
平成 31 年２月定例教育委員会会議録 

  

平成 31 年２月定例教育委員会は、２月７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。 
 
〇出席した委員 
一番席委員 竹中 万里      二番席委員 冨田 良平      三番席委員 西村 和子 
五番席委員 永田 司 

 
〇議案説明のため出席した事務局職員 
教育長、教育部長、指導主事(3)、学校教育課長、学校教育課学校教育係長、学校教育課放課後係長、

学校教育課学校教育係主査 
 

〇傍聴者 
無し 
 

〇提案議案 

議案第 ４号 平成 30 年度教育費補正予算（３月議会）について 

 ５号 平成 31 年度教育費当初予算について 

 ６号 平成 30 年度教育表彰（児童生徒）について 

 ７号 大府市放課後児童健全育成事業実施規則の一部改正について 

 ８号 第 51 回全国保育団体合同研究集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 大府市楽友協会管弦楽団 第４５回定期演奏会の後援申請について 

 ３号 大府市民吹奏楽団 ファミリーコンサート２０１９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 33 分 
  



発 言 者 要 旨 

教育長 皆さん、こんにちは。暖かいような気がしますが、まだインフルエンザの心配は

消えておりませんので皆さん気を付けていただければと思います。今週火曜日から

中学３年生は私立の一般入試の日でした。この先、公立の入試も続きますので、イ

ンフルエンザに気を付けて健闘していただきたいと思います。 
それでは、ただいまから平成 31 年２月定例教育委員会を始めさせていただきま

す。 
前回の会議録は、先ほど教育長室にてご承認をいただきました。ありがとうござ

いました。 
教育長報告です。１月 11日、県都市教育長協議会総会・研修会が名古屋で開催さ

れ出席いたしました。研修会では、県教育委員会義務教育課、教職員課、生涯学習課

のそれぞれから県内の情勢及び今後の取り組みについて説明がありました。また、

航空評論家の小林宏之氏、元日本航空の機長の方の講演をお聞きしました。トップ

の危機管理という題で、お聞きしました。「危機に際しての決断は、一番大切なもの

以外は一旦捨てる覚悟が必要」との言葉が印象深く残っています。１月 13日、大府

市成人式が開催され、教育委員の皆様とともに出席いたしました。穏やかで晴れや

かな成人式だったように思います。2022 年から成人が 18 歳となりますので、成人式

の扱いをどうするか、現在、担当課がアンケートを実施するなどして構想を練って

いるところです。１月 15日、地教協が開催され竹中職務代理と出席いたしました。

来年度の地教協事業、予算についての審議が行われ、決定いたしました。１月 18日、

今年度末の人事について知多教育事務所との２回目の面談があり、竹中職務代理と

出席いたしました。１月 24 日、定例の市校長会を開催し、今後の取り組みにつきま

して、確認及び意見交換をしました。１月 25日、教育委員会並びに市小中学校教職

員会主催の教育表彰式、教育研究発表会を開催し、教育委員の皆様とともに出席い

たしました。市内には優れた先生が何人もおられますので、今後は表彰させていた

だく方々を増やしていけたらと願っています。１月 28日、義務教育推進協議会を開

催し、教育委員の皆様にもご出席いただきました。学校教育にかかわる現状を事務

局から説明させていただくとともに、出席された方々から忌憚のない御意見をいた

だくことができました。１月 29 日、大府市青少年問題協議会に出席し、今日の青少

年にかかわる事がらについて様々な立場からご意見が出され、私にとっても、これ

からの学校教育について考えさせていただく貴重な機会となりました。２月５日、

大府市輩出のヴァイオリニスト竹沢恭子氏が３人目の大府市広報大使となっていた

だけることになりましたので、その任命式に出席いたしました。竹沢氏には３年に

一度、市内四中学校で演奏をご披露いただいておりますが、今年度が実施された年

でありまして、好評を得ています。また、今年９月から使用予定の道徳の副読本に

も、大府市にゆかりのある偉人として掲載させていただくことになっています。 

以上です。 

教育長 それでは、協議事項に入りたいと思います。 



発 言 者 要 旨 

議案第４号「平成 30 年度教育費補正予算（３月議会）について」を審議いたし

ます。事務局よろしくお願いします。 

学校教育課 

学校教育係長 

学校施設係長 

議案第４号「平成 30年度教育費補正予算（３月議会）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） 

教育長  この件につきまして御意見御質問等よろしいでしょうか。 

冨田委員  はい。 

教育長 はい、冨田委員お願いします。 

冨田委員 お願いします。 
教育振興費の方で要保護準要保護の新入学の子たちへの教育振興費ですが、要保

護準要保護の児童生徒をみると、小学校と中学校の人数が 20 人ほど違いますが、保

護家庭は年々減っていく傾向にあるのでしょうか。現状を教えていただけたらと思

います。 

教育長 事務局、どうですか。 

学校教育課 

学校教育係長 

今、手元に資料がございませんので、正確なことは申し上げられませんが、29年

度より、就学援助の対象の所得額を所得の高い方まで見られるようにしたものです

から、そういった意味では拡大はしているかと思います。 

教育長 よろしいでしょうか。 
そのほか、いかがでしょうか。 
それでは、議案第４号については、承認するということでよろしいですか。 

 (異議なし) 

教育長 それでは、議案第４号は承認いたします。 

続きまして、議案第５号「平成 31 年度教育費当初予算について」を審議いたしま

す。ご説明をお願いします。 

学校教育課長 

学校教育係長 

学校施設係長 

議案第５号「平成 31 年度教育費当初予算について」説明いたします。（以下、提

案理由等資料により説明） 



発 言 者 要 旨 

放課後係長 

学校教育係主査 

教育長  以上、主要事業について説明がありましたが、この件につきまして御意見御質問

等よろしいでしょうか。 

西村委員  はい。 

教育長 はい、西村委員お願いします。 

西村委員 学校教育総務費ですが、小学校４年生中学校１年生を対象にセルフディフェンス

講座を開催するとありますが、いじめや虐待不審者の対応というのが低年齢化して

きており、この学年に限らず全体に講座をしていくという考えはありますか。 

教育長 事務局、いかがでしょうか。 

学校教育課長 毎年４年生と１年生で対象にしておりますので、一遍に全員という形ではなく、

小中学校の間に２回受けるという形にはなっております。 

西村委員 内容はほぼ毎年同じなのでしょうか。年々、ＳＮＳとかも進化し、状況は変わっ

ているので、内容を常に変えて開催しているのでしょうか。 

教育長 セルフディフェンス講座を見られた方がいれば、そのあたりを話してもらえれば

と思います。 

指導主事 大府市内ではありませんが、以前赴任していた学校で開催されたセルフディフェ

ンス講座が同じ講師でした。内容的には、いじめだったり虐待だったり不審者だっ

たり、先ほどおっしゃられたＳＮＳだったり、いろいろな内容があるものですか

ら、その中から、今現状として各小中学校で、必要とされているものを中心に行わ

れていました。その時の実情に合わせ、講演したり実体験の話をしたりということ

をしています。 

西村委員 講師は毎回同じなのでしょうか。人が変われば内容も教え方も変わると思います

が。 

指導主事 基本的には同じ講師の方です。ですが、一緒に来ていただける方が違っていたり

することがあります。基本的な話は１３校同じ講師が行っています。学校のニーズ

に合わせた内容については、それぞれの専門分野の方と一緒に行っていただいてい



発 言 者 要 旨 

ます。 

西村委員 もし、機会があれば、参考になるので、１度見させていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

教育長 ありがとうございました。 
今年度、これからの実施の学校もあったと思います。難しければ来年度小中学校

１校ずつ講座の様子をみていただけるようにしていきたいと思います。 
よろしくお願いします。 
そのほか、いかがでしょうか。 

永田委員  はい。 

教育長 はい、永田委員お願いします。 

永田委員  学校のホームページの更新ですが、今すでに各学校ホームページがあると思いま

すが、この更新は、全校をまとめて同じ様式に更新するということでしょうか。 

教育長  事務局、いかがですが。 

学校教育課 

学校教育係長 

そのとおりです。同じホームページのソフトを使いまして、どの学校も同じフォ

ーマットで作れるということです。現状ですと、学校によって若干その仕様が違う

というところもありまして、市内統一することによって教員が転勤しても支障がな

いようにということで統一を図っていくつもりでございます。 

永田委員 ありがとうございます。今まで、よく更新される学校とされないところとあった

りしたので、見る側としては、新しい情報を変えていきやすいようなホームページ

に変えていただけるとありがたいので、よろしくお願いします。 
もう１点、お願いします。 
社会教育費の民間の児童クラブへの補助が３クラブとありますが、大府市の中に

民間の児童クラブが３つあって、その３クラブということでしょうか。 

教育長 事務局、いかがでしょうか。 

学校教育課 

放課後係長 

はい。大府市内に３カ所放課後児童健全育成事業を行う民間の団体が３団体あり、

そこに市として補助をしているというものでございます。ですので、例えば、塾機

能のついたものだとかもあるのですが、そちらについては補助を出していないため、

この３団体の中には入っていないというような形でございます。 



発 言 者 要 旨 

永田委員 ３団体は、どこのエリアにありますか。 

学校教育課 

放課後係長 

大府大東学区にどろんこクラブという民間の学童が駅前の近くにあるんです。神

田学区にわんぱくクラブというクラブが学校の近くにございます。三つ目が石ヶ瀬

学区にキッズクラブというクラブあります。ＮＰＯネットワーク大府が運営してい

る民間の学童クラブでございます。 

永田委員 ありがとうございました。 

教育長 現時点では放課後クラブにつきましては、待機児童ゼロということになっており

ます。 
そのほかよろしいでしょうか。 

冨田委員  はい。 

教育長 はい、冨田委員お願いします。 

冨田委員 はい、２点お願いします。 

学校教育総務費のところで、特別支援学級補助員の配置１名増員というふうこと

が載っているのですが、どこの学校に配属するか決まっていればその学校とその理

由を教えていただきたいのが１点と、小学校費のところの校舎トイレ改修工事で洋

式の占める割合は 100 パーセントとする工事を実施する中に、大東小学校が入って

おりますが、大東は開校してからまだ７年しか経っていませんが、それでも洋式化

をするということは和式があるということですか。 
以上２点お願いします。 

指導主事 特別支援学級の補助員は、もう少し欲しかったというのが現状です。今回一人増

員ということですので、今後、各学校の状況を見ながら調整したいと思っておりま

す。 

教育長 もう１点、大東小学校のトイレ洋式化について事務局よろしくお願いします。 

学校教育課 

学校施設係長 

大東小学校も１つのトイレに大体１個ずつくらい和式トイレがあります。100 パ

ーセントということですので、全て洋式化にすると考えております。 

教育長 和式は全て、学校からはなくなるということになります。 

冨田委員 特別支援学級補助員はどこの学校も今、支援を必要とする子が増えて特別支援学



発 言 者 要 旨 

級に在籍する児童も増えていると思いますので、できるだけ市内全体の状況をよく

見極めて、配置していただけるといいと思います。大東小学校については、７年前

に開校したばかりで工事費的にもったいない感じがするので、今後、工事するとき

は、５年 10 年先を見越して、実施していただけると予算の有効活用ができると思い

ますので、よろしくお願いします。 

教育長 そのほかいかがでしょうか。 

竹中委員  はい。 

教育長 はい、竹中委員お願いします。 

竹中委員 学校教育総務費の英検についてですけれども、学習意欲の向上を図ること目的と

いうことで、非常に手厚い良いお金を投入しているわけですけども、受験者はこれ

によって増えて、より中学生が英検に対して、多くの参加をするようになったとい

うような事実はあるのでしょうか。 

教育長 この２年間実施しております。事務局よろしくお願いします。 

学校教育課 

学校教育係主査 

はい。補助を実施する以前に、英検の受験者数を把握しておりません。昨年度の

申請者は資料を持ち合わせておりませんが、260 名ほどの申請がありました。今年

度、申請書と市教委の準会場の受験者を合わせて同じくらいの受験者でした。補助

金があったので３級を受けてみようと思ったという保護者からの声もありましたの

で、多分補助実施以前よりか、受験者数は伸びていると思います。 

竹中委員 会場が近くなり、みんながより身近にできるようになったらすばらしいと思いま

す。 
ありがとうございました。 

教育長 この２年間、ほぼ同じくらいの数の申請者がいたということです。 

今年度は、土曜日実施で会場設営いたしましたが、学校行事と重なるような部分

もありましたので、来年度は日曜日に実施し、改善していく方向であります。 

そのほかいかがでしょうか。 

それでは、議案第５号については、承認するということでよろしいですか。 

 (異議なし) 

教育長 それでは、議案第５号は承認いたします。 



発 言 者 要 旨 

続きまして、議案第６号「平成 30 年度教育表彰（児童生徒）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 

学校教育係長 

議案第６号「平成 30 年度教育表彰（児童生徒）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） 

教育長 この件につきまして御意見御質問等よろしいでしょうか。 

それでは、議案第６号については、承認するということでよろしいですか。 

 (異議なし) 

教育長 それでは、議案第６号は承認いたします。 

続きまして、議案第７号「大府市放課後児童健全育成事業実施規則の一部改正に

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 

放課後係長 

議案第７号「大府市放課後児童健全育成事業実施規則の一部改正について」説明

いたします。（以下、提案理由等資料により説明） 

教育長 条件の緩和ということになろうかと思いますが、この件につきまして御意見御質

問等よろしいでしょうか。 

竹中委員  はい。 

教育長 はい、竹中委員お願いします。 

竹中委員 緩和して子どもが増えるかもしれない状況と今の指導員が国のほうでは２人必要

なところを１人にしてもいいという指導員の方を緩くして、現場では入ってくる方

を増やすという形になっていると、本当にその現場が大丈夫なのかと感じます。大

府の場合、２人の指導員を１人にするという動きはないようですが、できれば増え

るような形になればいいなということをたくさん子どもたちを受け入れてるという

状況の中で感じました。指導員さんたちの負担がよりきつくなるようなことのない

ようにという御配慮がいただければと思いました。 
以上です。 

教育長 感想ということでしたが、この件について事務局から何か補足があればお願いし

ます。 

学校教育課 はい。ありがとうございます。 



発 言 者 要 旨 

放課後係長 おっしゃるとおりです。条件を緩和することにより、人数入所児童数というのは

増えることを想定はしております。場所の心配はしております。来年度のことです

が、児童が増える想定をし、大府小学校と神田小学校には、夏休みの間、教室を一部

屋借りる話を進めているところでございます。また、指導員と嘱託職員の不足につ

いてですが、今年度は人材不足の中でも何とか実施しております。来年度に関して

は、今募集をしているところでございます。また、予算につきましても、今年度は学

校教育課で執行していた広告料に関しまして、人事担当部署に広告料が束ねられま

した。人事担当部署と調整を行いながら、来年度、指導員等が不足とならないよう

に業務を遂行したいと思っております。 
以上です。 

竹中委員 ありがとうございました。 

教育長 よろしいでしょうか。 
そのほか、いかがでしょうか。 
それでは、議案第７号については、承認するということでよろしいですか。 

 (異議なし) 

教育長 それでは、議案第７号は承認いたします。 

続きまして、議案第８号「第 51回全国保育団体合同研究集会の後援申請について」

を審議いたします。ご説明をお願いします。 

学校教育課 

学校教育係主査 

議案第８号「第 51回全国保育団体合同研究集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） 

教育長  この件につきまして御意見御質問等よろしいでしょうか。 

永田委員  はい。 

教育長 はい、永田委員お願いします。 

永田委員 はい。チラシを見ると、第 39回のもののようなので、過去に各都道府県で持ち回

りで行っているということでしょうか。 

学校教育課 

学校教育係主査 

はい、持ち回りで開催されているようです。 



発 言 者 要 旨 

永田委員  前のチラシを見てみますと、各自治体、県、市、社会福祉協議会、教育委員会が後

援しており、前と同じような内容ということなので、私は問題ないかとは思います。 
 以上です。 

教育長 はい、ありがとうございました。 
そのほかよろしいでしょうか。 
第 39 回の時には、大府市も大府市教育委員会も後援を行っているということで

す。 
それでは、議案第８号については、承認するということでよろしいですか。 

 (異議なし) 

教育長 それでは、議案第８号は承認いたします。 

続きまして、報告事項に入りたいと思います。 

報告事項１号「小中学校現況報告について」事務局よろしくお願いします。 

指導主事 報告事項１号「小中学校現況報告について」報告。 

学校教育課 

学校教育係主査 

報告事項２号「大府市楽友協会管弦楽団 第４５回定期演奏会の後援申請につい

て」報告。 

学校教育課 

学校教育係主査 

報告事項３号「大府市民吹奏楽団 ファミリーコンサート２０１９の後援申請に

ついて」報告。 

教育長 ありがとうございました。以上で終わります。 

それでは、３月の出席依頼についてお願いします。 

学校教育課長 報告 

 
 
 
 
 


