
平成30年９月定例教育委員会会議録 

  

平成30年９月定例教育委員会は、９月７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 西村 和子       二番席委員 竹中 万里        三番席委員 冨田 良平 
五番席委員 淺井 宣亮      

 
○ 議案説明のため出席した事務局職員 
教育長、教育部長、指導主事、学校教育課長、生涯学習協働推進課長、文化振興課長、学校教育課学校教育係

長、学校教育課放課後係長、学校教育課学校教育係主査 
 

○ 傍聴者 
無し 
 

○ 提案議案 

議案第 37号 教育に関する事務の管理及び執行の点検及び評価について 

報 告 事 項 1号 小中学校現況報告について 

 2号 地域貢献活動「脳と脚の健康チェック」の後援申請について 

 3号 第27回 大美展の後援申請について 

 4号 
地域別県民文化大祭典「2018オータムフェスティバル知多半島北部集会」の後援申請につ

いて 

 5号 愛知万博メモリアル 第12回愛知県市町村対抗駅伝競走大会の後援申請について 

 6号 
2018 第25回 国際ピアノコンクールin知多 受賞者褒賞コンサート ピアノコンチェ

ルトの夕べ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19分 



 

発 言 者 要 旨 

教育長 皆さんこんにちは。 
北海道の方々には大変な状況であろうかと思います。いつ何時私たちにも訪れるかもしれな

い。備えあれば憂いなし、という言葉がありますが、子供たちの教育についても十分に備え

ていかなければと思っております。 

それでは、ただいまから平成30年９月定例教育委員会を始めさせていただきます。 

前回の会議録につきましては、先ほど教育長室で御承認をいただきました。ありがとうご

ざいました。 

教育長報告に入ります。 

前回が８月３日でしたので、それ以降かいつまんでご報告いたします。８月４日、大府市が

輩出した世界的な数学者永田雅宜氏にちなんで行われた「おもしろ数学ゼミナール」に出席

し、永田雅宜氏について皆さんに御紹介をいたしました。初回のこの日は京都大学から、雅

宜氏の長男正嗣氏にお越しいただいて、少年少女からお年寄りまで、メビウスの輪を中心に

学び合いをしました。８月７日、市小中学校ＰＴＡ連絡協議会と市小中学校長会の主催によ

る教育懇談会があり、説明を受けて教育委員の方々からも、質問等を出していただきました。

今年は市長からも自ら昨年の要望に対する取り組み状況の説明がありました。８月10日、

市の臨時記者会見があり、来年６月の稼動を目指して、市内小中学校の全普通教室にエアコ

ンを設置すると、市長より発表がありました。８月14日、中学生海外派遣団が出発式を行

い、オーストラリアに出発しました。10日間の旅を終えて、８月23日、言ってよかったと

いう言葉とともに帰着しています。８月17日、小学生遠野市訪問団の出発式があり、市長

からも激励の言葉をいただきました。実際の出発は８月21日、４日間の日程を無事終えて

８月24日、夜９時ごろ笑顔で市役所に帰着しています。本日１６時から帰国報告会が行わ

れますので、よろしくお願いします。８月23日、市内の小中学校教職員、全員を対象とす

る、教職員研修会が行われ、挨拶をさせていただきました。講師は市教育委員会情報教育コ

ーディネーターの長尾氏で、ＩＣＴ教育、プログラミング教育の今後と課題についてわかり

やすく話をしていただきました。８月24日、27日、31日にわたり、教育部長、放課後係長

とともに市内９カ所の放課後クラブの活動の様子を見てまいりました。夏休みは、お預かり

する子供たちが多い時期ですが、いずれのクラブでも、子供たちの明るい表情を見ることが

できました。９月２日、地域福祉課主催による、中学生広島派遣報告会があり、出席いたし

ました。８名の中学生がそれぞれ派遣で見てきたこと、感じたこと、平和への願いについて

立派に発表し、大変感心しました。９月３日、予定どおり全ての小中学校で２学期始業式が

行われ、76日間の２学期がスタートいたしました。残念ながら翌日は台風21号の接近と暴

風により休校となっています。 
以上です。 

教育長 それでは議案の審議に入りたいと思います。議案第37号「教育に関する事務の管理及び

執行の点検及び評価について」を審議いたします。事務局ご説明をお願いします。 

協働推進  

生涯学習課長 

文化振興課長 

学校教育課長 

議案第37号「教育に関する事務の管理及び執行の点検及び評価について」説明いたしま

す。（以下、提案理由等資料により説明） 

教育長  この件につきまして御意見御質問等よろしいでしょうか。 

淺井委員  はい。 

教育長  はい、淺井委員お願いします。 



発 言 者 要 旨 

淺井委員  １ページですが、奨学金の目標値が30人のところ、19人、21人ということで、外部のア

ドバイスで、給付条件を緩和して、といういう言葉が入っているのですが、これは、実際に、

本来、応募して欲しい人が応募していないのか、広報不足なのか、それとも実際に厳しくて、

21人ぐらいしかありえないのか、どちらでしょうか。 

教育長  事務局お願いします。 

学校教育課長 はい、予算として30人確保している。要は、もらえるはずなのにもらえないっていう人

が出ないように予算を確保しているので、基本100％でないのですが、全員がもらえている

というところです。 

淺井委員 予算は余裕をもって確保しているということでしょうか。 

学校教育課長 はい、30人申請があっても対応できるようになっている。 

教育長  よろしいでしょうか。 
はい。給付条件の緩和も検討してほしいと評価委員から評価を受けておりますので、一つ

の課題になるかなと思っています。 
そのほかいかがでしょうか。 

冨田委員  はい。 

教育長  はい、冨田委員お願いします。 

冨田委員 お願いします。 

まず８ページの小中学校施設整備事業についてですが、外部評価の方もおっしゃってみえ

ます、来年６月までにエアコンを入れるということで、そのために、計画的な整備が遅れる

ことがないようにお願いしたいとおっしゃってみえますが、私も同感であります。来年おそ

らく市全体の予算に占める教育の割合がぐんと高くなるということで、そのことによって、

ほかの予算が削られたりとか、計画的な整備が遅れてしまうということがないように、ぜひ

よろしくお願いいたします。 

もう１点お願いします。 

９ページの学校給食運営事業についてですけども、調理員が、今年度スタートするときに、

足りない学校がありました。調理員さんの仕事っていうのは大変ハードだと聞いておりま

す。どこの学校もおいしくて、バランスもとれて温かい自校方式の学校給食がしっかりと、

できるように、調理員の確保につきましても、今後も漏れなく、落ちのないように、進めて

いっていただきたいなっていうふうに思っています。 

以上です。 

教育長  はい、大切な御意見をいただきましてありがとうございました。 
その他よろしいでしょうか。 

西村委員  はい。 



発 言 者 要 旨 

教育長  はい、西村委員お願いします。 

西村委員 ４ページですけども、中学校の不登校の生徒数なんですけど、平成29年度127人の学年

の内訳っていうのがもしわかれば、教えていただきたいです。どの学年が多いのかなと思い

まして。 

教育長 事務局いかがですか。 

今、答えられそうですか。 

指導主事 申し訳ありません。細かい各学年の人数というのはないですけども、やはり１年生３年生

が２年生に比べるとちょっと多い、というふうにはなっております。やっぱり小学６年生か

ら中学１年生になった段階で、若干増え、その後、３年生になったところでまたちょっと増

え、というふうです。 

西村委員  ありがとうございました。 

教育長  よろしいでしょうか。 
 そのほかいかがでしょうか。 

竹中委員  はい。 

教育長  はい、竹中委員お願いします。 

竹中委員  12 ページの放課後児童健全育成事業についてですけれど、放課後クラブは本当に毎日大

変な状態だと思います。それでここには、２番目に職員の資質向上を図るため市主催研修が

16 回開催し、というようなこともありますし、十分な研修で皆さんがいい状態でやってい

らっしゃると思うんですけれども、やはり外部評価の感想の中にあったような利用児童の保

護者との連絡とか、職員の研修っていうことは本当に難しくて大変な問題を抱えていると思

うので、その苦労を私たちも知らないし、何かいい状況に変えていくような方向が、みんな

で考えられる時間をもったりすることができないものなのかな、ということを常に思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

教育長 はい、ありがとうございました。 

貴重な御意見いただきました。 

その他よろしいでしょうか。 

淺井委員  はい。 

教育長  はい、淺井委員お願いします。 

淺井委員  ３ページなんですが、高ストレスの教員の割合が、12％ということなんですが、勤務時間

が長いということで、ストレスを感じるのか、それとも保護者の対応とか、どんな感じでス

トレスとか感じているのかと。そういうことをきちっと把握して、できるだけ教員も給食調

理員と同じく足りないという感じになっておりますので、できるだけ、やめる人が少ないよ

うに、努力しなきゃいけないですが、その辺細かく把握して、できるだけ、やめる方がない



発 言 者 要 旨 

ように頑張っていただきたいと思います。 

教育長  事務局、見解があれば、お願いします。 

指導主事 お願いいたします。 

ストレスというものについてですけど、やっぱりいくつかの原因はあると思います。おっ

しゃったとおり、保護者対応に疲弊する者もいるだろうし、それに伴って勤務時間が当然長

くなってくるだろうと。それとやはり教員の質的な部分も当然あります。人によってやはり

同じストレスでもかかり方が違うとか、そういったところであると思います。対応といたし

ましては、これはもう学校長がですね、きちっと面談をしながら進めております。その際に

はこういった部分も含め、ストレスチェック等も含め、あと、不祥事防止だとか、そういっ

たことも含めて、年３回ぐらいは、面談をやっているところです。 

以上です。 

教育長 よろしいでしょうか。 

そのほかいかがでしょうか。 

冨田委員  はい。 

教育長  はい、冨田委員お願いします。 

冨田委員  ６ページの小中学校教育振興事業ですけども、毎年、補助教材のうち、数多くのものを公

費で負担していただいて、保護者の負担が軽減されているということはとてもすばらしいこ

とだと思います。それで、新しい学習指導要領で道徳が教科化するのに伴って、大府市も独

自の副教材を作成するという、そういう話を聞いておりますけども、当然のことではあると

思いますが、そちらのほうも、公費負担という形で進めていただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

教育長  よろしいでしょうか。 

 道徳関係は、29年度評価今年から少し変わってると思います。 
そのあたり私から話をさせていただきます。 
道徳関係はこれで小学校の教科書採用になりましたので、補助教材として『明るい心』に

ついては、学年に40冊ということで、購入をしております。かつてのように、全員１冊と

いうふうにはならない体制になりました。それから、中学校が同じことが来年起こりますの

でね、『明るい人生』については、学年に40冊購入という予定になっております。 

そういう、よろしいでしょうか。 

引き続き、公費負担については、今後も、十分配慮していくという予定です。 

教育長 そのほかいかがでしょうか。 

ありがとうございました。 

色々ご意見いただきました。今後の参考にさせていただきたいと思います。 

それでは、議案第37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) 

教育長 それでは、議案第37号は承認いたします。 

続きまして、報告事項に入りたいと思います。 



発 言 者 要 旨 

報告事項1号「小中学校現況報告について」事務局よろしくお願いします。 

指導主事 報告事項1号「小中学校現況報告について」報告。 

学校教育課 

学校教育係主査 

報告事項2号「地域貢献活動「脳と脚の健康チェック」の後援申請について」報告。 

学校教育課 

学校教育係主査 

報告事項3号「第27回 大美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 

学校教育係主査 

報告事項4号「地域別県民文化大祭典「2018オータムフェスティバル知多半島北部集会」

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 

学校教育係主査 

報告事項5号「愛知万博メモリアル 第12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） 

学校教育課 

学校教育係主査 

報告事項6号「2018 第25回 国際ピアノコンクールin知多 受賞者褒賞コンサート 

ピアノコンチェルトの夕べの後援申請について」報告。（以下、資料により説明） 

教育長 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 報告 

 


