
 

平成25年4月定例教育委員会会議録 

  

平成25年4月定例教育委員会は、4月4日（木）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、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、学校教育課学校教育係主査、 

生涯学習課生涯学習係長、生涯学習課放課後係長、大府公民館長、横根公民館長、神田公民館長、 

北山公民館長、東山公民館長、共長公民館長、長草公民館長、吉田公民館長、森岡公民館長、 

いきいきプラザ館長 

 

○ 提案議案 

議案第 24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 

 25号 平成25年度準要保護児童・生徒の認定について 

 26号 ＤＲＥＡＭ ＦＡＮＴＡＳＩＡ2013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 大府市適応指導推進員の採用について 

 3号 平成25年度生涯学習事業計画について 

 4号 大府市社会教育推進員の採用について 

 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 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の委嘱について 

 8号 第3回3Ｂ親子・ジュニア愛知県大会の後援申請について 

開会時間 午前9時00分 

閉会時間 午前9時58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、3 月 14 日、教育長と一緒に知多地方教育事務協議

会へ出席しました。3 月 19 日は、小学校の卒業式で、私は共和西小学校へ出席し

ました。先ほど、別室で卒業する子ども達の特に女の子の服装について話題になり

ましたが、学校によっては、あまり華美にならないようにという指導もあるようで

すし、一方では、日本の伝統文化をどうするのかという論理もあるようで、この件

は市全体として統一するといった問題ではありませんが、子ども達や親御さん達の

意識を、どのように変えていくかという事も話題になろうかと思います。3 月 29

日は、大府市教職員退職者辞令伝達式がありました。教育長から感謝状の贈呈等が

あり、和やかな雰囲気の中で終えることができました。毎年、「若い同志に贈るこ

とば」という冊子が渡されますが、お一人お一人の先生方の生き方等がメッセージ

として書かれており、人によっては、３ページにわたるような長いものがあったり、

若い時に経験した生徒指導の苦しみを述べているもの、その人らしい教育感といい

ますか、そういったものを若い人たちへの贈り物としていい形であるなぁと思って

おります。4月1日は、小中学校教職員受入式がありました。南雲先生からの誓い

のことばが、立派な誓いのことばであったと記憶しております。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点について、教育長報告をさせていただきます。 

１点目は、平成25年度の教職員数及び児童生徒数についてです。昨年度末に23

人の教職員が退職されました。内訳は校長2、教頭1、教諭18、事務職員１、栄養

職員１でした。代わって、新たに25人の新規採用者を迎えました。内訳は全て教

諭です。昨年度の新規採用教諭は、21 人でしたから 4 人の増加ということになり

ます。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。この春の人事異動の結果、大府市の教職員は423

人で本年度をスタートすることになりました。次に児童生徒数です。これについて

は始業式の行われる日の人数が確定値となりますので、本日現在は暫定値であるこ

とをお断りしておきます。まず小学校です。新入生は922人で、大府市全体の児童

数は5,488人です。これは、昨年4月と比べると17人の減少です。次に中学校で

す。中学校の新入生は928人でした。中学校全体では2,682人で、昨年と比べると

145人増加しました。児童生徒の総計は8,170人です。昨年4月と比べると128人、

一昨年と比べると238人も増加しています。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る地区もあると

の報告を受けており、児童生徒数の推移について注視していきたいと思います。 

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内容を報

告します。毎年この会には、市長が出席し、所感を述べられます。今年は「不離一

体」という言葉を使って、行政と教育委員会の関係を表現されました。そして教育

のことは先生方にお任せするので、おおらかな教育を進めてもらいたい。特に「き

らきら教育」の展開には大いに期待している、とエールを送っていただきました。

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、教育長指示としてお

願いした内容の主な事項をご報告します。第一は、改めて「見せる教育」と「魅せ

る教育」について私の想いを校長先生方にご理解いただき、13 校が同じ方向を向

いて大府の教育に当たっていただくようお願いしました。第二に、新年度のスター

トに当たり、四役あるいは五役が一枚岩になり、温かく風通しの良い職員室の雰囲

気づくりに努め、職員全体で学校づくりを進める機運をつくっていただきたい、若

い先生や他市町から異動してきた先生に十分な配慮をしながら職員を育てていた

だきたいということをお願いしました。第三に教職員の授業力向上のため、校長が



発 言 者 要 旨 

先頭になって授業を参観したり、先生方の指導に当たったりしてほしいということ

を指示しました。第四は、情報の共有を図ってほしいということです。校長自身が、

校長会を代表して出席する会議の内容について、報告をきちんと行って、共通理解

を図っていただきたい。合わせて、教職員の出張についてもきちんと復命を求め、

必要な情報が共有できる体制を整えてほしいということを指示しました。最後に、

教職員の健康についてです。従来の健康づくりは、医師・保健師・栄養士などの専

門職が「指導」をおこない、「健康」へ導くものとされていました。しかし、人任

せではなく、自分の力で健康や豊かな人生を手に入れられるよう、専門職が知識・

技術の提供や環境づくりなどをとおして支援していこうという考え方が注目され

ています。これをヘルスプロモーションと言いますが、こうした考え方を紹介しな

がら、心身ともに健康で、明るく元気に笑顔いっぱいで子どもたちの教育に当たっ

てくださいとお願いをしました。 

最後にその他として、4月1日から大府市教育委員会のホームページをリニュー

アルしたことをお知らせします。各学校に「見せる」ということを意識していただ

いている折、教育委員会としても積極的に情報公開をしていこうとの判断に立った

ものです。教育委員会の基本方針や教育委員会会議録などの情報を発信してまいり

ます。皆様もぜひご覧いただければと思います。 

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24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」ご説明をお願いします。 

指導主事 議案第 24 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」

（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25号「平成25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 

学校教育係長 

議案25号「平成25年度準要保護児童・生徒の認定について」（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。 

 （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26号「DREAM FANTASIA2013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 26 号「DREAM FANTASIA2013 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。 

５番委員 このイベントは、日韓交流みたいな感じものですか。ほとんどの出演者が韓国の

方で、アジア伝統芸能といっても、韓国の公演となっていますね。ダンスコンテス

トがあり、後半にはミニライブとなっていますが、確かに、ダンスコンテストは入

場料が無料になっていますが、ミニライブは入場料が5,000円とか3,500円で、人

数的にはミニライブの方が圧倒的に多いわけですよね。これは、ミニライブが中心

なんですか。それとも、コンテストを開催するのに資金を集めるため、ミニライブ

をやるんですか。 

それから、資料の11ページですが、後援を愛知県、長野県、名古屋市、中日新

聞に打診中とありますが、現在、後援が決定しているところがどういうところで、

どれぐらいあるのですか。 

最後に、資料の37ページですが、理事の方々の職業が多岐にわたっているよう

ですが、どのような集まりの団体なのでしょうか。 

学校教育課 

庶務施設係長 

今回のイベントは、ダンスコンテストと国際交流という内容になっております。

国際交流については、特に日韓に限っての交流というものではなく、たまたま出演

していただける方々が、ほとんど韓国の方になってしまったということです。 

現在、後援が決まっているところは、把握しておりません。それから、役員の方

の名簿ですが、詳しい団体の情報についてはつかんでおりません。 

２番委員 今、子どもたちの間ではダンスが人気で、なかなか発表する場もなくて、もしこ

のようなイベントが実現していけば、ダンスをやっている子どもたちにとって励み

になるので、悪いことではないと思います。 

また、ミニライブの件ですが、出演される方がまだ予定と書いてあるので、本当

にこの方々が出演されるのであれば、この金額は安いのかなと思います。 

委員長 ただ、このイベントについて、大府市の教育委員会があえて後援をすることの意

味ですよね。資料には、愛知県を全国にアピールするとも書いてありましたが、愛

知県や名古屋市の教育委員会へ申請を出し、許可をされればいい事であって、大府

市教育委員会がこのようなイベントについて、後援申請を許可するということはど

うなんだろうかと思います。今回、会場が名古屋市であり、もし大府市の勤労文化

が会場だったらまた少し違うのかもしれません。 

３番委員 皆さんがおっしゃられるように、戸惑っているというのが一番だと思います。資

料の26ページにある、「おもてなし武将隊」や和太鼓のグループ「志多ら」は、と

ても堅実に活動をしている団体のプログラムと、27 ページにあるミニライブの出

演者にあまりにもギャップがありすぎて、このミニライブに書かれている人たちが

客寄せとして名前が書いてあるのだとしたら、先ほどの話にもありましたが、予定

だということが不思議だと感じます。イベント自体がつかめきれない気がしてい

て、委員長が言われたように大府市教育委員会が後援を許可するということには戸

惑いがあります。 

４番委員 入場料は無料ですが、17 ページの参加費についてのところにあるように、一般

ジュニア・小学生以下のメンバーで構成、一人1,000円。一般シニア・中学生以上

のメンバーで構成、一人1,000円。小中学校単位でのメンバーで構成、無料とあり

ますが、参加の持ち時間というのが5分以内と書いてありますので、5分参加する

のに中学生以下でも1,000円かかるということは、ダンスが盛んになること自体に

は反対をしませんが、特に、大府市が後援をする必要はないのかなと思います。 



発 言 者 要 旨 

委員長 ほかに何かご意見はありませんか。 

そうしますと、大府市教育委員会としては、この後援申請については、おそらく愛

知県や名古屋市が必要であれば許可をするでしょうから、突出して大府市教育委員

会の名前をここで出す必要はないということでよろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

委員長 それでは、この件に関しては否認いたします。 

議案は以上です。 

続きまして報告事項お願いします。 

指導主事 報告事項1号「小中学校現況報告について」報告させていただきます。 

春休み等、特に交通事故等の大きな問題もなく、無事に新年度を迎える準備を各

学校ではしております。それから、大東小学校の金管チームがアンサンブルコンテ

ストで代表として出場し、金賞をいただいてまいりました。 

私からは以上です。 

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「大府市適応指導推進員の採用について」。（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 

生涯学習係長 

報告事項3号「平成25年度生涯学習事業計画について」。は別冊をご覧ください。

（以下、資料により説明） 

大府公民館長 （関係分、資料により説明。） 

横根公民館長 （関係分、資料により説明。） 

大府公民館長 （関係分、資料により説明。） 

北山公民館長 （関係分、資料により説明。） 

東山公民館長 （関係分、資料により説明。） 

共長公民館長 （関係分、資料により説明。） 

長草公民館長 （関係分、資料により説明。） 

吉田公民館長 （関係分、資料により説明。） 

森岡公民館長 （関係分、資料により説明。） 

いきいきプラザ館長 （関係分、資料により説明。） 



発 言 者 要 旨 

中央図書館長 （関係分、資料により説明。） 

委員長 次の報告事項をお願いします。 

生涯学習課長 報告事項4号「大府市社会教育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」・報告事項7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の委嘱について」関連がありますのでまとめて

説明させていただきます。（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6号「大府市歴史民俗資料館専門員の採用について」説明させていただ

きます。（以下、資料により説明） 

委員長 次の報告事項をお願いします。 

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項8号「第3回3B親子・ジュニア愛知県大会の後援申請について」。（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 

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） 

委員長 これをもちまして、平成25年4月の定例教育委員会を閉会します。 

終了  9時58分

 


