
 

平成25年９月定例教育委員会会議録 

  

平成25年９月定例教育委員会は、９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 河合 昌和  二番席委員 日比 靖子  三番席委員 竹中 万里 

  四番席委員 相木 鍾三  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 

指導主事、学校教育課庶務施設係長、生涯学習課放課後クラブ係長 

 

○傍聴者 1名 

 

○ 提案議案 

議案第 42号 平成25年度「全国学力・学習状況調査」結果の取扱いについて 

 43号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

 44号 平成25年度教育費補正予算（９月議会）について 

報告事項 1号 小中学校現況報告について 

 2号 大府市歴史民俗資料館リニューアル検討報告書について 

 3号 愛知万博メモリアル 第８回愛知県市町村対抗駅伝競走大会の後援申請について 

 4号 第25回東海小学生バドミントン大会個人戦（シングル・ダブルス）の後援申請について

 5号 Skyblue Wind Orchestra 第５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。 

前回議事録は、先程承認。 

8月6日、市の教育懇談会がありました。PTAからの交通陳情、先生方からの教育要望

につきましては、市の幹部や議会の代表の皆様方とその要望についてお聞きをし、市長

さん及び議長さんからお話をいただきました。8月5日、東海全国大会出場激励会が行わ

れまして、南中学校のバドミントン部が全国大会へということを報告いただいておりま

す。9日金曜日は、小学校の水泳大会がありました。今年は、新記録は出ませんでしたけ

ど、子どもたちの白熱した競泳を見せていただきました。保護者の皆さんもたくさんお

いでいただいておりましたし、お客さんもたくさん来ていただいておりました。16日は、

中学校海外派遣出発式が行われました。この事業は、ご承知のように大変お金もかかる

訳でありますが、これからのグローバル化した国際社会に生きる子どもたちにとっては、

大変、大事な事業ではないかなと思っており、ぜひ、行政の皆さんや議会の皆さんにご

理解いただきながら続けていくことが出来たらなと思っております。 

21日は、小学校の都市間交流出発式がありました。これは中学校も同じでございますが、

それぞれ子どもたちがテーマを持って参加するということで、テーマを聞きますと、大

半が子どもらしくてどうやって追求するのかなと心配になるようなものもありましたけ

れども、子どもたちなりに課題を持ってやっていくことは、大変、意味のあることだと

思っております。小学校の方は、知﨑指導主事さんも引率で行かれるということであり

ましたけど、本当にご苦労さまでございました。 

この間、今日の議題にもありますが全国学力テストの結果が文科省から出ております。

新聞報道しか分かりませんけれども、愛知県の場合は、もう少し教育愛知の名に相応し

いところへというふうに思っておりますが、なかなかそうもいかなかったようです。中

学校の方は、なかなか良かったようですけども、そんな印象をもっております。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。9月2日は2学期の始業式でした。長い休みが明け、

学校には子どもたちの元気な声が戻ってきました。実りの秋を迎え、各学校が校長のリ

ーダーシップのもと学校経営方針の具現化に向けて成果をあげてくれることを期待して

います。また、３日から9月議会が始まりました。「教育委員会制度」「いじめ問題」「歴

史民俗資料館のリニューアル」など、様々な観点から一般質問が寄せられています。一

つ一つのご質問に対して誠実に答弁し、大府市の教育に対するご理解・ご支援を頂ける

よう努めていきたいと思っています。 

まず１点目は、夏休み中の子どもたちの様子について報告をします。 

この夏は、交通事故や水の事故、その他の様々な理由で小中学生の尊い命が失われた

との報道が相次ぎ、他人事とは思えずに心を痛めることが多かったという印象をもちま

す。幸い本市においては、大きな事故や事件の報告はなく、落ち着いた 2 学期のスター

トが迎えられたことに胸をなでおろしています。警察関係者に聞いても、生徒指導上で

問題になるような事案は発生していないとのことでした。 

夏休み中の行事については、一つ一つの出来事を取り上げて具体的に報告すべきとこ

ろですが、その多くは委員の皆さんにもご出席いただいていますので、詳細な報告は省

かせていただきます。ただ、図書館子どもまつりや地域の夏まつりなど地域行事へ積極

的に参加する姿がたくさん見られたこと、オーストラリアを訪問した中学生や遠野市を

訪問した小学生が多くの成果をあげたこと、大府小学校の児童が交通安全子ども自転車

愛知県大会に出場して健闘したこと、中学校の部活動で多くの生徒が東海大会・全国大

会に出場して活躍したことなど、輝く子どもたちの姿をたくさん見られたのはとてもう

れしいことでした。その中でも、大府南中学校の男子バトミントンが全国大会でベスト8

に進出したのはすばらしい快挙でした。 



発 言 者 要 旨 

2点目は、小中部活動交流の取り組みについて報告します。 

これは小中連携教育の一環として取り組んでいるものですが、昨年度の反省を踏まえ

て今年は夏休みに実施しました。小学生は、決められた通学路を確認しながら、自転車

通学者は自転車で、徒歩通学者は歩いて、自分の通うことになる中学校へ向かいました。

そして、希望の部活動で約 1 時間半の体験入部を行いました。全体的な総括は今後まと

めますが、小学生の緊張しながらも中学生気分を味わえたうれしそうな表情、中学生の

“先輩”として誇らしげな表情を浮かべながら小学生を丁寧に指導している姿のいずれ

もが印象的で、ねらいは達成できたのではないかととらえています。 

3点目は、大府南中学校教諭の再逮捕事件について触れます。 

このことについては、9月3日に記者会見を行い、その概要は新聞・テレビで明らかに

なっている通りですが、子どもたちの手本となるべき教員が、このような不祥事を起こ

したことは残念の極みであり、生徒はもとより保護者・市民の皆様の信頼を損なうこと

になり改めて深くお詫び申し上げます。今回の事案を教訓に、①教職員の不祥事対策に

ついて、②教職員の心身の健康保持について、③情報管理のあり方について、④学校の

施設管理について、改めて各校で認識を新たにして対応を具体的に行うよう、昨日の小

中学校長会議で指示したところです。ただ、いつも申し上げるところですが、こうした

問題が発生すると、真面目に誠実に子どもたちと向かい合っている大多数の教職員のモ

チベーションが下がりはしないかということを危惧します。ことの重大さを正面から受

け止めつつ、教師としての責任やプライドを確かにもちながら大府市の教育を推進して

いただきたい、教育委員会としてはその支援をきちんと行っていきたいという思いをも

ちつつ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 42 号「平成 25 年度『全力学力・学習状況調

査』結果の取扱いについて」ご説明をお願いします。 

指導主事 議案第42号「平成25年度『全力学力・学習状況調査』結果の取扱いについて」（以下、

提案理由等資料により説明） 

委員長 今の提案は、調査結果の取扱いについてですが、何かご質問はありますか。 

５番委員 私の子どもが、去年小学校６年生でしたので、去年もこのような調査はありましたか？

指導主事 昨年度は、悉皆ではなくて、東山小学校と大東小学校の抽出という形で実施をしてお

ります。 

５番委員 今年度は、全校実施になる訳ですが、過度な競争につながる数値の公表はしないとい

うのは一番の基本だと思いますし、この内容をみると丁度いいぐらいではないかと私は

思いました。 

委員長 他にご質問及び意見はございませんか。 

２番委員 各家庭に個人票とこのお手紙を配布するということですが、学習に対して問題がある

というか、どちらかというと遅れ気味な方のご父兄に対して、ご活用くださいというだ

けだと何となく親御さんも不安になるのではないかと思います。何かそれ以上のフォロ

ー等はあるのですか。 



発 言 者 要 旨 

指導主事 特に、知識に関することということで調査Ａというものがあるのですが、そちらの方

の問題を確認いたしますと、やはりその該当学年できちんと出来ていないといけないと

いうような内容が出されています。各学級や各教科担任で、その結果をしっかり見まし

て、特に、きちんと出来ていない部分につきましては、授業等でしっかりフォローして

対応をしていきたいと考えております。 

委員長 今、10 月に分析プログラムが県から届くという話ですが、結果についてはもう教育委

員会には降りておりますか。 

指導主事 ある程度の結果は、こちらの方に届いております。 

委員長 他にありませんか。 

４番委員 10・11 ページの調査結果のところで、問題形式の右横に結果というのがありますが、

その欄の－とか○とか×は何を意味していますか。 

指導主事 資料の下に明記がされているとおりで、○が正答、×が誤答、無回答ということにつ

いても確認をしておりまして、－については無回答ということでございます。 

５番委員 先ほど日比委員がおっしゃった、例えば、少し遅れていてあまり良い成績が取れなか

ったご家庭に対して、家庭で頑張ってくださいというだけだとやはりちょっと不安にな

るような気もしますので、例えば 9 ページにある子どもたちに渡す手紙のところで、確

かに、本校全体の結果の公表についてのところに、今後の指導に生かしてまいりたいと

思いますという一文がありますが、個人票を見るときの留意点のところにも、この個人

の成績を見つつ個人的にも学校で対応をしっかりしていきますから安心してくださいと

いうような内容も一言あると、学校としては個人的にもちゃんとフォローしてくれるん

だなぁというふうに安心し、保護者の方が落ち着くんではないかと思います。 

委員長 今の個々の子どもたちの成績に対するきめ細かなフォローが出来ないかということで

す。そのタイミングには、配布する文書で少し手直しをすれば、淺井委員さんがおっし

ゃるように、それが届くのではないかというご提案でしたが、その辺はどうですか。 

指導主事 貴重なご意見をありがとうございました。今の意見をしっかり受け止めて、今一度こ

この部分について検討させていただいて文書を完成させたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

６番委員 併せて、今の日比委員さんや淺井委員さんのご質問に若干の付け加えをするならば、

一人ひとりの力を伸ばすためには、やはり日々の授業が問われるということだろうと思

いますので、後ほどの協議会のところでより具体的にご説明を申し上げるつもりでいる

のですが、例えば、Ａ問題というのはどういう問題が出されているのか、Ｂ問題はどう

なのか。ということでもって、かなり質的に違いますので、その辺りのところを踏まえ

ながら、毎日行われる授業改善にこの結果をどう繋げていくのかということが非常に大

事になってくるだろうと思いますから、今後、指導主事の指導を通しながら教務主任者

会議等に働きかけて、そうした日々の教育活動の向上・発展に努めていくということを

指導してもらいたいと思います。 



発 言 者 要 旨 

委員長 各学校には詳細なデータが配布されます。ここにあります 2 点のように、それを学校

間の序列化、競争意識をあおるものではなくて、現実は現実としてきちんと見据えなが

ら、やはり今の教育長のご指摘のように、授業そのものをどうやって変えていくのか。

Ｂ問題については、まだ専門家の間では日常の授業と実際のＢ問題とのずれを指摘する

方もいらっしゃる訳です。しかし、国際基準に合わせていけば、Ｂ問題をきちんと解け

るような子どもたちにしていかないとこれからは通用しないということは事実でありま

す。その辺りで、指導主事さんがいろいろと学校をご指導なさる訳でありますので、実

際にこの問題を調査の対象学年だけではなく、他の学年の先生方は真剣に読み自分でや

ってみる方がどれくらいいるだろうかという心配はありますけど、とにかく、この議案

につきましては、お認めいただきましたので、先ほどの付帯事項がありますが、その辺

を勘案しながらよろしくお願いします。 

委員長 続きまして議案第 43 号に移りたいと思います。議案第 43 号「教育に関する事務の管

理及び執行の状況の点検及び評価について」説明をお願いいたします。 

学校教育課長 議案第43号「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について」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43号「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について」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） 

中央図書館長 議案第43号「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について」中央

図書館分を説明いたします。（以下、提案理由等資料により説明） 

教育部長 議案第43号「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について」スポ

ーツ課分については、今年度の機構改革に伴いましてスポーツの部分が市長部局へ移行

いたしましたので、私から説明いたします。（以下、提案理由等資料により説明） 

委員長 それでは、議案第43号について、ご質問はありませんでしょうか。 

４番委員 18 ページの評価の部分にエピペンの使用についての研修とありますが、これまでに使

用についての研修を行ったことがありますか。 

学校教育課長 研修については、過去に養護教諭の方で行っていると思いますが、今年度、9 月 18 日

に行われます学校保健会総会の後半の講演会で、このアレルギーについてを題材に上げ、

その中でエピペンの使用方法についてもご講義いただけるということでして、これらの

機会を捉えてやっていく予定でおります。 

４番委員 このエピペンというものがあることを知りませんでしたが、もし、そういったアレル

ギーの症状が出た場合、養護教諭の先生たちが注射するということは出来るのですか。 

学校教育課長 この注射は、養護教諭の先生でなくても使い方を知っていれば誰でも出来る注射です。

４番委員 現在、学校にはエピペンが備えられていますか。 

学校教育課長 このエピペンは、それぞれアレルギー物が子どもによって違いますので、子どもが個々
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に持っているものになります。 

委員長 ほかにご質問等ありませんか。 

４番委員 25ページの参考資料、平成24年度教育委員会の主な活動内容の部分で、義務教育推進

協議会があったかと思いますので付け加えていただけるといいと思います。 

教育部長 はい。記録に残させていただきます。 

３番委員 21 ページの図書館情報提供事業ですが、外部の評価にもありますように、アローブ完

成後の事で、図書館行政に市当局や教育委員会としても責任ある立場から携わりながら

と外評価者の方がアドバイスしてくださっていますけれど、実際に図書館等を利用して

いる人たちがこれから体制が変わるということでとても不安を感じているというような

現状があります。後ほど、歴史民族資料館リニューアルの報告があると思いますが、教

育委員会として図書館がアローブに変わっていく時に何ができるか。何をきちんと伝え

られるかということを、もう一度、しっかり整えて本当にいい結果を導けるようになる

といいなと感じています。特に、市が今までの図書館のような関わり方ではなくなるこ

とで、どういう場面でそういう情報を提供できるか、図書館に対する市民の関わり方が

今までと変わるので、その点について、もうアローブに移ったかということではなく、

今まで図書館と関わってきた市民とアローブとの引継ぎをしっかり出来るようにと感じ

ていますので、よろしくお願いします。 

委員長 要望もありまして、これは特に図書館に関わっている人たちのご心配だろうと思いま

す。立派な建物が出来る訳ですので、ソフト面についての使いやすさ等につきましても

ご検討いただきたいと思います。 

その他にありますでしょうか。 

 （なし） 

委員長 それでは、承認いたします。 

続きまして、議案第44号に移りたいと思います。議案第44号「平成25年度教育費補

正予算（9月議会）について」説明をお願いいたします。 

学校教育課長 議案第44号「平成25年度教育費補正予算（9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） 

生涯学習課長 議案第44号「平成25年度教育費補正予算（9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） 

委員長 この件について何かございますか。 

 （なし） 

委員長 それでは、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。 
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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。 

中央図書館長 報告事項2号「大府市歴史民俗資料館リニューアル検討報告書について」報告。（以下、

資料により説明） 

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 3 号「愛知万博メモリアル 第８回愛知県市町村対抗駅伝競走大会の後援申

請について」報告。（以下、資料により説明） 

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4号「第25回東海小学生バドミントン大会個人戦（シングル・ダブルス）の後

援申請について」報告。（以下、資料により説明） 

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5号「Skyblue Wind Orchestra 第５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、10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 

中央図書館長 中央図書館分の報告 

委員長 以上ですべて終わりました。 

（以下余白） 

 


