
平成26年12月定例教育委員会会議録 

  

平成26年12定例教育委員会は、12月５日（金）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 

  

○ 提案議案 

議 案 第 57号 平成27年度教職員定期人事異動方針（案）について 

 58号 平成26年度教育表彰について 

 59号 平成27年度教育予算（案）について 

 60号 
日本バスケットボールリーグ（NBL）2014-2015 アイシンシーホース三河ホームゲームの

後援申請について 

 61号 国際交流デーの後援申請について 

 62号 第７回外国人による日本語スピーチ大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 
第 27 回 地域開発みちの会 フォーラム ～未来へ活かす男女共同参画Ⅱ～の後援申請

について 

 3号 第19回知多サッカーフェスティバルの後援申請について 

 4号 空港音楽祭2015・麗春の後援申請について 

 5号 マリナエスタウィンドオ－ケストラ 第7回定期演奏会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28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。11月9日に、

第 29 回大府シティ健康マラソンが行われました。5,697 名というエントリー数で盛大に行

われました。2年続きの雨でしたが気温が高かったので、子供たちの風邪は大丈夫だったと

思います。12 日、大府市の地域婦人大学講座の閉校式がありました。毎年のことながら、

四つの婦人会の中身のすごさに感動します。ＥＳＤのことが話題になっていましたが、実践

団体としては世界にも通用すると感じました。15 日、共長小学校を除く市内 8 小学校で学

習発表会が行われました。私は、東山小学校のオープニング、大府小学校のエンディングを

見せて頂きましたが、本当に、どの学校も力いっぱいの演技・発表で感動いたしました。17

日、知多北部教育委員会事務連絡協議会が東海市で行われました。新教育委員会制度につい

て、まだまだ、大変な準備が必要だということを勉強しました。19 日、給食教室で試食会

がありました。ふりかけ必要論などの話が出ている地域と違って、毎日おいしい給食を食べ

る中学生が、笑顔いっぱいで幸せだなと改めて感じました。21 日、教育懇談会が行われ、

先生方からの切実な声を、直接、聞かせて頂く機会となりました。28 日、産業文化まつり

の推進委員会が行われました。主催者発表の来場者数が79,000人ということで2年前より

減ったということでしたが、とても盛大だったので、なぜかなという感想を持ちました。 

12 月 3 日、愛知万博メモリアル第9回市町村対抗駅伝の激励会が行われました。今年か

ら小中学生の出場する人数が増えて、1区から6区まで6名の子どもたちが走ることになる

ので、指導のために実行委員をやってくださった先生方、小中学生や小中学校の先生方が頑

張っているので、12月5日は、モリコロパークに応援に行きたいと思います。以上です。

それでは、教育長報告をお願いします。 

教育長 それでは教育長報告を行います。 

今日は2点報告します。1点目は子どもの体力についてです。 

先日、本年度の全国体力テストの結果を新聞やテレビが報じていました。「ボール投げ・

握力は過去最低」「愛知県小学男子は全国最下位」などの表現とともに、有識者はその原因

や今後の対応について様々な意見を述べていました。身の回りの生活が自動化され、例えば

水道も蛇口をひねらなくても自動で水が出る時代になり、握るという運動をする機会がどん

どん減っていることも握力が低い原因の一つではないか、と語る人もいましたが、なるほど

とうなずくとともに、課題解決の困難さも同時に感じたところです。 

さて、文部科学省の結果公表と偶然時期が同じになりましたが、私も大府市の子どもたち

の体力の実態が気になり過去のデータをもとに、20 年間の経年変化をまとめてみました。

その結果がお手元の資料です。全国的な傾向としては、①全体的に1998 年をボトムに上昇

や横ばいが続く。②「スピード」が問われる50m走はおおむね横ばいまたは回復傾向にある。

③「持久力」は1998 年を底に回復傾向である。④「敏しょう性」は上昇を続けている。⑤

「ボール投げ」「握力」は年々低下している。などの特徴が見られます。 

一方、大府市の子どもたちについては全体として全国的傾向と同様の変化を示しますが、

20年前(1993 年)に比べて全国平均に届かない項目が増加していることがわかります。知・

徳・体のバランスがとれた児童生徒の育成を目指している中、体力に関する現状は大きな課

題といえます。 

もちろんこの課題解決をすべて学校教育に求めようというものではありませんが、今後、

より細かな現状分析と学校教育における改善策を検討・実践が求められます。例えば神田小

学校は長年学校体育指導の研究を積み重ね、その努力が認められて11月に全国表彰を受け

ました。こうした優れた先進事例が身近にあるわけですから、成果を共有して子どもたちの

体力向上に生かしたいと思っています。 

また、今回の結果を受けて、幼児期の多様な体験が重要との指摘もされています。幼児期

の遊びや日常生活の在り方を含めて子どもたちの体力向上の方策を検討していくことは、ま

さに大府市が行っている「幼保児小中連携教育」でも話題にすべきことであり、家庭の協力

も得ながら総合的に取り組むことが重要であると考えています。 



発 言 者 要 旨 

なお、この件については、教育委員の皆様にお配りしたものと同じ資料を示しながら、昨

日開催された市の校長会議においても問題を提起し、市内の全小中学校が体づくりを来年度

の重点努力項目に位置付け、具体的な取り組みを行う計画を立てるよう指示をしたところで

す。 

「知」「徳」を支えるのが「体」であるとの認識に立ち、すぐに結果が出るものではない

と思いますが、本腰を入れて体力向上の取り組みを検討してまいります。委員の皆様にも改

めてご意見を伺う機会をもちたいと思いますので、よろしくお願いします。 

2点目はうれしい報告です。 

それは、知多地方教育事務協議会が主催する教育研究論文に、大府市の先生方がたくさん

入選されたということです。上位5点に与えられる「特選」に大府市から3点が選ばれまし

た。加えて、次の5点に与えられる「優良」にも大府が2点入選しています。つまり、上位

10 点の中に大府の先生方の論文が 5 点選ばれるという、快挙を成し遂げてくれたのです。

これは、論文を執筆した本人の努力はもちろんですが、これを指導してくださった多くの方

のおかげでもあることを感謝したいと思います。こうした成果は、必ず大府の子どもたちの

ためになり、周りの先生方へのいい刺激になると信じています。この受賞を励みにし、これ

からも支え合い、学び合う教師集団であって欲しいと強く願い、教育長報告とします。 

委員長 それでは議案の審議に入ります。議案第57「平成27年度教職員定期人事異動方針（案）

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57号「平成27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。 

河合委員 この県の人事方針についてでありますけれども、これらについて反対とかそういうことで

はなくて、教育長にぜひお願いしたいと思っているのは、この6項目目であります。これは、

ご存じのように知教行法に基づいて、この人事案というのが出来る訳でありますけども、「市

町村教育委員会の内申及び校長の意見を尊重する」というふうに明記されている訳ですが、

私の申し上げたいのは、各学校校長先生方と教育長さんや指導主事さんが面談をされて、い

ろんな要望をされていると思います。その各学校の校長の意見や要望を大府市教育委員会の

総意として、教育事務所の方にきちんとお話を、その機会は済んでいるかもしれませんが挙

げて頂きたい。勿論、5市5町ありますので、大府市だけ勝手なことはできないことは重々

承知しておりますけれども、とにかく、現場で職員を見ているのは、当該校の校長でありま

すので、こちらの立場の意見を十分尊重しながら、教育長にぜひ頑張っていただき、市教委

の面談を通過していただきたいという要望であります。 

教育長 強い思いをもって臨みます。 

委員長 他にご意見・ご質問はありませんか。 

  （なし） 

委員長 議案57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） 



発 言 者 要 旨 

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26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26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。 

日比委員 資料7ページ、中尾さんの※印の「2年連続、全国大会出場」とありますが、もう少し、

詳しく教えてください。 

学校教育課 

庶務施設係長 

中尾さんは、昨年も教育表彰の対象者の方でした。昨年は、地方の大会で優秀作品に選ば

れ、全国大会に出場し賞を受賞されました。今年度は、全国大会へ出場はされましたが、残

念ながら賞はもらえなかったということでしたので、2年連続全国大会へ出場されたという

コメントを添えさせていただきました。 

委員長 他にご意見・ご質問はありませんか。 

 （なし） 

委員長 議案第58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 
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27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27年度教育予算（案）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59号「平成27年度教育予算（案）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 議案第59号について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

永田委員 学校教育課の歳出予算要求額の対前年度比較で、学校給食運営事業約4億円増額という説

明でした。27年4月と27年10月の改定の2パターンを想定しているということでしたが、

もう少し詳しく教えてください。 

学校教育課長 現在、学校給食費は小学校が220円、中学校が250円で実施しておりますが、平成21年

度に値上げをしてから値上げはしておらず、その間、物価上昇分が10％ありまして、実は、

4月から消費税が5％から8％に上がったんですが、それが来年の10月にも10％になるとい

う予定があったものですから、それに合わせて、とても今の給食費ではやっていけないとい

うことで、改定して値上げをしていく予定でおりました。しかし、消費税額の変更が1年半

ほど先延ばしになるということになったため、給食費の改定をいつにするかと迷っておりま

して、改定の時期について、現在、市長と調整を行っているところです。 



発 言 者 要 旨 

委員長 他にご意見・ご質問はありませんか。 

淺井委員 2 点お尋ねします。まず1点目は、資料27 ページの中学校運営事業で、ＩＣＴ教育で、

大府中学校にタブレットパソコン等を配布するというような感じだと思うのですが、この事

業は、大府中学校だけをモデルで整備するのか、または、この後、他の中学校へも広げてい

く予定なのですか。 

学校教育課長 平成29年度を目途に、大府市内の小中学校全校にタブレットパソコンや電子黒板等を入

れていく予定であります。まず、来年1年目は、大府中学校と東山小学校をＩＣＴ教育の推

進校としまして、そこから整備し、先生方に研修を積んで慣れていただき全校へ入れていこ

うという段階的な計画になっております。 

淺井委員 もう1点は、小学校運営事業のデジタル教科書についてですが、デジタル教科書8教科で

1,500万円と計上されていますが、どのような契約になりますか。 

これは、ずっと使えるものですか。1年間だけのものですか。 

学校教育課長 4年間のライセンスの取得にかかる費用になります。 

淺井委員 これは、教科書が変わるとかは想定されているのですか。 

指導主事 デジタル教科書は、教科書に準拠したものを使いますので、4年に1回の教科書改訂に合

わせて、デジタル教科書も買い直しという形になります。 

淺井委員 昨年、倉敷市を視察した際に、デジタル教科書は、結構、予算がかかるから便利ではある

けど、来年の導入は無理かなというふうなことをおっしゃられていたような記憶があります

ので、大府市も非常に導入することはいいんですが、維持費や経費等をしっかり考えた上で

予算を立てていただきたいなと思います。 

河合委員 学校給食運営事業で、この食物アレルギー対応給食調理員という方は、普通の調理員さん

と同じ仕事をしながら、特別にこういう任務もしていらっしゃるのですか。 

学校教育課長 食物アレルギー対応給食調理員というのは、専門的にアレルギー対応の給食をつくる調理

員さんになります。勤務時間数ですが、他の給食調理員のパートの方ですと5時間勤務なん

ですが、この方は、3.5時間ということで午前中に帰っていただく、調理が終わったら帰っ

ていただくことになります。 

河合委員 2020年までに、国は子供たち全員にタブレットパソコンを持たせるというようなことを、

いつだったか新聞で見たんですが、膨大なお金が要ることではありますが、段階的に4中学

校に広げていくということは、当然、教育の平等性という観点からは当たり前だ思っており

ますので、ぜひ、限られた予算でありますけれども計画的に各学校に1年でも早く導入が終

わるよう頑張っていただきたいと思います。 

委員長 他にご意見・ご質問はありませんか。 

 （なし） 

委員長 議案第59号については、承認することでよろしいでしょうか。 



発 言 者 要 旨 

 （異議なし） 

委員長 

議案第59号については、承認いたします。 

続きまして、議案第60号「日本バスケットボールリーグ（NBL）2014-2015 アイシンシー

ホース三河ホームゲーム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60号「日本バスケットボールリーグ（NBL）2014-2015 アイシンシーホース三河

ホームゲーム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）

委員長 何かご意見・ご質問はありませんか。 

淺井委員 最近、バスケットボールは実業団とプロリーグが二つあって、試合禁止とかいろんなと言

われているんですが、その辺のごたごたと日本バスケットボールリーグは関係しているんで

しょうか。 

学校教育課長 バスケットボールの日本リーグとＢＪリーグを統一するように勧告されていたのが出来

なかったということで、国際試合は禁止ということで国内の試合については影響ないと思っ

ております。ただ、先日、日本バスケットボール協会の理事が全員辞任したというニュース

が出ていましたので、運営上支障はないと思いますが、そちらの影響は出るかもしれません。

委員長 他にご意見・ご質問はありませんか。 

 （なし） 

委員長 議案第60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 
議案第60号については、承認いたします。 

続きまして、議案第61号「国際交流デー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61号「国際交流デー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） 

委員長 何かご意見・ご質問はありませんか。 

河合委員 
イベントの趣旨は分からなくもないんですが、小中学生も呼ぶイベントでワインを提供す

るということについては、どうかなと思うんですが。 

淺井委員 今から、イベント内容の変更は無理かと思いますし、後援をするかしないかといったら後

援するべき行事かなと思います。ただ、車で来てみえる方もいらっしゃるかもしれませんの

で、飲酒運転だけは絶対に止めてくださいという啓発はしてほしいと思います。 

教育長 私も国際交流協会の役員の一人に名を連ねていますので、教育委員会でこういう議論があ

ったという声をお伝えするということで、この場は治めていただけたらと思いますがいかが

でしょうか。 



発 言 者 要 旨 

委員長 一つ、共長小学校の名前が出ておりますが、これは学校としての参加ですか。 

指導主事 共長小学校につきましては、5年生の子どもたちが国際理解教育の一環でコンゴとのかな

り密度の濃い活動をしておりまして、それを国際交流協会の方がいい活動なので、ここでも

発表のようなことをしてほしいという依頼を受けまして参加をします。5年生の中でも一部

発表に関わる子たちが、ここへ出てくると聞いております。 

教育長 それに関連しまして、学習発表会でもこの活動の内容は、校内で立派に発表がされていま

して、出来ればその新聞なんかでも広く皆さんにお知らせすると良かったんですが、タイミ

ングを逸してしまったということがありますので、こういう場を、またお借りしながら広く

皆さんに学習の成果と合わせてお知らせをするというものでございます。 

委員長 他にご意見・ご質問はありませんか。 

 （なし） 

委員長 議案第61号については、飲酒運転について注意を呼びかけることを条件として承認する

ことでよろしいでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長 

議案第61号については、承認いたします。 

続きまして、議案第62号「第７回外国人による日本語スピーチ大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62号「第７回外国人による日本語スピーチ大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） 

委員長 何かご意見・ご質問はありませんか。 

日比委員 
資料の56ページ、審査員に北山コミュニティ会長、教育委員長他2名とありますが、私

が委員長の時にはありませんでしたが、どういうものなんでしょうか。 

委員長 

私が、個人的にこの代表の方から依頼を受けました。外国人の中学生の学習支援等もして

いると聞いていましたし、また、共長小学校等でも外国人の小学生に対して非常に教育委員

会も大変なご苦労をしているということで、それを手助けするというような形で中学生やそ

の上の子たちであるとかに学習支援をしているんですということを聞いてましたので、社会

福祉協議会の大島信子先生も審査をされますと聞きまして、教育委員会としてではなく個人

的に承諾いたしました。 

委員長 他にご意見・ご質問はありませんか。 

 （なし） 

委員長 議案第62号については、承認することでよろしいでしょうか。 



発 言 者 要 旨 

  （異議なし） 

委員長 それでは、議案第62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。 

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「第27回 地域開発みちの会 フォーラム ～未来へ活かす男女共同参画

Ⅱ～の後援申請について」報告。（以下、資料により説明） 

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項3号「第19回知多サッカーフェスティバルの後援申請について」報告。（以下、

資料により説明） 

学校教育課 

庶務施設係長 
報告事項4号「空港音楽祭2015・麗春の後援申請について」報告。（以下、資料により説

明） 

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項5号「マリナエスタウィンドオ－ケストラ 第7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、1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 

 


