
平成26年７月定例教育委員会会議録 

  

平成26年７月定例教育委員会は、７月７日（月）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 日比 靖子  二番席委員 竹中 万里   三番席委員 相木 鍾三  

  四番席委員 河合 昌和     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、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 31号 平成26年度「全国学力・学習状況調査」結果の取扱いについて 

 32号 スズキメソード チェロコンサートの後援申請について 

 33号 絵本作家くすのきしげのり講演会の後援申請について 

 34号 バドミントン日本リーグ2014大府大会（１部リーグ）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 MOA美術館大府児童作品展の後援申請について 

 3号 知多半島春の音楽祭2015の後援申請について 

 4号 大府市写真同好会 第10回合同写真展の後援申請について 

 5号 朝日新聞社旗争奪 第36回知多地区少年野球大会の後援申請について 

 6号 第２回笑顔☆フォトコンテストの後援申請について 

 7号 大府市民吹奏楽団 第35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15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。6月

7日、小中陸上大会がありました。中学校3年生の男子リレーでは、新記録がでま

した。中学生の走りを見ていると、小学生とは完全に違っているので、小学生の子

達にとって中学生のいろいろな競技を見るということは、とても良い事だと思いま

した。出来れば、ずっとこの行事は続けていけたらと思います。12 日は、教科書

の展示会に行ってまいりました。6月はそれぞれの学校訪問があり、私は、24日に

神田小学校へ行ってまいりました。とても落ち着いた良い環境の下で、子どもたち

は勉強に励んでいたと思います。25日・26日の二日間は、教育委員の行政視察に

行ってまいりました。一日目は、姫路市教育委員会を訪問し、幼保児小中連携教育

と小中一貫教育の推進について学習してまいりました。二日目は、倉敷市教育委員

会を訪問し、倉敷の情報学習センターというところで、学校におけるＩＣＴの活用、

情報モラル教育について教えていただきました。大府市も頑張っているんですけれ

ども、他市町の素晴らしいところをどんどん活用して、取り入れられるところ、予

算の関係もありますが、出来るだけ子どもたちのために推進してまいりたいと思い

ました。28日は、文化交流の杜アローブの開館記念式典に出席しました。 

以上です。 

それでは、教育長報告をお願いします。 

教育長 時間のたつのは早いもので、このあいだ新年度がスタートしたばかりという印象

をもっていますが、もう7月を迎え、1学期のまとめの時期となりました。これま

で大きな事故や事件もなく順調に経過していることに感謝したいと思います。そこ

で、今日は学期末を迎えてという観点で報告をします。 

まず、教務主任会議が6月18日に行われましたので、そこで指示したことの一

つを取り上げます。 

それは、成績処理・通知表・保護者懇談会等への対応についてです。言うまでも

ないことですが、学校での学習や生活の様子がどう評価されるのかということは、

子どもにとっても保護者にとっても一大関心事です。先生方にはこのことをきちん

と胸に刻みながら評価活動に当たってほしいものです。人が人を評価することに対

しては謙虚でありたいし、まかり間違っても事務仕事だと割り切ってすませること

がないようにと力説をしたところです。温かさ、誠実さ、丁寧さを大切にして、一

人一人の顔を思い浮かべながら心を込めた評価を行うよう、先生方を指導してほし

いと話をしました。 

続いて6月27日には教頭会議が行われました。ここでも数点の指示をしました

がその一つとして夏季休業中の教職員の過ごし方を取り上げました。夏季休業日は

「授業のない勤務日」という基本を十分自覚し、気の緩みから不祥事を起こしたり、

市民や保護者から不信の目を向けられる行動をとったりするようなことがないよ

う、指導を依頼しました。一方で、授業がない分、学期中に比べれば時間的にも精

神的にもゆとりがもてることは事実であり、自己研鑽や2学期の準備、心身のリフ

レッシュ等、普段なかなかできないことを計画的に行い、有意義な時間を過ごすよ

うな指導をお願いしたところです。 

さらに7月1日の校長会議でも1学期の締めくくりを意識していくつかの指示を

しました。 

 まず1点目は、学校経営の成果や課題を整理しつつ2学期への展望をもってほし

いということです。子どもたちに1学期の振り返りを求めるのと同じように、私た

ちもこの時期を一つの節目ととらえて今後の見通しをもつことは大切です。自校の

教育目標の達成状況はどうか、教育委員会が示した大府市学校教育の基本方針を意

識した取り組み状況はどうかなどを振り返り、課題があれば克服の対策をこの時期

にきちんと行い、2学期からのステップアップに備えるように指示をしました。 
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2点目は児童生徒の安全です。7月3日には淺井委員さんにご同行いただいて中

学校の野外活動開村式に郡上八幡自然園へ行ってまいりました。これを皮切りに小

中学校の野外活動がスタートしました。宿泊を伴う共同生活に子どもたちの気持ち

は高ぶります。が、自然相手の活動であり、予期せぬことが起こりうることを常に

頭に置いた計画・運営がされなければなりません。校長は気象情報・危険箇所・保

健衛生管理・非常時の連絡体制などに細心の注意を払い、有意義な体験活動が行え

るよう配慮してほしいということを強く指示しました。折しも猛烈な勢いをもつ台

風8号が接近しており、その動向が気になるところですが、当該校とは連絡を密に

しながら危険回避に努めてまいります。 

以上、１学期のまとめの時期を迎えてという観点でご報告をさせていただきまし

た。 

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31号「平成26年度「全国学力・学習状

況調査」結果の取扱いについて」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31号「平成26年度「全国学力・学習状況調査」結果の取扱いについて」

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。 

5番委員 調査結果の取扱いについては、前年度と同じということですか。私は、前年度の

調査結果の取扱いについては、非常に良かったと思いますので、前年度と同じであ

れば問題ないと思います。もし、変わった点があれば教えてください。 

指導主事 昨年度と基本的な考え方は、変わっておりません。ただ、昨年度と大きく違うと

ころは、昨年度も悉皆調査で、今年度も悉皆調査ということで、昨年度とどの学校

も比べることが出来るというところです。そういったところをしっかり見据えて、

結果を分析していきたいというふうに考えております。 

委員長 2年連続の悉皆調査ということで、学校ごとの分析もより詳しく出来ると思いま

す。テストの結果そのものよりも、子どもたちがこれから伸びていくために、丁寧

な分析をして、これからの先生方の指導にいかしていただけたらと思います。 

委員長 他に何かご意見・ご質問はありませんか。 

3番委員 資料の4ページの（2）、学校に対する質問紙調査とありますが、これは校長先生

が回答されるかと思うんですけども、大府市では校長先生は、校内の何らかの組織

とか、あるいは教育委員会等と連絡をとって質問用紙に回答しておられるのかどう

か教えてください。 

指導主事 校長先生の責任の下、学校が回答しているという形になります。ただ、内容とし

ましては、例えば、少人数指導というものがあります。少人数指導が実際にどのよ

うな形で行われているのか、どういった効果が見られるのかということを答えると

いうことで、各学校で答えられるような内容になっております。 

3番委員 そうしますと、校長先生が個人で、学校の全体を見て判断されて、個人で回答さ
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 れているということなんでしょうか。 

指導主事 担当の者、特に教務主任が主に回答を作成しつつ、最終的には校長先生に判断を

仰ぎ、回答するという形になっております。 

委員長 大府市の分析結果は、いつごろ出るのでしょうか。 

指導主事 昨年度は、1月に出しました。その理由は、県の分析プログラムが、10月末に来

た関係で、その時期になりました。ただ今年度は、今のところの予定ですが、昨年

より1ヵ月程早く、分析プログラムが配布できるのではないかと言われています。

もしそうであれば、1ヵ月ほど早く、2学期中には出せるのではないかと思ってお

ります。 

3番委員 8ページの9行目に、調査により測定できるのは学力の特定の一部分であるとい

う表現がありますが、この特定の一部分というのは、その数学とか算数とか国語が

対象になっている訳なんですけども、その教科の中でも特定の一部分であると、こ

ういうふうに解釈をするんでしょうか。それとも、全体の教科で、国語とか算数・

数学だから特定の一部分であるということなのでしょうか。教育委員会としては、

どのように解釈をしているのですか。 

指導主事 各教科、いろんな教科がある中で、国語と算数・数学で、来年度は理科が入って

きますけれども、特定の教科であるという部分で、いわゆる特定の一部分であると

いうふうにとらえています。 

3番委員 同じく8ページの（ア）の①に、それぞれの判断において、（エ）に基づき公表

することは可能であることとありますが、この（エ）はどこの部分を指しているの

ですか。 

指導主事 9ページの（エ）になります。 

3番委員 2ページの5に、過度な競争にならないようにというような文言がありましたが、

私は、学力についても適度な競争というのは、むしろ必要であって、学力の向上に

寄与するというふうに考えている訳なんです。スポーツの世界においては、実際に

競争が行われているのに、学力の面では全く競争意識を導入しないといのは、日本

の学力の低下に繋がっていくものではないかと思っております。例えば、中国や韓

国等に比べると、日本はそういう競争意識が非常に学力において欠けている。です

から、私は、ある程度の競争意識というものが導入された方が、学習効果は上がる

と考えております。それを大府市は、学校の結果を学校間の差が分かるような仕方

はしないということですね。ほかの自治体においては、分かるような仕方をしてい

るところもあるのですか。 

指導主事 基本的には、今年度もただ学校を並べて平均点を出すというような公表はやめて

くださいと言われております。ただ、それがきちんと守られるかどうかは別としま

して、数値だけをむやみやたらに出すということはやめて欲しい。あくまでもその

数値をなぜ出すかっていうことを、きちんと踏まえた上で出してくださいと言われ

ております。 
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3番委員 私も、その数値を序列化するような格好で出すことについては疑問を持っていま

すが、何らかの形である程度、競争意識を持つような公表の仕方を考えてほしいな

と思っております。 

5番委員 私の感覚としては、確かに、適度な競争というのは必要なんですけれども、その

競争が大府市の中の競争である必要はないと思うんです。ですから、例えば、大府

市の中でどんぐりの背比べのような競争をしても、実際にあまり意味がありません

から、例えば、うちの学校は、全国の中で、愛知県の中で、どのくらいのレベルに

あるのかということを、保護者の方々は知りたいと思いますので、保護者や周りの

人たちが知りたい情報を的確に与えてあげて、なお且つ、適度な競争であって過度

な競争にならないような配慮をしていただきたいと思います。 

指導主事 各学校が分析をして、保護者にお知らせする文書がありますが、その部分で、今

いただいた意見を上手く取り入れられるよう考えていきたいと思います。 

委員長 他に何かご意見・ご質問はありませんか。 

  （なし） 

委員長 調査結果の取扱いは、前年度と同様の公表を行うということでよろしいですか。

  （異議なし） 

委員長 議案第31号については、承認いたします。 

続きまして、議案第32号「スズキメソード チェロコンサートの後援申請につい

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「スズキメソード チェロコンサート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。 

2番委員 こもれびホールでの開催ということで、とてもいいことだと思いますが、実は、

現在もうアローブにはチラシが置いてありまして、大府市が後援となっておりま

す。さらに、今、この大府市教育委員会の後援が必要なんでしょうか。 

学校教育課 

庶務施設係長 

申請書を提出された際に、後援についての審査結果がでる日程については、ご説

明をさせていただきましたが、チラシに間に合わなくても教育委員会の後援をいた

だきたいとのことでしたので、受付をいたしました。 

2番委員  チラシに間に合わないことであっても、後援を申請されたことに関しては、とて

も良いと思います。 

5番委員 私も、いいことだと思います。 

委員長 他に何かご意見・ご質問はありませんか。 
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 （なし） 

委員長 議案32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32号については、承認いたします。 

続きまして、議案第33号「絵本作家くすのきしげのり講演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33号「絵本作家くすのきしげのり講演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。 

3番委員 前回と同じ理由で、後援をする必要はないと思います。内容等は、とてもすぐれ

ていますけれども、大府市教育委員会が後援すべきものではないと考えます。 

委員長 承認について、いかがでしょうか。前回と同じということで、審査の基準をもう

けておりますし、承認し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、議案第33号は否認いたします。 

続きまして、議案第 34 号「バドミントン日本リーグ 2014 大府大会（１部リー

グ）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 34 号「バドミントン日本リーグ 2014 大府大会（１部リーグ）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。 

4番委員  後援に賛成します。なかなか、このような全日本の大会を間近で見る機会はあり

ませんので、いいことだと思います。幸いにも、小中学生については入場券で無料

ということですし、高校生も５００円ぐらいであれば、なんとかなる金額だと思い

ますので賛成いたします。 

5番委員  私も賛成いたします。 

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34号については、承認することでよろしいでしょうか。 
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 （異議なし） 

委員長 それでは、議案第34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」、特に報告はありません。 

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「MOA美術館大府児童作品展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「知多半島春の音楽祭2015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「大府市写真同好会 第10回合同写真展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「朝日新聞社旗争奪 第36回知多地区少年野球大会の後援申請に

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6号「第２回笑顔☆フォトコンテスト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7号「大府市民吹奏楽団 第35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、8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 

 


