
平成30年４月定例教育委員会会議録 

  

平成30年４月定例教育委員会は、４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 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 
 

○ 傍聴者 
無し 
 

○ 提案議案 

議 案 第 17号 平成30年度大府市学校教育の指針について 

 18号 平成30年度大府市奨学生について 

 19号 教職員の人事異動について 

 20号 大府市教育委員会表彰規則の一部改正について 

 21号 大府市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の一部改正について 

報告事項  1号 小中学校現況報告について 

 2号 平成30年度知多教科用図書採択地区協議会委員の指名について 

 3号 大府市適応指導推進員の採用について 

 4号 大府市放課後クラブ指導推進員・指導嘱託職員の採用について 

 5号 第４２回大倉公園つつじまつりの後援申請について 

 6号 第34回 若葉カップ全国小学生バドミントン大会 愛知県予選会の後援申請について 

 7号 第52回 新日鐵住金名古屋吹奏楽団 定期演奏会の後援申請について 

 8号 国際交流＆イングリッシュキャンプ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20分 



 

発 言 者 要 旨 

教育長 教育委員会にもニューフェイスが登場し、新たな一年が始まります、どうぞよろしくお願

いいたします。 
本日は中学の入学式、皆様お疲れさまでした。私は大府西中学校にお邪魔しましたが、新

入生在校生共によく落ちついておりまして、厳粛な空気の中でとり行われました。 
校長先生の祝辞も大変想いに溢れておりまして、すばらしいお話だと思いました。 
それでは、ただいまから４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。 
教育長報告をさせていただきます。３月の定例教育委員会が３月６日火曜日でしたので、

それ以降、かいつまんで御報告をいたします。３月７日水曜日、大府市生涯学習審議会があ

りまして、審議委員ということで出席しました。主に公民館運営の29年度の取り組みと30

年度の計画ということで、報告がありました。３月11日の日曜日ですが、市民美術展の表

彰式に出席しました。市と教育委員会の共催ということになっていますので、主催者として

出席をしました。３月20日火曜日、皆様にも御出席いただきました小学校の卒業式です。

いずれも心温まる卒業式だったと思います。３月23日金曜日、市内13小中学校無事に終了

式の日を迎えました。29年度の幕を閉じることができました。３月27日火曜日、公立保育

園の卒園式に出席いたしました。私は共和東保育園と、米田保育園にお邪魔しました。規模

は随分両園違うのですが、両園ともに本当に子供たち一人一人を大切にしている様子がよく

伝わってきました。３月30日金曜日、委員の皆様方に御出席いただきました、市内教職員

退職者辞令伝達式を行いました。対象の方 1々9 名おられましたけれども、その多くが定年

退職者ということで、再任用ということでまたお勤めいただく方も少なくないという状況で

す。４月２日月曜日、こちらも委員の皆様方に御出席いただきました市内教諭等新任受入式、

発令通知式を行いました。招集した方 7々3 名で、当日、お話をさせていただいたように、

うち24名が新任ということですので、また、一段と明るく元気な、それぞれの職場になっ

ていくだろうと思いますが、とりわけ新任の方々には、一歩ずつたくましく育っていってほ

しいと願っています。 
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17号「大府市立小中学校における主

任・主事等の任命と解任について」を審議いたします。事務局ご説明をお願いします。 

指導主事 議案第17号「大府市立小中学校における主任・主事等の任命と解任について」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。 

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  給食調理員で未定のところが何校かあるようですが、もうすぐ給食が始まりますが、あて

はあるのでしょうか。大丈夫なのでしょうか。 

教育長  事務局、いかがでしょうか。 

学校教育課長 正直言って決まってない状況なので未定と書いてあります。常時、今募集をかけておるとこ



発 言 者 要 旨 

ろでございます。市内の広報紙、広報おおぶにも掲載させていただいている状況です。３月

の終わりには、新聞の折り込みの求人広告も出させていただいているという状況の中で、教

育委員会としても何とか採用の努力はしてるんですけども、なかなか、今求人が難しい状況

で採用が思うように採れないという状況でございますので、欠員をもって、とりあえずはス

タートするということになります。 
ただ、順次、募集をかけて補充をしていきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

教育長 はい、よろしいでしょうか。そのほかいかがですか。 

冨田委員  はい。そうすると、大府西中は、未定が２人もいるようですが、残られる方への負担とい

うのがかなり大きくなると思うんですけども、そのあたりの調整のほうも考えているのでし

ょうか。 

学校教育課長  複数人、西中のほうが欠員になっている状況でございます。今、募集してこないという状

況の中で次の手はということで、部分的な委託などができることがどうかということで、再

度次の手を考えているところでございます。なので、人の手当てで難しければ委託などを含

めて、もしくは、短時間でもいいので人を雇い入れるような形の手当を考えながら、何とか

回っていくような形にはしていきたいということで考えているところでございます。 

冨田委員 よろしくお願いします。 

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17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17号は承認いたします。 

続いて、議案第18号「平成30年度準要保護児童・生徒の認定について」を審議いたしま

す。ご説明をお願いします。 

学校教育課長  議案第18号「平成30年度準要保護児童・生徒の認定について」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。 

西村委員  はい。 

教育長  はい、西村委員お願いします。 

西村委員  はい。お願いします。 
これは多分小学校中学校で兄弟とかで世帯であると思うんですけども、世帯数として昨年

より増えているのか。割合はわかりますか。 



発 言 者 要 旨 

学校教育課 

学校教育係長 

 詳細の資料を持ち合わせてはいないのですが、対前年度比は445名のうち12名というと

ころですので、パーセンテージとしてはそんなに大きく伸びておりませんので、世帯数とし

てもそんな大きな変動はなかったかなというところで思うところでございます。 
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。 

それでは、議案第18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18号は承認いたします。 

続いて、議案第19号「ロボット競技ワークショップ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 19 号「ロボット競技ワークショップ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  御意見御質問は、いかがでしょうか。 

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  はい。お願いします。 
ＮＰＯ法人なんですけども、今過去の開催実績とかっていうのは、どこかに記載はありま

すか。 

学校教育課 

学校教育係主査 

 開催実績ですが、資料に添付はないのですが、昨年度、陶芸やＴシャツ作りを行ったＮＰ

Ｏ法人になります。 

永田委員 今月末の開催ということでも残りの時間が少ししかないんですけど、定員が、２日間２回

で64人なんですけど、もう既に応募の始まっているとか、人数的にはどうなんでしょうか。

今の時期に許可をしてもどうか、ということを少し思ったのですが。 

学校教育課 

学校教育係主査 

今現在申し込みがされているかということは、すみません、確認をとっておりませんので、

状況がわからないのですが、ただ、１カ月を切っているので、もしかしたら昨年度の実績を

もとに、今度はこういうイベントをやるよとか、そういう話を参加していた方に案内を出し

ているという可能性はないとは言い切れないんですけども。あとは、今からチラシを配って、

申し込み者を募るということを団体側のほうで間に合うという判断をして、今の時期の申請

なのだと思います。 

永田委員 各小学校でチラシを配布するため、という形でそれをどう思っているのかな、とは思うん

ですけど、内容的には、これからプログラミング教育だとか、ＡＩとか、ロボットっていう

のはやっぱり勉強していかなきゃいけない部分だと思いますし、ＮＰＯ法人の方で、有料な

んですけども、興味を抱く子どもが多いとは思うので、私はいいのかなと思うんですけど、

一つ気がかりなのはそこの部分です。 



発 言 者 要 旨 

他の方の御意見はどうかというふうに思います。 
以上です。 

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。 

竹中委員 はい。 

教育長 はい、竹中委員。 

竹中委員 私も、期日のことと、チラシのこと、今この時期かっていうこと、あと１番疑問だったの

は、７ページのところのワークショップのチラシの見本ですが、後援の中に大府市入ってい

ますけれど、東海市半田市で32名ずつということですので、開催市の小学生だけで埋まっ

てしまうのではないかなっていうような気持ちがあって、で、知多半島全体に64名の募集

をかける必要があるのかなあということを感じました。 
それとやっぱり期日の問題で、もちろん内容はすばらしいと思うんですが、今ここで後援

する必要はないんじゃないかと私は思いました。 
以上です。 

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 先ほどおっしゃった前回のＴシャツづくりですが、その時は申請はあったんでしょうか。 
また後援を受けたんでしょうか。 
その辺のことはわかりますか。 

学校教育課 

学校教育係主査 

その時は、後援の許可をしております。 

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。 

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 学校には、いろんなところから、こういう案内っていうのが送られてくることがあるんで

すけども、その中で、後援者のところにもちろん大府市教育委員会が入ってれば文句なしに

配布したりとか、愛知県の教育委員会が推薦してるとかそういうのがあれば、学校関係が推

薦しているということで配布するんですけども、そういうことがあって、恐らくここも学校

に対して、案内を配布したいということでこういう申請依頼がきておるんじゃないかと思い

ます。 
内容がロボットのことだし、５００円で手軽だもんですから、いいなと思ったんですけど

も、１点気になるのが、１日目半田４回、東海で４回で１回８名、ということの人数でいっ

て、その収支予算を見ても、材料費が１人100円になっておるので、一体どれだけのことを

やってどれだけのものが自分のものになるのかなっていうのが、はっきりしなくて、内容を



発 言 者 要 旨 

もう少し詳しく手にとるようにわかるといいんですけども、なかなかその内容がわからない

っていうのがやや心配です。狙いとかそういったことは、私は後援推薦をしてもいいのかな

っていう気はいたします。 
ただ、500円のうち100円が材料費っていうことで１００円で一体どんなものがもらえる

のかなって。もらえないということは電池代ぐらいなんですかね。 
内容としてはおもしろい内容じゃないかなというふうに思っています。 

教育長 はい、ありがとうございます。 

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、私もそう思ったんですけど、ただ、前回、Ｔシャツの申請があって、そのときに、

許可しておいて、今回は許可されないということになると、ダブルスタンダードのような気

がしますので、別に許可しても悪いことがなければ、許可してあげてもいいかなと私自身思

いました。ロボットに関してはね、そういうことをさっきおっしゃったようにプログラミン

グ学習とか、そういうことで、世の中にはこんなことがあるんだよということで。実際、パ

ンフレットを配ったらもういっぱいで、断られるという可能性もあるかわかりませんが。 
視野を広げるためには悪くないのかなと私自身は思いました。 

教育長 はい、ありがとうございます。 
そのほか、よろしいですか。 
ちょっと微妙なところがありますが、一つは内容が皆様の御意見をお聞きすると、今一つ、

内容が許可するにはわかりづらいということと、申請時期が遅過ぎるというところが難点か

なと思います。今皆さんから出していただいた課題を先方に申し伝えて、承認していくとい

うところがまとめになるかなと思いますが、議案第19号については、条件つきで御承認い

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19号は条件付きで承認いたします。 

続いて、議案第20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 

学校教育係主査 

議案第20号「ダイナソー・ズー ～恐竜どうぶつ園～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 はい、非常に楽しそうなものであるんですが、唯一やっぱり懸念が有料であって3,500円、

別にかかるところ子供１人で行くわけにはいきませんので、２人で行った場合、7,000円、

両親がついていた場合は１万円を超えてしまうと。そうするとやはり余裕のある御家庭とそ



発 言 者 要 旨 

うでない御家庭で行きたいのに行けないということが、出てしまう可能性が結構あるような

気がするので、私自身はちょっと参加費が高いかなと思いました。 
ただもう１点、確認したいのは知多半島地区の後援が知多半島地区の各教育委員会予定に

なっておりますが、他の市町の後援の状況はいかがでしょうか。 

学校教育課 

学校教育係主査 

申し訳ありません。他市町の状況確認できておりません。 

教育長 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 内容としては恐竜のことですから、きっと子供たちも興味や関心を、このパンフレット見

て、とってくれるんじゃないかなと思います。ただ、先ほど淺井委員も言われましたけども

入場料がちょっと高いなということが気になっております。 
最初に言ったんですけども、学校を通してチラシを配布っていうのが子供たちの手元へ行く

には一番手っ取り早い方法なんですけども、市町の教育委員会にこだわらず、愛知県の教育

委員会の後援をとれば、一番問題ないと思うんですけども、気になったのが、後援のところ

で、県ではなくて知多半島地区の各教育委員会予定っていうことで、県の教育委員会の後援

を何でとらないのかなっていうのが、心配ではありました。東海市で開催されますので、東

海市の教育委員会が後援してないのに、大府市が後援するってのも、何かおかしいことかな

っていう気が、会場の問題だけでありますけども、そのあたりのところ、確認されて判断す

るのがいいのかなっていう気がします。 

教育長 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。 

永田委員 私、実は、似たようなものを見たことがあって、僕自身、見てすごい感動したんですけども

やっぱり値段的には、3,500円だったら安い方なのかなという、気はするんですけど。 
ただ、先ほど淺井先生が言われたように、家族でいくと思うとやっぱり１万円は超えてしま

うということで金額的には、どうかなというのは思います。 
ただ、これはオーストラリア発祥ということが書いてあって、オーストラリア大使館も後

援のところに入ってるんですけども、大府市もポートフィリップと姉妹都市でありますし、

私的にはいいのかなと。ここに行って、その恐竜とかを好きな子もいますので、その子供た

ちの勉強になるようなことであれば凄くいいなというふうに個人的に思ったんですけども、

ほかの市町もまだ確認がとれてないということですし、他の市町の状況に準ずるという形

が、どうかなっていうのは、大府市だけっていうのも、ちょっとおかしくなってしまいます

し、一度確認をしていただいてというふうに思います。 

教育長 その他いかがですか。 

よろしいですか。 

これも大変悩ましい議案でありますけれども、いただいた御意見を整頓しますと、内容を否



発 言 者 要 旨 

定することは一切ないと、ただ、やはり高額だということは、営利につながるということで

すので、その協力をして学校でチラシを配るということになろうかと思うと、そのあたりが

大変気がかりだと。ただ、内容のことを考えると、全て後援申請を却下するというところも

難しい。いずれにしても、近隣とりわけ東海市が、後援申請を受けるかどうかと、許可する

かどうかというところを見計らって考えるということで一旦保留ということでいけるでし

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 付け加えで、趣旨が「公演」となっているので、趣旨「公演」って何？と思いますので、

もし確認するときには趣旨「公演」というこの書き方はちょっと不足しているなっていう気

がしますのでそういうのもきちっとしていただいて、検討をした方がいいのではないかと思

います。 
恐竜の足跡が見つかったとか、そういうタイムリーな時でもありますので、恐竜に関して

は、子供には興味をもってもらうことはいいことです。それらのことをやっぱり配慮してい

ただきたいと思いました。 
以上です。 

教育長 はい、ありがとうございます。 
そういうことも付け加えまして、申請のあり方については、きちんとしてただくことにな

ろうかと思いますが、一旦保留という判断にしたいと思います。 
事務局から先方に伝えていただくということにしたいと思います。 
ありがとうございました。 

教育部長 ということは、５月７日の５月の定例教育委員会で再審査という形で上程すればよろしいで

しょうか。 

教育長  そうですね。 
そうさせていただきたいと思います。 

冨田委員  はい、確認でよろしいですか。 

教育長  はい、どうぞ冨田委員。 

冨田委員 先ほど言ったんですけども、８月13日には一宮の方でも開催が予定されておるようなん

です。東海市であれば、名古屋のほうからもたくさん来ることが見込めると思うんですけど

も、愛知県の教育委員会の後援というのは、どうして中京テレビなのに取らないのか、そう

いったことも確認されてもいいかなっていう気がしますが。 

教育長 はい、それでは事務局の方で愛知県教育委員会の全県にかかわるような部分もあるので、

愛知県教育委員会への申請とかはしていないのかどうか、確認をとってもらい、そのつもり

があるのかないのかということも含めてということで、それもつけ加えてもらうことにした

いと思いますが、よろしいですか。 

 (異議なし) 
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教育長 それでは、議案第20号は保留ということにいたします。 

続いて、議案第21号「テニスラウンジ東浦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21号「テニスラウンジ東浦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 はい、無料ということで、非常に、スポーツに触れる機会としてはいいかもわかりません

が、通常考えるとこれはテニスラウンジ東浦の広報活動というような気がします。先ほどか

ら冨田議員がおっしゃってるように、36 ページの後援団体を見ると、愛知県教育委員会の

後援を毎年得ておりますので、わざわざ大府市が後援しなくても、町で、学校に何か配布す

るとかっていうことは可能であるんであれば、わざわざ後援しなくてもいいのかなとも少し

思いました。 
後援するべきでないという訳ではないので、これも微妙な事案ですので、皆さんの御意見

に従いたいと思います。 

教育長 はい、ありがとうございました。 

その他いかがですか。 

永田委員 はい。 

教育長 はい、永田委員お願いします。 

永田委員 はい、私も淺井先生と同意見で、ちょっと広報的なことが見えるかなっていうのは資料を

読んでいて思いました。36 ページの過去の後援申請を見ると愛知県教育委員会とテニスの

日推進協議会後援ということで、他の市町の後援が入ってないようなので、私はあえて後援

する必要がないかなと思っています。 
以上です。 

教育長 はい、ありがとうございました。 

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 収支予算計画書も収入ゼロ支出ゼロっていうような書き方で、チラシ１枚にしてみても、

いろいろな状況はあると思うんですけど、この計画書の出し方も随分と乱暴だなと思いまし

た。それと、やっぱりさっきから話題になってる日程の関係でいうと、５月３日はすぐです

ので、それで先着順で15家族っていう形だと本当に今でいいのかなっていう感じがしまし

た。先ほどの例にもあったように、こういうこともあるんだよということで、知らしめるこ

とは悪くないかもしれませんが、２人の委員の言われたように県の後援をとっているなら
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ば、大府市が許可する必要があるとは考えられないと思いました。 
以上です。 

教育長 はい、ありがとうございました。 
東浦町に申請している訳でもないんでしょうかね。 

学校教育課 

学校教育係主査 

他市町に申請してるかは、申し訳ないですが、確認がとれておりません。今までは県の教

育委員会のみの後援だったのですが、地元の自治体にもということで、窓口に来られました。

なので、こちらに記載がないのですけど、東浦町のほうにも後援申請をされているとは思う

のですが、申し訳ありません、確認のほうはしておりません。 

教育長 はい、ありがとうございます。 

申請書を見ると、ちょっと申請のあり方に丁寧さが欠けていると思われます。それから時期

の問題も今御指摘がありました。合わせて、県の教育委員会の後援をいただいてるなら、そ

れで十分後援ということになるでしょう、という御意見だというところでまとめていいかな

と思いますので、あえてこちらでこの申請を許可する必要性を感じないという意見が出まし

た。 
それでは、議案第21号については、承認しない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21号は否認ということにいたします。 

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。 

指導主事 報告事項2号「平成30年度知多教科用図書採択地区協議会委員の指名について」報告。 

学校教育課長 報告事項3号「大府市適応指導推進員の採用について」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4号「大府市放課後クラブ指導推進員・指導嘱託職員の採用について」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「第４２回大倉公園つつじまつり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「第34回 若葉カップ全国小学生バドミントン大会 愛知県予選会の後援

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7号「第52回 新日鐵住金名古屋吹奏楽団 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 

学校教育課 

学校教育係主査 

報告事項8号「国際交流＆イングリッシュキャンプの後援申請について」報告。（以下、

資料により説明 
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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、５月の出席依頼についてお願いします。 

学校教育課長 報告 

 


