
 

平成26年２月定例教育委員会会議録 

  

平成26年２月定例教育委員会は、２月６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 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、指導主事、学校教育課長、生涯学習課長、中央図書館長 

学校教育課庶務施設係長、生涯学習課生涯学習係長、生涯学習課放課後係長 

 

○ 提案議案 

議案第 5号 平成25年度教育費補正予算（３月議会）について 

 6号 平成25年度教育表彰（教職員関係）について 

 7号 平成26年度大府市学校教育の指針について 

 8号 平成26年度教育費当初予算について 

報告事項 1号 小中学校現況報告について 

 2号 第18回愛知県小学生バドミントン大会新人戦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24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。委員長報告に入らせていただきます。1月11日（土）、

教育表彰式がありました。今回は、スポーツ課が市長部局へ移ったこともあって、

大府市文化・スポーツ活動表彰式と大府市教育表彰式の二本立てで行いました。教

育表彰式につきましては、146名の方々が表彰を受けられ、また、受賞記念演奏と

して、北山小学校 6 年の奥田明里さんのすばらしいピアノ演奏を聴くことが出来

て、本当に皆さんが楽しめるような試みで、これが続けていけたらいいなと思いま

した。12 日（日）は、大府市勤労文化会館で成人式がありました。二十歳の子た

ちを見て、本当に若さって羨ましいなと思いました。若い時には気づかなかったけ

れども、本当に若さってすばらしいもので、これからこの二十歳の方々が、頑張っ

て日本や世界を元気にしていってほしいと強く思いました。15日（水）、横根公民

館で生涯学習研究集会が行われました。とても充実した会で、NPO 法人エンド･ゴ

ールの理事長である大久保さんに、「若者を地域につなげる取組」という題で講演

をしていただき、その後、初めてグループワークという形で、いくつかの公民館別

に参加者の方々が集まって、それがものすごく盛り上がって、いろんな意見が出て

活気があり楽しかったです。こういうことをきっかけに、大府市の若者が公民館や

地域行事に参加してくれることはいいなと思いました。16 日は、教職員の人事に

関する知多教育事務所との面談がありました。17 日は、知多地方教育事務協議会

がありました。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点についてご報告します。

1点目は、キャリア教育の一環としての1/2成人式の取組みについてです。近年、

若者の働くことへの関心・意欲の低さ、コミュニケーション能力や基本的なマナー

など社会人・職業人としての資質・能力の低下が指摘されています。従来の進路指

導は中学校に限定され、しかも進学指導・就職指導に偏っていたという点は否めま

せん。これに対して、キャリア教育は、進学や就職に焦点を絞るのではなく、広く

社会人・職業人として自立していくために必要な能力や態度を身に付けることを重

視し、自らの力で「生きる力」を育てることを目的としています。こうした流れを

受けて市内小学校ではキャリア教育の観点から1/2成人式を行っている学校がい

くつかあります。1月16日には北山小学校で1/2成人式が行われましたので、私

も足を運んできました。子どもたちは誕生から現在までの成長の過程やそれに伴う

親の願いを写真とともに振り返り、これからの夢や希望、保護者への感謝の気持ち

を口々に発表していました。たくさんの保護者が参観され、中には涙を見せる方も

あり、とても感動的な時間を共有することができました。これからも計画的なキャ

リア教育を通じて、児童生徒の社会的・職業的な自立に向け、自らの力で生き方を

選択していくことができる能力や態度を育てていきたいと感じました。 

2点目は教育の情報化推進についてです。東山小学校は文部科学省から「学びの

イノベーション事業」の委嘱を受け、今年はその 終年度に当たります。1 月 22

日には校内研修の一環として堀田龍也先生をお招きして授業研究会を行いました。

堀田先生は玉川大学教職大学院教授をお勤めの傍ら、文部科学省の教育情報化政策

の委員を多数歴任され、教育のＩＣＴ環境整備について実践的・具体的な提言をさ

れておられる方です。そんな“時の人”の話が伺えるのは大府市にとっても絶好の

機会と考え、情報教育委員会の委員を始め市内各校に対して積極的に研究会に参加

するよう要請をしました。その結果、市外からの参加者を含め多数の先生方が東山

小学校に集まり、授業を通して教育の情報化について具体的に勉強をすることがで

きました。「授業でＩＣＴを活用する場合、目的は授業が改善されること」「従前の

授業スタイルを妨げることなく、むしろあっさりと融合するようなＩＣＴであるこ
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とが望ましい」「変革ではなく改善の連続を」などの堀田先生の主張は納得のいく

ものであり、大府市のＩＣＴ環境整備の方向を考えるうえでとてもいいヒントをい

ただくことができました。 

3点目は不登校対策について報告します。大府市では「不登校対策問題を検討し、

その防止又は指導に努め、豊かな心をもち、強く、たくましく生きることのできる

児童又は生徒の育成を推進するため」に、年2回、適応指導推進会議を開催してい

ます。本年度第2回目となる適応指導推進会議が1月29日に行われました。各小

中学校及びレインボーハウスから、本年度の不登校児童生徒に対する取り組みの成

果と課題について報告され、それをもとに協議を行いました。互いの情報交換に加

え、共和病院名誉院長の榎本和先生、中京大学教授の辻井正次先生など医療や心理

の専門家からのアドバイスをいただき、有意義な会議となりました。大府市の不登

校児童生徒の出現率は、平成23年度は小学校0.6％(167人に1人の割合)、中学校

3.4％(29人に1人の割合)だったものが、平成24年度は小学校0.42％(238人に1

人)、中学校2.8％(36人に1人)と改善の兆しを見せています。これは小中学校や

レインボーハウスなど、現場の努力によるものですが、先に述べた先生方やスクー

ルカウンセラーが日常的に丁寧な相談活動を重ねていただいているおかげでもあ

ると感謝しています。不登校に至る背景は複雑であり、成果も一朝一夕に表れるも

のでないことは承知していますが、今後も丁寧で粘り強い取り組みを続けていきた

いと思います。 

教育長報告は以上です。 

委員長 それでは議案の審議に入ります。議案第 5 号「平成 25 年度教育費補正予算（3

月議会）について」ご説明をお願いします。 

学校教育課長 議案第5号「平成25年度教育費補正予算（3月議会）について（学校教育課分）」。

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 

放課後係長 

議案第5号「平成25年度教育費補正予算（3月議会）について（生涯学習課分）」。

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 用務員がパートの方に変更したということですが、正規職員である場合とパート

である場合とでは、どれくらい待遇が違うのですか。 

学校教育課長 パート職員ですと、二人分の賃金で年間1,777,000円ですが、正規職員ですと確

か月額150,000円の給料になりますので、やはり倍ぐらい違ってくるのかなと思い

ます。 

委員長 放課後クラブの指導員を適正に配置をし直して、賃金の減額が出来たということ

ですが、どなたが中心となって配置のし直しを行っているのですか。 

生涯学習課 

放課後係長 

指導員の配置については、それぞれのクラブの嘱託職員が行っております。児童

数が、4月1日ですと900名あまり、8月になりますと1,040名ぐらいになるので

すが、9月以降は、750名から760名ぐらいになり、児童数が減ってくる関係で児

童数に応じて指導員配置を行っておりますので、時間数が減ってくるため、賃金の

減額が生じます。 
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委員長 あらかじめ、指導員の方々との間で、子どもたちが減ったら時間数が減るという、

そういった契約になっているのですか。 

生涯学習課 

放課後係長 

夏休みにつきましては、学生の方々にもお願いをしていまして、その時期だけの

短期での契約をしておりますので、その辺で調整をしております。 

委員長 他にありませんか。 

3番委員 中学校へ移られた臨時職員の方の賃金は、どうされたのですか。 

学校教育課長 学校教育課予算の流用で対応が出来ました。 

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5号については、承認いたします。 

続きまして、議案第6号「平成25年度教育表彰（教職員関係）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6号「大平成25年度教育表彰（教職員関係）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。 

委員長 資料3ページにある教育研究論文を書かれた先生方で、この勝野先生は教育表彰

式・教育研究発表会の場で発表される予定ですが、こういったすばらしい研究や実

践などを他の先生方や学校間を越えて広げるという試みはありますか。 

指導主事 論文の特選については、市の教育研究発表会で発表がされますが、その他のもの

についても優秀な論文については、情報提供ということで、他校と交換をして参考

にして、次年度の論文作成の折に生かしたり、各校で生かすようにしていただいて

おります。他市町とも、特に、特選等優秀な論文については発表会がありますので、

それを情報収集して生かしていく体制を取っております。 

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6号については、承認いたします。 

続きまして、議案第7号「平成26年度大府市学校教育の指針について」ご説明を

お願いします。 

指導主事 議案第7号「平成26年度大府市学校教育の指針について」説明いたします。（以

下、提案理由等資料により説明） 
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委員長 何かご意見・ご質問はありませんか。 

委員長 資料19ページにある、同僚性という言葉について、あまり馴染みがないのです

が、どういった意味でしょうか。 

指導主事 同僚性の言葉についてですが、これは大府市の教頭会が2年程かけて研究してき

たことの中で使われた言葉です。中身は、 近、若い教員もたくさん増えてきてお

りまして、その中で、経験のある年配と若手の繋がりを深める、教員同士の繋がり

を深める、お互い年齢を越えて相談をし合ったり、良いところを互いに勉強し合っ

たりして、教職員の力量向上に努めようということです。 

また、教員の仲間づくりが学校での教職員のエネルギーにも繋がりますし、心身

の安定にも繋がりますので、その意味で同僚性という言葉により、そういうイメー

ジの中身を含んでここに挙げてあります。 

委員長 資料18ページ、巨大地震発生時を想定したというと、今までの引渡し訓練とど

のように違うのでしょうか。 

指導主事 従来は、東海地震注意情報でしたので、まずスタートで違うのは、東海地震注意

情報の場合は、実際、地震はきておりませんから、相当、まだ安心な段階で引渡し

をするということですので、教員が打合せを行い、引渡しの体制をとるという手順

になります。今までは、地震はまだおきていない安全な状態の中であるということ

で、中学生が小学生を迎えに行くことを可能にしておりました。今回、巨大地震発

生を想定しますと、まずは緊急地震速報が実際は流れますので、その対応は必要で

あろうと思います。計画中の話ではありますが、緊急地震速報が流れた後、避難行

動をとる、避難をする、その動きが入ります。それで、これは訓練ですので、その

後、例えば用具を持つ場面が必要になる訳ですけれども、引き渡しの体制をとる。

現在、中学生も巨大地震発生の場合は、引渡しをしようというふうに考えておりま

して、そうだとするとその後の動きが変わってくるかと。小学生の迎えはどうする

のかということは、今後、検討していくところなんですが、その辺りが今までと変

わってくるところになります。具体的な細かい手順については、検討を始めている

ところです。 

4番委員 質問ではありませんが、各学校に市町村立の学校として、教育長さんの思いです

とか、ここに記載されていることを各学校でしっかりと実現出来るように努力いた

だくよう、指導主事さんの方で、是非、機会があったら説明やお願いをしていただ

きたいなと思います。せっかく良いものをつくっても、絵に描いた餅になっては大

変ですので、教育長さんから示された26年度の基本方針に沿って、各学校からそ

れぞれの状況の中で重点的なところを取り上げながら、努力いただけたらなと思い

ます。 

2番委員 資料13ページの見せる教育の部分ですけれども、非常に新しい感覚で③のとこ

ろに校長先生を先頭に、教職員も、児童生徒も地域に出かけて顔を見せるというよ

うな文章があります。ボランティア等を想定して、良い状態になってきているなと

思うんですが、地域の行事等に、校長・教頭先生まではとても親しみ深く接して下

さっていますが、一人ひとりの教職員いわゆる子どもの担任の先生方になられる

と、勿論、お忙しくて大変だとは思うんですけども、行事を通して、子どもとの地

域に対しての親しみ深さのようなものを、それぞれの教職員の方がもう少し持って

いただけると、見せる教育が校長・教頭先生だけでなく、もっと広がるのではない
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かという気持ちを持っています。いろいろな地域の行事等を保護者と共に教員の先

生方も親しんでいただけるように話をしていただけるといいなと感じました。 

3番委員 資料13ページの、「見せる教育」と「魅せる教育」は、言葉として合わせてある

んだと思いますけども、「魅せる」というのが文法的におかしいように感じます。

私は、国語の教師ではないので良く分かりませんが、本来なら「魅する」という言

葉が正しいのでないのかと思います。「見せる」と語呂合わせであると言えばそれ

でいいんですが、文法的に何か少し違和感を覚えるのですが。どなたか調べていた

だけたらと思います。 

4番委員  相木先生の思いは分かりますけれども、これはキャッチコピーですから、ご指摘

のとおり語呂合わせであると思います。 

3番委員  文法的には「魅する」というのが正しいのではないかなという気がするんですが、

同じ表現で合わせてということですので、このままで結構です。 

委員長 他にご質問はよろしいでしょうか。 

 （なし） 

委員長 議案第7号については、承認いたします。 

続きまして、議案第8号「平成26年度教育費当初予算について」ご説明をお願い

します。 

学校教育課長 議案第8号「平成26年度教育費当初予算（学校教育課分）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） 

生涯学習課長 議案第8号「平成26年度教育費当初予算（生涯学習課分）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） 

中央図書館長 議案第8号「平成26年度教育費当初予算（歴史民族資料館分）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。 

委員長 資料25ページと26ページにあります、和式便器から洋式便器への切替工事です

が、今回の工事で、全ての学校の洋式便器の占める割合が50％になるのですか。

学校教育課長 この工事は3年計画で行ってきており、来年が3年目になりますので、全ての学

校の洋式便器の占める割合が50％になります。 

委員長 この洋式便器を使うお子さんの方が、多いんでしょうか。 

学校教育課長 今は、家庭のトイレが洋式になっておりますので、学校へ来て和式便器ばかりだ

と和式だと使いづらいというお子さんも多いかと思います。ですから、洋式便器の

方が使い易いと思っております。 
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委員長 他にご意見・ご質問はありませんか。 

 （なし） 

委員長 それでは、議案第8号「平成26年度教育費当初予算について」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18回愛知県小学生バドミントン大会新人戦の後援申請につい

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 

委員長 以上ですべて終わりました。 

（以下余白） 

 


