
平成30年５月定例教育委員会会議録 

  

平成30年５月定例教育委員会は、５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 西村 和子       二番席委員 竹中 万里        三番席委員 冨田 良平 
四番席委員 永田 司        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（３）、学校教育課長、学校教育課学校教育係長、学校教育課学校施設係長、学

校教育課放課後係長、学校教育課学校教育係主査、生涯学習協働推進課生涯学習係長 
 

○ 傍聴者 
無し 
 

○ 提案議案 

議 案 第 22号 平成３０年度 愛知県女子体育連盟研修大会及び総会の後援申請について 

 23号 はたらく人にありがとうメッセージの後援申請について 

 24号 ２０１８学校図書館フェスティバルの後援申請について 

 25号 第５回アンデス音楽村in大府市の後援申請について 

 26号 
大府青年会議所 2018 年度 青少年健全育成事業「海を渡ってゴールをめざせ！」の後

援申請について 

 27号 ダイナソー・ズー ～恐竜どうぶつ園～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 大府市立学校評議員の委嘱について 

 3号 大府市教育支援委員会委員の委嘱について 

 4号 大府市適応指導推進会議委員の委嘱について 

 5号 大府市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

 6号 大府市いじめ問題対策委員会委員の委嘱について 

 7号 第25回大府市中学生海外派遣について 

 8号 大府市立中学校運動部活動指導者の委嘱について 

 9号 大府市放課後クラブ指導嘱託職員の採用について 

 10号 大府市学習支援事業実施要綱の一部改正について（まなポート関係） 



 11号 講座＆ワークショップ「7カ国語で話そう。」の後援申請について 

 12号 平成30年度大府市近接中学校ソフトテニス大会の後援申請について 

 13号 第43回 県下壮年親善ソフトテニス大会の後援申請について 

 14号 第43回 県下レディース親善ソフトテニス大会の後援申請について 

 15号 ２０１８大府武道フェスティバルの後援申請について 

 16号 第54回 公益社団法人 中部日本書道会半田支部 学童書道展の後援申請について 

 17号 初夏の教育のつどいの後援申請について 

 18号 私立高校進学説明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21分 



 

発 言 者 要 旨 

教育長 今年度もスタートしてから４月があっという間に過ぎまして、連休が終わって、いよいよ

１学期の充実期に入っていくように思います。 
それではただいまから５月の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いただきました。ありがとうござ

いました。 

教育長の報告につきましては４月の定例教育委員会が、４月５日でしたので、それ以降に

つきまして、御報告をさせていただきます。 
４月５日に中学校の入学式、４月６日に小学校の入学式いずれも市内１３校、滞りなく行

われました。教育委員の皆様にもそれぞれ御出席いただきましたが、お気づきのことがあれ

ば、御意見をいただければ幸いに存じます。４月10日火曜日、学校保健会総会を行い、今

年度の保健関係の取り組みについて、確認をしました。４月12日、学校予算説明会を行い、

今年度の教育予算の内容についての説明とともに、確かな予算執行について確認し合いまし

た。４月17日火曜日、中学生海外派遣第１回実施委員会を行い、今年度の派遣中学生20名

を選出いたしました。４月19日、４月20日と、東海北陸都市教育長会が常滑市で開催され、

出席いたしました。私が出席した分科会では、中学校部活指導者の派遣について大きな話題

となっておりました。いずれの都市も多忙化解消とかかわって、より確かな対応を、迫られ

ているように感じました。４月21日、大府市子供会連絡協議会総会に出席いたしました。

今日子供会の運営が難しくなってきている中、役員の方々の前向きな姿勢がよく伝わってき

ました。４月19日から25日にわたって来日していましたが、４月24日、大府市の姉妹都

市である、オーストラリアのポートフィリップ市のセントキルダ小学校の子供たちが、市長

への表敬訪問がありました。私は、他の出張のため不在でしたが、大変明るい校長先生以下、

皆さんが笑顔あふれる一時だったと聞いています。私はその前日に石ヶ瀬小学校で一緒に学

ぶ子供たちの様子を見させていただくとともに、引率の先生方とお会いしました。４月25

日、大府市ＰＴＡ連絡協議会の総会に出席し、その後の懇親会では、また新たな出会いを幾

つもいただきました。４月28日、大府市つつじまつりが開催され、教育委員の皆様ととも

に出席いたしました。好天に恵まれ、温暖の中ツツジも持ちこたえたように思います。４月

29日、明るい社会づくり運動知多地区推進協議会による植樹会が、今年度は共和西小学校

で行われ、市長、県会議員とともに参加いたしました。ハナモモの幼木20本が植えられま

した。来年度は、石ヶ瀬小学校で実施とお聞きしています。 
以上簡単ではありますが、教育長報告とさせていただきます。 

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22号「平成３０年度 愛知県女子体

育連盟研修大会及び総会の後援申請について」を審議いたします。事務局ご説明をお願いし

ます。 

学校教育課 

学校教育係主査 

議案第22号「平成３０年度 愛知県女子体育連盟研修大会及び総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） 

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。 

淺井委員  大府市は健康都市ということですし、至学館大学にはいつもお世話になっておりますし、

会場も至学館大学ということですので、後援することは問題ないんではないかなと私は思い



発 言 者 要 旨 

ました。 

教育長 はい、ありがとうございます。そのほかいかがですか。 

冨田委員  はい。 

教育長  はい、冨田委員。 

冨田委員 私も同じ意見です。会場が大府市ですし、特に問題はないので、後援してもいいのではな

いかと思います。 

教育長  その他いかがでしょうか。よろしいですか。 
それでは、議案第22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22号は承認いたします。 

続いて、議案第23号「はたらく人にありがとうメッセージの後援申請について」を審議

いたします。ご説明をお願いします。 

学校教育課 

学校教育係主査 

 議案第23号「はたらく人にありがとうメッセージ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） 

教育長  御意見御質問は、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 はたらく人にありがとメッセージは、今までは全くやってなかったものなんでしょうか。 

教育長 事務局よろしいですか。 

学校教育課 

学校教育係主査 

 東海労金としては、今回で第９回のようです。後援申請は、支店の店長が支店エリアの地

域の後援申請を行うということになっているようなのですが、今までの支店長が申請をして

いないことに異動してきた店長が気づき、今回申請されたということのようです。 
以上です。 

教育長  ありがとうございました。 
そのほかいかがですか。 

淺井委員  はい。 



発 言 者 要 旨 

教育長  はい、淺井委員お願いします。 

淺井委員  はい、17 ページの昨年度の実績を見ますと、本当にたくさんの市町の教育委員会が、後

援している行事ですので、大府市がこれに加わっても問題ないのかなと思います。 

教育長 ありがとうございました。昨年度のを見ると、知多管内の教育委員会は、入っていません

ね。これからということになるのでしょうか。 

そのほかいかがですか。 

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。 

現場にいた人間としての感想なんですけども、後援することに、特に問題はないと思うん

ですけども、多分この応募は夏休みに、来るんじゃないかなと思います。夏休みに来ると、 
ほかにも非常にたくさん作品応募っていうのがありまして、その応募要項を見た中に、大府

市教育委員会後援っていうのがあると、やっぱり出さなきゃいけないかなっというような気

持ちになって、たくさんの作品の中から絶対出さなきゃいけない。学校としても、後援して

いるのに、応募が１件もないというふうでは、心苦しい感じがしますので、後援することに

問題はないと思うんですけども、あえて後援するということまでいかなくてもいいような気

もします。 

教育長 ありがとうございました。 

そのほかいかがですか。 

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  たくさんある夏休みの宿題の種類の中で、この、働いている人、お父さんお母さん含めた

方への感謝の気持ちを込めたメッセージの募集っていうのは、私が小学生だったらやれそう

かな、やりたいなっていうような種類のものなのじゃないかなっていう気持ちがありますの

で、たくさんあって、負担になるようではいけないですけども、内容的に言うと、こういう

宿題の一つが、候補の中に入ってもいいかなという気持ちにはなります。 
 以上です。 

教育長 ありがとうございました。 

そのほかいかがですか。 

永田委員  はい。 

教育長  はい、永田委員お願いします。 



発 言 者 要 旨 

永田委員  私も、企画の目的を見ますと、小学生に書いていただいて、それが働く人に発信されると

いうことで、そちらの方も、働く意欲につながるだろうし、子供にとってもこういう機会は

いい機会だなというふうに私は思ってます。ただ、各小中学校が負担になるかどうかってい

うのは、情報としてこういうのがありますよということで、大府市が後援をして出すという

ことで、出す出さないは子供たちが判断すると思うので、私もこの後援自体に問題はないと

いうふうに考えてます。 

教育長  はい、ありがとうございました。 
 皆さんのお話を伺っていますと、後援する方向ですが、ただ冨田委員が言われたように、

このことで、後援を許可しますと学校にチラシ配布を認めるということになりますので、あ

くまで、チラシ募集要項の配布のみということでまた、校長会等でお伝えをしておくと、い

うところをつけ加えまして、議案第23号御承認をいただくという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23号は承認いたします。 

続いて、議案第24号「２０１８学校図書館フェスティバルの後援申請について」を審議

いたします。ご説明をお願いします。 

学校教育課 

学校教育係主査 

議案第24号「２０１８学校図書館フェスティバルの後援申請について」ご説明申し上げ

ます。（以下、提案理由等資料により説明） 

教育長  はい、ありがとうございました。 
今最後に、事務局のほうから話がありましたが、市としては、本日、後援を許可するとい

うことで決定をしております。 
御意見御質問等をよろしくお願いいたします。 

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  おおぶ文化交流の杜図書館は非常に指定管理制度のもとで貸し出し冊数も日本一を続け

ているということでとても大府としては誇らしい施設ですので、そういう施設を利用して、

こういうフェスティバルが行われることはとても喜ばしいことだと思うので後援にするの

がいいと思います。ただ、１日目と２日目の６０名と３０名っていう予定人員とかそれから

内容からいうと１日目の目録がとても学問的な内容であるように感じまして、１日目と２日

目は全く別な行事と考えていいのかなっていうのがちょっとお聞きしたい問題点です。あと

は本当に私も、図書館によくかかわっていまして、館長初めとして、司書の方たちは本当に

よくやっているのでこういう機会に、もっともっと活躍されることを期待するのも込めて、

公後援できたらなと思います。 

以上です。 

教育長  はい、ありがとうございました。 

 そのほかいかがでしょうか。 

西村委員  はい。 



発 言 者 要 旨 

教育長  はい、西村委員。 

西村委員 私はやっぱり子供たちが１番身近に本に触れることができる学校図書館と思っています

ので、ぜひ、参加者が一応学校図書館関係者を主としてと書いてありますので、ぜひここで

勉強していただいて、本を借りたくなるような魅力的な図書館をつくっていただきたいなと

思いますので、後援しても問題ないかと思いました。 

教育長 ありがとうございました。 

その他、いかがでしょうか。 

永田委員 はい。 

教育長 はい、永田委員。 

永田委員 はい、私も後援には問題ないと思うんですけども、参加対象が、２日目は子供が無料で、

予定人員が３０と書いてあるのですけども、おおぶ文化交流の杜ではどういう内容かってい

うのはわかりますか。 

教育長  はい、事務局お願いします。 

学校教育課 

学校教育係主査 

 文化交流の杜のほうですけども、２０日が基礎学習、２日目が応用学習という位置づけの

ようで、細かい内容が３９ページの真ん中あたり２番、講演と視察研修ということで、１日

目２日目というふうで内容が書いてあります。２日目のほうに子供は無料というふうに載っ

ているのは、申しわけないですが、そのあたりまでは確認がとれておりません。 
 以上です。 

教育長  はい、そのほかいかがですか。 

淺井委員  はい。 

教育長 淺井委員お願いします。 

淺井委員 1日目も子供は無料だと思います。３９ページに記載があります。 

教育長 そうですね。１日目も２日目も、子供は参加できるということとですね。最初の申請書だ

けを見ると、２日目だけが子供も対象かなと思いましたが、３９ページを見ると、１日目も、

子供も参加できるということになりますね。 

淺井委員 内容からすると、子供も連れてきてもいいというだけの話のようですね。 

教育長 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。 



発 言 者 要 旨 

竹中委員 夏休み中なのでそういう意味で内容から考えて、子供が参加するという内容ではないよう

な感じがしますね。保護者が参加する場合に子供もいてもいいっていう、むしろ高学年だっ

たら興味ある子もいるしという形の子供なんじゃないかなと思いました。 
なので、問題ないと思いました。 

教育長 はい、ありがとうございました。 

教育部長  はい。 

教育長  はい、教育部長お願いします。 

教育部長 私も子供のところがちょっと分からなかったのですが、３９ページの１番目のテーマ、第

２弾目録の力、メヂカラと書いてあるところの中身を読んでいくと、要は、参加者の１人と

して、恐らく中学生ぐらいの高学年の本当に大人と混じって参加して議論をできるぐらいの

人が想定されているのかなっていうふうに読めました。子供というか中学生等であれば、参

加費はいりませんよという内容なのかなと思います。中身としては、ワークショップとか分

科会みたいなところに、１出席者として参加できる、そういう気のある人はいいですよ、と

いうふうに思いました。 

教育長 はい、ありがとうございます。 
募集案内に、それらしいことが、出ていてくれれば、行こうとする児童生徒も判断がつく

かなとは思います。それこそ小学校の低中学年が、行っても難しい内容なのかなと想像しま

すね。 
そのほか、よろしいですか。 
今皆さんからご意見をいただきました。議案第24 号については、御承認いただくという

ことでよろしいですか。 

 (異議なし) 

教育長 それでは、議案第24号は承認いたします。 

続いて、議案第25号「第５回アンデス音楽村in大府市の後援申請について」を審議いた

します。ご説明をお願いします。 

学校教育課 

学校教育係主査 

議案第25号「第５回アンデス音楽村in大府市の後援申請について」ご説明申し上げます。

（以下、提案理由等資料により説明） 

教育長  こちらの件につきましても本日、市長部局のほうは、許可を出しております。 
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。 

淺井委員 はい、場所もおおぶ文化交流の杜ということですので、私自身は後援することは問題ない

と思いますが、ただ１点少しだけ疑問に思ったのは４６ページの、アンデス音楽村 in何々

市というところの後援申請に関して、第１回目は、小牧市教育委員会なんですけど、第２回

目の武豊町、第３回目の安城市、第４回目の名古屋市に関しては、どこも教育委員会が、後



発 言 者 要 旨 

援していなくて、特に去年の場合は名古屋市は後援しているが名古屋市教育委員会は後援し

ていないという、現状のようなんですが、これは去年は名古屋市教育委員会がなぜ後援しな

かったのか、その辺はわからないでしょうか。もし何か情報がありました聞きたいなと思い

ました。 

教育長 いかがでしょうか。 

学校教育課 

学校教育係主査 

申し訳ありません。そのあたりの状況は確認できておりません。 
今回の申請者は、音楽会に出演する団体のうちの１つで、それぞれの団体が持ち回りでそ

の都度開催する自治体に申請していると思われますので、もしかしたら、以前の申請につい

ては、今回の申請者ではわからない可能性があります。そのあたりの確認を行おうとしたの

ですが、何度電話をしてもつながらないので確認がとれませんでした。 

教育長 知多のほうでは春の活動実績でありますけど春の国際音楽祭の中でその一環として活動

しているとお聞きしています。その折には、各市町の教育委員会が後援をしているいう実績

があるという団体です。 
そのほかよろしいでしょうか。 

それでは議案第25号については、御承認いただくということでよろしいですか。 

 (異議なし) 

教育長 それでは、議案第25号は承認いたします。 

続いて、議案第26号「大府青年会議所 2018年度 青少年健全育成事業「海を渡ってゴ

ールをめざせ！」の後援申請について」を審議いたします。ご説明をお願いします。 

学校教育課 

学校教育係主査 

議案第26号「大府青年会議所 2018年度 青少年健全育成事業「海を渡ってゴールをめ

ざせ！」の後援申請について」ご説明申し上げます。（以下、提案理由等資料により説明） 

教育長  こちらも市長部局は許可ということです。 

御意見御質問等よろしいでしょうか。 

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。入場料ですが、１番最初のページは有料ということで5,000円になってお

るんですけども、パンフレットのほうには参加費3,000円、55ページですね。この参加費

は5,000円というふうになってるんですけどもこの違いは何なんでしょう。51ページは、

全部5,000円ではちょっと高いなと思っていましたが、パンフレットは参加費が3,000円だ

ったので、この違いは何なのかなと。 

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 はい、3,000円5,000円というのは、今回の申請に対して後援するかしないかには影響し

てこないと思いますので、どちらにしても、大府市青年会議所が企画したことですし、おお
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ぶ文化交流の杜も使用するということで、我々としては、後援するという立場で問題ないか

と思います。 

教育長 はい、ありがとうございました。 

そのほかよろしいでしょうか。 

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 内容から考えてもすごいことやるんだなとびっくりして、本当にこういうことやって、子

供たちがいろんな経験をすればすばらしいことだと思うので、青年会議所の方たちにいろい

ろな御苦労をされ、計画されていることなので、後援するのがいいのではないかなと思いま

した。 

以上です。 

教育長 はい、ありがとうございました。 

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 私も後援のほうには、賛成でいいと思います。内容的にもすばらしいのですが、海のほう

で実施ということがあるものですから、参加者の安全面が非常に心配ですけれども、安全管

理についても、熱中症対策についても、かなりきめ細かく対応をしてくれているようですの

で、ぜひ子供たち、参加費が高いですけども、こういう体験ができるといいんじゃないかと

いうことで、後援には、賛成したいと思います。 
ただ、１点心配なのは、これだけ対応しても万が一その事故が、起きてしまった場合にそ

の後援しているものの責任としては、どういう心配があるのかなっていうのは、ちょっと心

配の点ではあります。 
以上です。 

教育長 はい、ありがとうございます。 

後援をしたから事故があった場合、何かの責任を負うということはないと思いますが、万

が一が無いように、内容を見る限りでは入念に準備されていること評価するというところで

よろしいでしょうか。 
それでは、議案第26号については、御承認いただくということでよろしいですか。 

 （異議なし） 

教育長 それでは、議案第26号は承認いたします。 

事務局は、先方に連絡申し上げるときに、この、チラシの金額が違っていませんかと一言

お伝えいただきますよう、よろしくお願いします。 

続いて、議案第27号「ダイナソー・ズー ～恐竜どうぶつ園～の後援申請について」を

審議いたします。ご説明をお願いします。 

学校教育課 議案第27号「ダイナソー・ズー ～恐竜どうぶつ園～の後援申請について」の後援申請
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学校教育係主査 について」ご説明申し上げます。（以下、提案理由等資料により説明） 

教育長  御意見御質問等よろしいでしょうか。 

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 この申請は、先月出てきて、もう一度っていうことでしたよね。先月は後援のところにオ

ーストラリア大使館っていうのが、書いてあって、それで、オーストラリア大使館も後援し

ているという話をしたと思うんですけれど、今回はもうそれないですけど、そういう変化は

どういう結果こうなったのかなとちょっと疑問に思いました。それと、入場料のところも、

この前は、大人子供両方に3,500円て書いてあったのが、今回は、子供のところは空欄にな

ってますけど、そこら辺がちょっとお聞きしたいと思います。 

教育長 事務局、いかがでしょうか。 

学校教育課 

学校教育係主査 

今回、「趣旨」のところを、前回「公演」というそれだけだったので、そこを今回のこの

事業をどういうに理由で行うかっていう部分を書いてほしいというふうにお話しした結果、

出されたのがこちらの申請書になったようです。内容自体は変わっておりませんので、金額

も後援も変わっていないです。今回書いた担当が違っているということで、書き方が変わっ

てしまったようです。 

永田委員 はい。 

教育長 はい、永田委員お願いします。 

永田委員 オーストラリア大使館が後援をやめたとか、そういうふうではないんですよね。東海市等

近隣の教育委員会の後援は、実際には許可されたかというのはわかりますか。 

教育長 事務局、いかがでしょうか。 

学校教育課 

学校教育係主査 

オーストラリア大使館に関しては、今までどおりというふうにこちらは判断しております

けれども、知多半島の大府以外の４市からは承認済みということをお聞きしております。 

教育長 はい、よろしいでしょうか。 

そのほか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 去年の豊橋公演では豊橋市、教育委員会は後援しているわけですし、今回、大府市で開催

されるわけではないですけれど、本当に大府市に隣接している東海市ということですので、

応援してあげてもいいかなと思いますので、私自身は、特に、他市町が後援しているのであ

れば足並みをそろえることには問題ないんではないかなと感じました。 
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教育長 はい、ありがとうございました。 

そのほかよろしいでしょうか。 

前回も企画としては子供たちが喜びまた子供たちのためになる企画であろうというとこ

ろで、御賛同いただいておりましたが、不明なところをもう少し明らかにということで今回

になっております。ということで４市の教育委員会も後援をしていくということでおるよう

なので、議案第27号については、御承認いただくということでよろしいですか。 

 （異議なし） 

教育長 それでは、議案第27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。 

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「大府市立学校評議員の委嘱について」報告。 

学校教育課 

学校教育係主査 

報告事項3号「大府市教育支援委員会委員の委嘱について」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「大府市適応指導推進会議委員の委嘱について」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「大府市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について」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「大府市いじめ問題対策委員会委員の委嘱について」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7号「第25回大府市中学生海外派遣について」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8号「大府市立中学校運動部活動指導者の委嘱について」報告。（以下、資料に

より説明 

学校教育課 

放課後係長 

報告事項9号「大府市放課後クラブ指導嘱託職員の採用について」報告。（以下、資料に

より説明 

協働推進 

生涯学習課 

生涯学習係長 

報告事項10号「大府市学習支援事業実施要綱の一部改正について（まなポート関係）」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11号「講座＆ワークショップ「7カ国語で話そう。」の後援申請について」報告。

（以下、資料により説明 
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学校教育課 

学校教育係主査 

報告事項12号「平成30年度大府市近接中学校ソフトテニス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13号「第43回 県下壮年親善ソフトテニス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14号「第43回 県下レディース親善ソフトテニス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15号「２０１８大府武道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 

学校教育係主査 

報告事項16号「第54回 公益社団法人 中部日本書道会半田支部 学童書道展の後援申

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17号「初夏の教育のつどい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18号「私立高校進学説明会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、６月の出席依頼についてお願いします。 

学校教育課長 報告 

 

 


