
平成30年11月定例教育委員会会議録 

  

平成30年11月定例教育委員会は、11月９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 竹中 万里       二番席委員 冨田 良平        三番席委員 西村 和子 
四番席委員 淺井 宣亮       五番席委員 永田 司 

 
○ 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

教育課学校教育係主査 
 

○ 傍聴者 
無し 
 

○ 提案議案 

議案第 38号 2019年度儀式等の期日について 

 39号 第一回 大府子ども書初め大会の後援申請について 

 40号 ２０１９ネイチャーフェスティバル冬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 見て知って作って学ぶ！常滑焼陶芸ワークショップの後援申請について 

 3号 第９回 至学館大学創作ダンス部 舞踊公演の後援申請について 

 4号 第23回知多サッカーフェスティバルの後援申請について 

 5号 第５７回全知多小中卓球大会の後援申請について 

 6号 セントレア空港音楽祭２０１９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 1時57分 



 

発 言 者 要 旨 

教育長 皆さんこんにちは。 
11月７日に立冬でしたが、本当に暖かく、過ごしやすいといえば過ごしやすいのですが、

また地球の温暖化が進むのかなと不安を抱きます。 
それでは、ただいまから平成30年11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。 

続いて教育長報告をさせていただきます。 
前回が９月26日でしたので、それ以降かいつまんでご報告いたします。９月28日、石ヶ

瀬小学校の学校訪問がありました。学校訪問につきましては、それ以降、10月16日大東小

学校、10月24日大府中学校、10月26日共長小学校、最終10月30日大府西中学校をもっ

て今年度の13校の訪問を終了いたしました。教育委員の皆様からは御意見御感想をいただ

き、今後の学校運営に生かされていくことと思います。ありがとうございました。９月 29

日、大府中学校の文化祭に伺いました。10 月６日、昨年度からの英語検定補助制度に基づ

いて、市役所を会場に３級の受験者を対象とした英語検定を行いました。同日、大府北中学

校の文化祭に伺いました。10 月９日、武豊町で知多地方教育事務協議会、そのあとに研修

会懇親会があり、教育委員の皆様に御出席いただきました。10月10日、今年度から施行さ

れました、いじめの防止等に関する条例に基づいて、いじめ問題対策連絡協議会を開催し、

事務局として出席いたしました。10月11日、今年度３回目の尾張都市教育長会が、あま市

で行われ、出席しました。来年度から中学生の学力調査に、英語のスピーキングが導入され

るということで、実施が可能かどうか議論となりました。10月13日、市の児童虐待防止シ

ンポジウムが開催され出席しました。日本の里親制度について、改めて知る機会となりまし

た。10月19日、20日と教育委員の皆様とともに、教育委員会行政視察として、友好都市の

遠野市を訪問しました。児童の表現活動に精力的に取り組んでいる遠野小学校の遠野物語を

見させていただきました。見事なすばらしいステージで全校児童が全神経を集中して表現し

ている姿に目頭が熱くなりました。遠野市教育委員会の皆様の手厚い歓迎にも心温まる充実

した２日間となりました。10月26日には翌日から大府市産業文化まつりにお越しいただい

た遠野市の方々を歓迎する「遠野市を味わう市民交流会」が市役所で開催され、教育委員の

皆様にも御出席いただきました。11月３日、第26回小中音楽会が、愛三文化会館で開かれ、

冒頭に主催者として挨拶をさせていただきました。13 小中学校のどの演奏にも児童生徒の

ひたむきな姿があり、会場からは、気持ちのこもった拍手をいただけたように思います。練

習時間の確保など難しい問題を抱えていますが、この先も続けていきたい大府市小中学校の

大切な取り組みの一つだと思います。 

以上です。 

教育長 それでは、協議事項に入りたいと思います。 

議案第38号「2019年度儀式等の期日について」を審議いたします。事務局よろしくお願

いします。 

指導主事 議案第 38 号「2019 年度儀式等の期日について」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 はい。冷房が入ったということで、休みや変わるとかそういうことは計画としてはあるん

でしょうか。 

指導主事 はい。今のところそういった考えはございません。 

教育長 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 はい。中学校の入学始業式と卒業式が例年よりちょっと早いようですが、理由があるので

しょうか。 

教育長 事務局、いかがでしょうか。 

指導主事 はい。まず卒業式のほうから話をしますと、入試制度が変わっております。その関係で若

干ここのところ、早くなっているという現状で以前にも３月３日になったことはございます

ので、以前だと３月６日だとかというところが定番ではございましたけれども、最近はこの

あたりの日程かなと思っております。入学式につきましては、これは小学校との絡みと高等

学校との絡みもございまして、高校の入学式と小学校入学式は毎年一緒ということにほぼな

っておるところです。ただ今度は、県の選挙等の絡みもあって、こういった日程になったの

ではないかというふうに聞いております。 

以上です。 

教育長 はい、ありがとうございました。 
そのほかよろしいでしょうか。 
それでは、議案第38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38号は承認いたします。 

続いて、議案第39号「第一回 大府子ども書初め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39号「第一回 大府子ども書初め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。 

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  はい。新しい試みということで文化協会でいろいろと御尽力いただいているたくさんの

方々が、小学生たちを対象とした子どもの活動に実行委員となって活躍してくださるという



発 言 者 要 旨 

ことで、とてもよい試みだと思っております。例年続く大会になるといいなと感じました。 
 以上です。 

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。 

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。学校現場でも日本の伝統的な文化を大切にしようというような、そういう狙いがあ

るんですけども、書初めというのも、非常にすばらしい日本の伝統的な文化かなというふう

に感じております。有意義な行事でもありますし、たくさんの子どもたちが参加してくれて、

第１回ということですので、今後も長く続いていくといいなと思っています。基本的に賛成

の気持ちでおります。 

教育長 はい、ありがとうございました。 
賛成のご意見をお二人からいただきました。 
そのほかよろしいでしょうか。 
それでは、議案第39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39号は承認いたします。 

続いて、議案第40号「2019ネイチャーフェスティバル冬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 40 号「2019 ネイチャーフェスティバル冬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  はい。内容的にはとてもすばらしいと思うのですが、このＮＰＯ法人日本冒険教育協会と

いうのは、初めて聞いた団体ですが、この会というのは正会員とか賛助会員と20ページの

最後に出てますが、何人ぐらいの組織なんでしょうか。 
 また、いつぐらいに立ち上がった組織何でしょうか。 

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 

はい。会員数が合計何人かは把握しておりません。いつぐらいに立ち上がった組織かは把

握しておりませんが、ずいぶん前から活動は行っている団体のようです。後援申請は今回初

めてですが、大府みどり公園での開催は、昨年も行っているようです。今回は、もっと広く



発 言 者 要 旨 

周知したいということで後援申請されたようです。大府だけでなく他市でも開催されている

ようです。今回も大府以外では、西尾市、刈谷市、半田市でも開催される予定で、半田市は

許可をしているということは確認しております。 
以上です。 

教育長 はい、知りえる範囲での答えですが。 
そのほか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。お願いします。 

 学校現場に勤めた経験から、大人もですが子どもも体験を通して、いろんな人とか、いろ

んなこととか、いろんなものとか、そういったものとのかかわりを通して成長していく部分

が大きいということをすごく実感しています。そういうことから考えると、この事業の内容

をみると、狙いですとか、その内容も魅力的で計画も結構しっかりなされているのでいいな

あと思うんですけども、参加者が年長から６年生までということで、この内容で、年長から

６年までの発達段階が非常に違っている子どもたちをどういうふうにやらせていくのかな

っていうのがちょっと見えない部分はあるんですけども、個人的には、魅力的な催しもので

はないかなというふうに思っておりますので、ほかの市町との兼ね合いも考えていかなけれ

ばならないかもしれないんですけども、個人的には後援してもいいんじゃないかなと思いま

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。 

永田委員 この資料を拝見する限りでは、今日、後援に対しての可否というのがちょっとなかなか難

しいところあるんですけども、今御説明いただいたように過去にも行われているということ

と、趣旨等見ますと、今冨田議員も言われましたように、非常にいいのかなという気はいた

します。このチラシを見ると、開催場所とか書いていないものですから恐らくほかの開催場

所と同じ内容ぐらいにはなるのかなというふうな気はしてますけど、ぜひみどり公園にある

遊具とかで使っていただいて、公園の身近なものを使った遊びを体験ということも書いてあ

りますので、そういったものを活用しながら１番大府の外れにある立派な公園を、もっとも

っと活用していくために、ぜひともうまくやっていただけたらいいかなという気はいたしま

す。 
親も参加するのですか。 

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 

 はい。22ページのチラシに、募集内容ということで、年長から６年生と記載があるので、

保護者は入れないようです。開催会場ということで４市と公園名がちょっと読み方がわから



発 言 者 要 旨 

ないですが、全て公園で行われるということと、あとその１番下の左側に、専門インストラ

クターがいるようで教職員の免許を持っている方とかキャンプのインストラクターとか何

かしらの資格を持っている方が常にいるというような事業内容のようです。 
 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。 

永田委員 年長さんも参加されるということで、チラシの裏には、「保護者の方は送迎のみで結構で

す。送迎後は速やかに車の移動をお願いします。」と書いてあります。一緒にやらないのか、

近くで見られているのがわからないですけども、子どもだけで参加するということであれ

ば、事故等が起こらないような注意を払っていただきながらやっていただければいいかなと

思うので、私も一応賛成の方向でよろしいかなという気はいたします。 
以上です。 

教育長  はい、ありがとうございました。 
そのほかよろしいでしょうか。 

教育部長  はい。 

教育長  はい、教育部長。よろしくお願いします。 

教育部長  はい。今ネットで団体の背景みたいなものが出てくるかなと思ったのですが、どうもこの

ＮＰＯ法人は上に上部団体が一定それの下部組織ということではないようです。東海市に事

務所を置く独立したＮＰＯ法人という形です。県の生涯学習情報のほうでも、登録団体とい

うことで、2009 年の４月１日設立ということで歴史はあるようです。素性としてそんなに

問題になるというような団体というふうには見受けられない組織だというふうでよろしい

かと思います。 
 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 経費のところで1,000円の70名で７万円で団体負担金1,000円となっていて、パンフレ

ットを5,000枚っていうのにお金が１番かかっていて、結局ボランティア交通費で８名、職

員交通費４名なの例えば12名の人で、ボランティアで子どもたちの世話をするという形な

のでしょうか。そういうことでお金を1,000円の使い道はこういうことで使っているので、

もともとはそういうふうにインストラクターがついて世話をすること自体に１番お金がか

かると思うんですけれど、それをボランティアでやってくださっているっていう事だとした



発 言 者 要 旨 

ら、ありがたい催しかなと感じました。 
以上です。 

教育長  はい、ありがとうございます。 
 そのほかよろしいでしょうか。 
 はい、ありがとうございます。ご意見が出尽くしたかなと思います。 
 今回は、大府市を含めて開催場所４市ということで、４市の後援はぜひいただきたいかな

というふうにも趣旨としてはわかると。そしてまた、否定するような材料はとりわけ見当た

らないということかなと思います。 
 それでは、議案第40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40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。 

学校教育課 

学校教育係主査 

報告事項2号「見て知って作って学ぶ！常滑焼陶芸ワークショップ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９回 至学館大学創作ダンス部 舞踊公演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「第23回知多サッカー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5号「第57回全知多小中卓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6号「セントレア空港音楽祭2019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、12月の出席依頼についてお願いします。 

学校教育課長 報告 

 

 

 


