議案第31号「中日キッズ野球教室の

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 31 号「中日キッズ野球教室の後援申請について」（以下、提案理由等資

料により説明） 

委員長 この件について何かございますか。 

 （なし） 

委員長 それでは、承認いたします。続きまして、議案第32号「Skyblue Wind Orchestra 

第4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。 

学校教育課 
庶務施設係長 

議案第32号「Skyblue Wind Orchestra 第4回定期演奏会の後援申請について」

（以下、提案理由等資料により説明） 

委員長 この件について何かございますか。 

 （なし） 

委員長 それでは、承認いたします。 
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。 

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」。（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 

学校教育課長 報告事項2号「大府市立学校評議員の委嘱について」。（以下、資料により説明）

委員長 女性の委員が 5 名のうち 1 名という学校がいくつかありまして、この人選は各

学校の主体性に任せておけばいいことでありますが、時代の流れの中で、女性委員

の登用をもう少し増やしていってはどうかと思います。今後、機会がありましたら、

そういった事も学校へお伝えください。 

委員長 次の報告をお願いします。 

学校教育課長 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」。は別冊をご覧くだ

さい。（以下、資料により説明） 

委員長 次の報告をお願いします。 

学校教育課長 報告事項4号「第20回大府市中学生海外派遣について」。（以下、資料により説

明） 

委員長 次の報告をお願いします。 

学校教育課長 報告事項5号「学校開放運営委員の委嘱について」。（以下、資料により説明） 

委員長 次の報告をお願いします。 

学校教育課長 報告事項 6 号「大府市立中学校運動部活動指導者の委嘱について」。（以下、資

料により説明） 

委員長 次の報告をお願いします。 

生涯学習課長 報告事項 7 号「大府市歴史民俗資料館リニューアル検討委員会委員の委嘱につ

いて」。（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8号「第37回大倉公園つつじまつりの後援申請について」、報告事項9
号「第14回全国小学生ABCバドミントン大会 愛知県予選の後援申請について」、

報告事項10号「中部国際空港株式会社主催コンサートの後援申請について」、報告

事項 11 号「初夏の教育のつどいの後援申請について」、報告事項 12 号「平成 25

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」、報告事項 13 号

「第38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」、報告事項

14 号「第 38 回 県下壮年親善ソフトテニス大会の後援申請について」、報告事項

15号「第49回公益社団法人 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」。（以下、資料により説明） 



発 言 者 要 旨 

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） 

委員長 これをもちまして、平成25年5月の定例教育委員会を閉会します。 
終了  14時23分

 

 


