
平成27年２月定例教育委員会会議録 

  

平成27年２定例教育委員会は、２月５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 竹中 万里  二番席委員 河合 昌和   三番席委員 永田  司  

  四番席委員 日比 靖子     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 

  

○ 提案議案 

議 案 第 ２号 平成26年度教育費補正予算（３月議会）について 

 ３号 平成26年度教育表彰（教職員関係）について 

 ４号 平成27年度大府市学校教育の指針について 

 ５号 平成27年度教育費当初予算について 

 ６号 松岡伶子バレエ団第１回南大高中日文化センター発表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38回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58分 

 



 

発 言 者 要 旨 

委員長 開会あいさつ。 

前回の議事録は、先程別室にて承認。委員長報告に入らせていただきます。１月10日、

文化・スポーツ活動表彰式と共に教育表彰式が行われました。受賞記念のピアノ演奏は情感

たっぷりで、小学生とは思えない素晴らしいものでした。翌日は、風もない穏やかな天候に

恵まれて成人式が行われました。式典中は、真剣に話に耳を傾ける新成人たちの様子を見、

とても感動いたしました。良い成人式だったと思います。１月15日、第２次知多地方教育

面談がありました。大府の吉田公民館で嵐のような雨の中で行われました。口頭で、現在の

状況やたくさんの報告を受けました。１月16日、知多地方教育事務協議会が行われました。

27年度の事業計画等が協議されました。１月27日、第３回学校給食懇談会に出席しました。

その後、学校給食週間にちなんだコンクールで優秀賞を受賞した献立をおいしくいただきま

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させていただきます。今日は３点ご報告します。 

１点目は、インフルエンザについてです。今年は例年になく早い時期から流行が始まり、

愛知県は１月６日にインフルエンザ警報を出しました。本市でも多くの小中学生が罹患し、

これまでに９校29学級が学級閉鎖の措置をとりました。ピークは１月19日の週でした。幸

い、今週には全ての学級が閉鎖を解き、通常の学校生活が戻ってきました。ただ、この地方

でも市町によってはまだ流行が続いているとの情報もあり、引き続きインフルエンザ対策を

怠らないよう呼びかけていきたいと思います。 

２点目は、１月27日に開催した学校給食懇談会についてです。この日の協議の中心は「学

校給食費の改訂について」でした。値上げせざるを得ない理由については、これまでの学校

給食懇談会で丁寧に説明してきましたので、委員から質問や反対意見はなく、平成27年４

月から、小学校220円を240円に、中学校250円を270円にそれぞれ値上げすることをお認

めいただきました。また、協議に続いて給食試食会を行いました。この日は、石ヶ瀬小学校

小田栄養教諭が応募し、「平成26年度学校給食献立コンクール」で優秀賞を受賞した献立が

提供されました。小魚を活用した献立部門、全262点の中から選ばれたメニューは「じゃこ

と青じその混ぜご飯」を中心に「みそカツ・きしめんサラダ・三つ葉のかき玉汁」が添えら

れており、参加委員からも大好評でした。 

３点目は来年度の県教委の事業委託についてです。２月３日、知多教育事務所から「地域

に学び・語り継ぐ キャリア教育」推進事業を大府市の小学校で受けてほしいと依頼があり

ました。これは、「地域」をキーワードにして小学校６年間をキャリア教育の視点で見直し、

小学校における系統的なキャリア教育を推進することを目的としています。もとよりキャリ

ア教育は、全教育活動の中で意図的・継続的に推進していくことが求められているものであ

り、特に小学校は成長が著しく、社会的・職業的自立に向けて、その基盤を形成する大事な

時期です。家庭・地域・学校での活動を通して自分の役割を果たそうとする意欲や態度を育

てることはとても重要であり、「きらきら10」で「夢や希望をもちます」と掲げたことの具

体化につながるものでもあります。今回はいい機会をいただいたととらえ、「自己の生き方」

について考えられる児童の育成に取り組みたいと思います。なお、調整の結果、吉田小学校

にこれを受けていただくことにしました。委託期間は１年間ですが、吉田小学校だけに負担

を強いることがないよう配慮しながら、ねらいを達成できるよう工夫し、成果の共有に努め

ていきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

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２号「平成26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。ご説明をお願いします。 

生涯学習課長 議案第２号「平成26年度教育費補正予算（３月議会）について」生涯学習課分を説明い

たします。（以下、提案理由等資料により説明） 



発 言 者 要 旨 

学校教育課長 議案第２号「平成26年度教育費補正予算（３月議会）について」学校教育課分を説明い

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２号については、承認することでよろしいでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長 それでは、議案第２号は承認いたします。 

続きまして、議案第３号「平成26年度教育表彰（教職員関係）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 

庶務施設係長 

議案第３号「平成26年度教育表彰（教職員関係）について」を説明いたします。（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。 

淺井委員 代表者の方は、どのような基準で決められていますか。 

指導主事 規程のようなものはございませんが、功績の結果やその先生の指導の結果等を踏まえて、

教育委員会事務局で選定しております。 

委員長 他に何かありませんか。 

  （なし） 

委員長 議案３号については、承認することでよろしいでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長 それでは、議案第３号は承認いたします。 

続きまして、議案第４号「平成27年度大府市学校教育の指針について」を審議いたしま

す。ご説明をお願いします。 

指導主事 議案第４号「平成27年度大府市学校教育の指針について」を説明いたします。（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。 

日比委員 45 ページの⑤のイにある「セルフディフェンス講座」について、もう少し詳しく教えて

ください。 



発 言 者 要 旨 

指導主事 セルフディフェンス講座ですが、その学年に応じて内容を決めていきますけれども、例え

ば、友達からこんな言葉を言われた、こんなことをされたといった時に、どんな形で対応す

るといいのかというようなことを具体的に示して頂いて、教えて頂くというようなことで

す。それから、それ以外にも、不審者等に対してどう対応したらいいのかなども教えて頂く

ということになっています。 

また、詳しい内容については、スクールソーシャルワーカーの資格もお持ちの方が実際に

やっていただけるということで、現在、準備を進めておりますが、今の大府市の子どもたち

の実態に合わせて吟味して決めていきたいというふうに思っております。 

淺井委員 今と同じでセルフディフェンス講座についてですが、この不審者に気を付けましょうとい

うことをあまり表に出してしまうと、挨拶やみんな仲良くといったコミュニティというもの

が少し薄れてしまうような気もしますので、出来るだけその辺のバランスを取りつつやって

いただきたいと思います。 

指導主事 ご意見ありがとうございます。 

また、講師の先生とその点についてもしっかり打ち合わせをしてやっていきたいと思いま

す。 

河合委員 資料の51ページのウの、「保護者や地域の方々の信頼に応える」というところです。 

先ほど教育長さんから、地域の中でキャリア教育の推進を、吉田小学校を中心に行ってい

くというようなお話がありました。 

また、イの最初に、「教職員が、児童生徒に対して、明るいあいさつや優しい言葉遣いの

励行を率先して行う」といことでありますが、やはり、地域に信頼されるためには、学校と

いうのは地域の中の学校でありますし、教育活動は、地域の人々に支えられて行っている訳

でありますので、先生方にも保護者や地域の方々と積極的なコミュニケーションを図って、

そして、地域の方々と良好な人間関係を確立する努力をするとか、そういう項目を私は入れ

ておく必要があると思います。と言いますのは、この間もある方から、「○○学校へ行った

ら、昔は挨拶をしてもらったけど、今の先生方は挨拶もせず、どこかのおじさんが来たよう

な顔をする」といったお話がありました。 

また、「○○の中学校へ行くと非常に気持ちがいいけれども、○○の学校へ行くと、今言

ったようなことがあって、冷たい感じがする」というようなお話を聞きました。 

ですから、先ほども申し上げましたように、教育活動というのは、地域の中で支えられて

行われている訳でありますから、保護者や地域の方々と積極的なコミュニケーションを図っ

て、良好な人間関係を確立する努力をという言葉を、これは賛否両論あろうかと思いますが、

私は、やはり入れておく必要があるかなと思います。 

永田委員 43 ページ、今回視点③を新しく増やされたということでしたが、もう少し具体的に教え

てください。 

また、45ページの⑤のアに、「一人一人」という言葉があります。漢字とひらがなで書く

場合と漢字だけで書く場合とありますが、どう書くのが正解なのか、分かったら教えてくだ

さい。 

指導主事 視点の③ですが、幼保児小中連携教育の大きな目的が二つありまして、一つは、幼稚園・

保育園から小学校へのつなぎ、小学校から中学校へのそのつなぎの部分で上手く学校間のつ

なぎが乗り越えられない子たちが、例えば、中学校へ行って不登校が増えてしまう中一ギャ

ップとか、小学校の子たちが、保育園・幼稚園から小学校の違いが乗り越えられずに、少し

心を痛めてしまう小一プログレムとか、そういったことを、幼稚園・保育園から中学校まで、

教育がそれぞれ意識することで、そういった部分を滑らかに子どもたちを乗り越えていける

ようにという視点が一つです。それから、もう一つは、幼稚園も保育園も小学校も中学校も



発 言 者 要 旨 

同じように取り組んでいこうというそういう視点があります。そこの文言が、どちらかとい

うと、みんなで協力して共通意識を図りながらやっていこうというよりは、その学校間の境

目をもう少し乗り越えられるように滑らかにしていこうという視点で書かれていますので、

分かりづらい表現になっておりますが、そんなようなところを意識して書いております。 

それから、一人一人という表現ですが、少し前までは、漢字一人とひらがなひとりで一人

一人という表現がよく使われておりましたが、最近、我々、学校関係者は漢字四文字で一人

一人という表現を使っております。これは、文部科学省が示す公用語の表記があったり、一

方では、文化庁が示す表記があったりしますけれども、我々は、文部科学省が示す表記に従

っていますので、若干、組織によって違いがあるかもしれませんが、学校では、今、この表

記で統一するように進めております。 

淺井委員 43ページの視点③のところで、「学校種」という言葉がありますが、これは一般的に使わ

れる言葉ですか。 

指導主事 小学校、中学校のそれぞれという時に、学校種という言い方をしますが、ただ、他の方が

読まれた時に、我々が分かっていても他の方が分かりにくいという意見は、反省すべきだと

思います。ありがとうございます。 

委員長 他に何かありませんか。 

  （なし） 

委員長 議案４号については、承認することでよろしいでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長 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27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 議案第５号「平成27年度教育費当初予算について」学校教育課分を説明いたします。（以

下、提案理由等資料により説明） 

生涯学習課長 議案第５号「平成27年度教育費当初予算について」生涯学習課分を説明いたします。（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。 

河合委員 意見や質問ではありませんが、教育委員会が財政課や議会の皆さんの理解が得られるよ

う、大変、頑張ってくださったなという印象を私は持っております。ぜひ、これが認められ

ましたら、教育現場にも指導主事さん等々を通じて、効果的に各現場で運営できるようにお

知らせいただきたいというふうに思います。ＩＣＴ支援員は、大変膨大なお金がかかるわけ

でありますけども、現場の要求を叶えていただいて、大府の子どもたちのために頑張ってい

ただいたということに対するお礼でございます。 

淺井委員 57 ページにあるＩＣＴ支援員というのは、どういう方ですか。このためだけの職業です

か。 
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学校教育課長 ＩＣＴ教育は、いろんな機器を賃借料を払ってやっていくわけですが、その中で、機器を

借り受ける会社から、先生たちがＩＣＴ教育をやるためにどういう授業をすればいいのかの

サポートや資料づくり等を指導していただける人をつけていただきまして、契約の中に含め

て派遣していただくという形になります。 

委員長 他に何かありませんか。 

  （なし） 

委員長 議案５号については、承認することでよろしいでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長 それでは、議案第５号は承認いたします。 

続きまして、議案第６号「松岡伶子バレエ団第１回南大高中日文化センター発表会の後援

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 

庶務施設係長 

議案第６号「松岡伶子バレエ団第１回南大高中日文化センター発表会の後援申請につい

て」学校教育課分を説明いたします。（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。 

淺井委員 現在は、大府中日文化教室と共和中日文化教室では活動をしていないということでいいで

すか。 

学校教育課 

庶務施設係長 

活動は、大高の方に移られたと聞いております。 

淺井委員 66 ページの資料の後援のところに、大府市・大府市教育委員会とありますが、今年は大

府市の後援は取れているのでしょうか。 

学校教育課 

庶務施設係長 

今回の申請にある発表会につきましては、市は後援を承認したということです。 

委員長 他に何かありませんか。 

  （なし） 

委員長 議案６号については、承認することでよろしいでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長 それでは、議案第６号は承認いたします。 

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。 
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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２号「大府市楽友協会管弦楽団 第38回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、３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 

 


