
平成30年７月定例教育委員会会議録 

  

平成30年７月定例教育委員会は、７月９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、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、協働推進生涯学習課長、協働推進生涯学習課生涯学習係長、スポ

ーツ推進課スポーツ推進係長 
 

○ 傍聴者 
無し 
 

○ 提案議案 

議 案 第 28号 サッカーのかっこいい技をマスターしよう！の後援申請について 

 29号 夏休み！宿題指導！の後援申請について 

 30号 第35回全日本シニアバドミントン選手権大会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 大府市社会教育関係団体定期報告について 

 3号 第３３回２０１８大府シティ健康マラソン大会について 

 4号 小さな音楽家たちのチェロコンサートの後援申請について 

 5号 ＭＯＡ美術館大府児童作品展の後援申請について 

 6号 半田少年少女合唱団 第40回定期演奏会の後援申請について 

 7号 第８回 全国大学女子硬式野球選手権大会の後援申請について 

 8号 朝日新聞社旗争奪・第40回知多地区少年野球大会の後援申請について 

 9号 大府市民吹奏楽団 第39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01分 



 

発 言 者 要 旨 

教育長 皆さんこんにちは。 
日本中が大変なことになっていて、雨がこれまで以上に、細心の注意を払わなければなら

ない日本になってるなと思っています。中学校の野外活動が大変心配されておりますし、一

部中止した学校もありますが、最終の四中学校目の大府中学校が今日出発をしました。今の

ところいろいろな環境面で大丈夫だと思っております。無事帰るのを待ちたいと思っており

ます。 
それでは、ただいまから平成30年７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６月８日でしたのでそれ以降についてかいつまんで御報告いたします。６月９日、

大府中学校、大府北中学校の運動会、スポーツフェスティバルが行われました。いずれの中

学校でも中学生らしく、はつらつとした姿を見ることができました。６月11日、大府南中

学校の学校訪問がありました。同様に、６月15日の大府北中学校、６月21日の北山小学校、

ここには、市長、副市長も参観していただきました。６月26日の神田小学校、こちらにも

市長、副市長に参加をしていただきました。市長、副市長には、年間３回ほど学校訪問に来

ていただくことになっております。大変ありがたいことと受けとめています。また、関係の

教育委員の方々ありがとうございました。いずれの学校も周到な準備をして臨んでくれまし

た。多くの先生方のひたむきに子供たちと向き合う姿を見ることができました。６月12日、

13 日ですが、６月議会の一般質問がありました。教育委員会関係では６人の議員から質問

を受けました。いずれについても誠意をもって私及び教育部長が答弁をいたしました。６月

18日、19日、世界的なバイオリニスト竹澤恭子氏による、３年に１度の演奏会が午前、午

後と四中学校で行われました。私は市長、副市長の随行も兼ねて、大府南中学校での演奏会

に参加し、竹澤氏とも懇談させていただきました。竹澤氏の気さくな人柄と接することがで

きました。６月23日、つつじまつり写生大会表彰式が市役所ロビーで行われ、出席いたし

ました。６月29日、５市５町による知多地方文化財保護委員会役員会が、歴史民俗資料館

で行われ、今年度は大府市が担当の年ということで、御挨拶をさせていただきました。同じ

く６月29日、中学生海外派遣の第２回説明会を行い、主催者として挨拶をさせていただき

ました。派遣団は、これから英会話等の研修を積んで当日を迎えていきます。７月３日、先

ほども少し触れさせていただきましたが、郡上八幡の民間施設、自然園で行われた中学生の

野外活動開村式に西村職務代理、そして富田委員とともに出席しました。南中学校を皮切り

に、西中、北中、大中とつなぐ予定でしたが、大府北中は、大雨警報が予想されましたので、

一旦中止といたしました。本日、大府中学校については、現地の安全を関係機関に確認の上、

自然園に出発をすることになりました。７月６日、尾張部都市教育長会が稲沢市で行われ、

出席しました。県教育委員会から県内の教育状況の説明を受けるとともに、尾張23市の教

育委員会の取組状況について情報交換をしました。 

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28号「サッカーのかっこいい技をマ

スターしよう！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28号「サッカーのかっこいい技をマスターしよう！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。 

冨田委員  はい。 



発 言 者 要 旨 

教育長  はい、冨田委員お願いします。 

冨田委員  ＮＰＯ法人の開催であり、大府市でも行っていただけるということで前向きに考えていい

とは思うのですが、１つ心配なのが、スポーツなので万一怪我があった場合の保険関係はど

うなっているのでしょうか。 

教育長  事務局お願いします。 

学校教育課 

学校教育係主査 

はい。４ページの収支予算書を見ていただくと、保険料が１人１００円でかけるようです。 

教育長  はい。そのほかいかがでしょうか。 

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、私も冨田議員と同様に基本的に賛成いたします。事業目的、３ページの事業目的の

ところを見ると、教職志望やその他児童生徒を対象とした職を目指す大学生の経験の場をつ

くる、と。これが、事業目的の一つになっておりますので、やはり応援してあげていいんで

はないかなと思います。 

教育長  はい、ありがとうございました。その他よろしいでしょうか。 
それでは、議案第28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28号は承認いたします。 

続いて、議案第29号「夏休み！宿題指導！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29号「夏休み！宿題指導！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。 

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 先ほどと同じ団体のＮＰＯ法人のパレットさんということで、事業の内容とか目的とか見

ましても、先ほどと同様ということで、私も応援させていただいていいのではないかと思い

ますけども、今説明の中でもありましたこの大府市の勤労文化会館というのは名称が変わっ

ているはず。チラシも見ると大府市になってるので、変更はできないんでしょうか。 

学校教育課 

学校教育係主査 

定例教育委員会が終わり次第、こちらの団体には、会場名の名称が違っているということ

はお話しする予定でおります。 

永田委員 はい、その辺伝えていただいてもし変更できるんであれば、やっぱり変えていただいたほ

うのいいのかなと思うのでその辺だけ伝えていただければというふうに思います。 

よろしくお願いします。 

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 こちらの団体は、会員の方は半田の方が多くいらっしゃって、大府の方が一人もいらっし

ゃらないようですが、大府でやっていただけるということでが、他市町でも開催されるとい

うことなのでしょうか。 

教育長 事務局、いかがでしょうか。 

学校教育課 

学校教育係主査 

大府市には大府の会場のみしか申請はされていないので、はっきりとはわからないのです

が、他市町でも開催はされるようです。 

こちらの団体が、東海市の星城大学の学生の方で構成されているようです。大府市は隣な

ので、実施しやすいのではないかと思っております。 

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  先ほどの永田委員と同じ話になってしまいますが、星城大学の字が「成城」となっており

ます。字が違うのではないかと。東京の大学にあったかなと思いながら見ていたのですが。 

学校教育課 

学校教育係主査 

 そのあたりも事務局で確認しておりますので、先ほどの会場名とともに、団体に訂正の話

をする予定でおります。 

 知多半島の５市４町それぞれの市町で実施されるのではないかと思いますが、一度確認を

事務局よろしくお願いします。 
 その他いかがでしょうか。 
 確認事項が残りましたが、大府市で実施するということで、議案第29号については、承

認することでよろしいでしょうか。 



発 言 者 要 旨 

 (異議なし) 

教育長 それでは、議案第29号は承認いたします。 

続いて、議案第30号「第35回全日本シニアバドミントン選手権大会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30号「第35回全日本シニアバドミントン選手権大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。 

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  はい。全日本の大会ということで、非常に大きな規模だと思って拝見しました。大会名に、

愛知県バドミントン協会創立70周年記念事業というふうに出てきておりますので、たまた

まこの全日本の大会が愛知県へ来て、愛知県のほうで、大府市であろうというふうに決めた

ものなんですか。 
過去もこれ、大府市でやっていたというようなことはあるんですか。 

教育長  事務局いかがですか。 

学校教育課 

学校教育係主査 

 はい。過去ですが、不定期に開催されている大会のようです。以前は４年前、平成26年

のときに開催をしておりまして、後援申請をされて許可となっております。 

冨田委員  そのときも大府市でやったのですか。 

学校教育課 

学校教育係主査 

 大府市で開催されております。 

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  大府市ではバドミントンが盛んということで、いろんな大会も行われているので、後援を

するのはいいのではないかと思うのですが、申請書には予定人員が4,000人となっておりま

すが、予算を見ると5,850人で、2,000人弱の差があるのですが、そのあたりは過去の大会

の実績を踏まえて出されているのでしょうか。 

学校教育課 

学校教育係主査 

 過去の実績等を踏まえて出していると思われます。 



発 言 者 要 旨 

永田委員  予算的に、大丈夫かなというのをちょっと心配したのですが、大府市はバドミントンが盛

んですし、個人的にも、バドミントンを始めたので、後援することには賛成ということでお

願いいたします。 

教育長  はい、ありがとうございました。その他よろしいでしょうか。 
全日本と数年に一度かもしれないということ愛知県の創立70周年記念事業、また市長部

局も申請をいただいてるということをあわせまして、議案第30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30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。 

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。 

協働推進生涯学

習課 

生涯学習係長 

報告事項2号「大府市社会教育関係団体定期報告について」報告。 

スポーツ推進課 

スポーツ推進係

長 

報告事項3号「第３３回２０１８大府シティ健康マラソン大会について」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「「小さな音楽家たちのチェロコンサート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「ＭＯＡ美術館大府児童作品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6号「半田少年少女合唱団 第40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） 

学校教育課 

学校教育係主査 

報告事項7号「第８回 全国大学女子硬式野球選手権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8号「朝日新聞社旗争奪・第40回知多地区少年野球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9号「大府市民吹奏楽団 第39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 

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、７月の出席依頼についてお願いします。 



発 言 者 要 旨 

学校教育課長 報告 

 

 


