
平成31年１月定例教育委員会会議録 

  

平成31年１月定例教育委員会は、１月10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 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(2)、学校教育課長、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 1号 大府市放課後児童健全育成事業実施規則の一部改正について 

 2号 第６回 全尾張軟式野球大会（中学の部）の後援申請について 

 3号 
「ＮＨＫ Ｗｈｙプログラミング」を使った小学校プログラミングセミナーの後援申請に

ついて 

報 告 事 項 1号 小中学校現況報告について 

 2号 平成31年度全国学力・学習状況調査について 

 3号 大府市放課後クラブ指導嘱託職員の採用について 

 4号 ちびっこアスリートチャレンジ講習会（午前）・競技会（午後）の後援申請について 

 5号 第25回 笑学生落語クラブ 落語会の後援申請について 

 6号 キッズベースボールフェスタ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 2時06分 



 

発 言 者 要 旨 

教育長 皆さん、あけましておめでとうございます。お集まりいただきましてありがとうございま

す。 
エアコン設置を今週末から土日を中心に始めます。今はとても寒いですが、やがて灼熱の

日々には効果を発揮し、子どもたちが気持ちよく勉強できることと思います。 
それでは、ただいまから平成31年１月定例教育委員会を始めさせていただきます。 
前回の会議録は、先ほど教育長室にてご承認をいただきました。ありがとうございました。 
教育長報告です。12月10日、11日の両日、議会の一般質問がありました。教育委員会で

は、児童生徒の通学時の荷物の重さと量の対策について、インターネットリテラシー教育に

ついて、学校教育での命の大切さの指導について、学校給食及び食育についてお答えをいた

しました。12月13日、市内定例校長会を開催し、各種指示事項の説明及び情報交換を行い

ました。12 月 14 日、厚生文教委員会が開催され、教育委員会関係では12 件の御質問にお

答えをしました。12月15日、大府西中学校の合唱祭が愛三文化会館で開催され、鑑賞させ

ていただきました。大府西中学校を含め市内四中学校いずれの合唱祭でもよく声が出てお

り、気持ちのこもった歌声を聞くことができました。12月16日、教育委員会も共催してお

ります読書感想画コンクールの表彰式をアローブで行い、市長とともに表彰状を手渡しまし

た。12月17日、来年度の人事に関して知多教育事務所との面談があり、竹中職務代理とと

もに出席いたしました。12 月 20 日、滞りなく議会最終日を迎えました。翌21 日には、小

中学校一斉に２学期終業式を行い、市全域としても大過なく２学期を終えて冬休みに入るこ

とができました。１月５日、大府市消防出初式に出席いたしました。１月７日、小中学校一

斉に３学期始業式を行いました。冬休み中につきましては、特に問題等はなかったように思

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１号「大府市放課後児童健全育成事業実施規則の一部改正について」を審議いたし

ます。事務局よろしくお願いします。 

学校教育課 

放課後係長 

議案第１号「大府市放課後児童健全育成事業実施規則の一部改正について」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 お願いします。 
これまでも放課後児童で子どもを受け入れるっていうのは、保護者との契約というのは月

単位だったのですか。 

教育長 事務局、どうですか。 

学校教育課 

放課後係長 

手数料が月ごとの徴収をしているため、随時月の途中での入所も認めていたのですが、結

果、１か月分の徴収とさせていただいているので、月ごとの入所という概念は変わりません。 



発 言 者 要 旨 

冨田委員 退所のときも、旧の方を見ると、退所しようとする日の10日前までだったのを、退所し

ようとする月の20日までに変わったということは、これまでは月の途中でも退所するとい

うことが可能だったのを、今度はその月いっぱいまでは、在籍をさせるというそういう考え

方でいいのでしょうか。来る来ないは別として、月末までは在籍という形になるということ

でしょうか。 

学校教育課 

放課後係長 

在籍という形では今までも同じ形で行っていましたが、退所届を出した以降は実質的には

皆さん使われないのですが、手数料のほうには影響ないので形としてはその月まで在籍して

いる形です。 

教育長 よろしいでしょうか。 
そのほか、いかがでしょうか。 

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 対象期間及び利用月のところですけども、この利用月というこの文言が増えたということ

でしょうか。 

学校教育課 

放課後係長 

早朝育成につきましては、春休み夏休み冬休み、という記名で行ってはいるのですが、春

休みは３月と４月、夏休みが７月８月、冬休みは１２月１月というふうになっていて、月だ

けで利用される方、夏休みでも７月は使わず８月だけ使う方、という方もみえるので、期間

という概念だけではないので、このような書き方にしたものでございます。 

永田委員 この欄ですが、対象期間っていうだけであれば、１番２番３番で春季夏季冬季っていうふ

うでいいと思うのですが、利用月と書かれると、この後、利用する月だけを書くのか書かな

いとかというのはすごくわかりにくいかなと思います。対象期間であれば例えば春季だけで

あれば春季にレ点でいいのかなと思うのですが。月を単位で利用するということで何月だけ

ということであれば何月と書くような様式になったとは思いますが、書くのか書かないのか

すごく迷われるような様式に思えるのですけども。 

学校教育課 

放課後係長 

おっしゃるとおり、ちょっと様式の配慮が足らなかった部分もあったかもしれないです

が、これにつきましては窓口で意見の対応させていただいていて、実際は、右側の枠のとこ

ろに例えば３月４月７月８月というふうに書くように、一件一件対応しております。 

永田委員 わかりました。ありがとうございます。 

教育長 よろしいでしょうか。 
そのほか、いかがでしょうか。 

西村委員  はい。 

教育長 はい、西村委員お願いします。 

永田委員  先ほど御説明いただいたこの改正が、私立小学校の児童も受け入れるということが目的で

改正とのことですが、今回そういう私立に通っている児童が入りたいという要望があっての



発 言 者 要 旨 

改正と見てよろしいでしょうか。 

学校教育課 

放課後係長 

実は今まで要望がありまして、ただ、要件には具体的には書いておりませんでした。その

要件の入所の要件の一つに、そのほか教育委員会が認める者という文言もありますので、そ

こで読んで夏休み等受け入れっていうのは実際行ってはいたのですが、今回改めて明記した

という形でございます。 

教育長 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 私立へ通っているということは、学校へ送り迎えしているとか電車で行っているとか、い

ろいろあると思うのですが、放課後児童クラブで受け入れとなると、その家庭が在住してい

る校区の学校へ入れるというそういう決め事なんかはあるんですよね。 

学校教育課 

放課後係長 

その校区の学校の放課後クラブに通っていただくことになっているのですが、今実際私立

小学校に通って、その帰りに学校に来るというのは今のところはなく、現状では夏休みや冬

休み等のみの利用、皆さんそのような利用の仕方をしています。 

教育長 そのほかいかがでしょうか。 

それでは、議案第１号については、承認する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１号は承認いたします。 

続きまして、議案第２号「第６回 全尾張軟式野球大会（中学の部）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２号「第６回 全尾張軟式野球大会（中学の部）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  お願いします。 
 この大会は今まではなかった大会ということでしょうか。 

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 

16ページの上の段ですが、全尾張軟式野球大会ということで、平成20年度から一般と中

学と学童と部門が分かれておりますが、地区の持ち回りで開催されていて、中学校の部では、



発 言 者 要 旨 

今回、大府市部が担当するのが初めてということで今回初めての申請となっております。 

竹中委員  ありがとうございます。 
 もう１点、各支部支部長の推薦を得た学校が出場するということは、例えば郡大会で１番

勝ったとこが出るとかそういうようなことが決まっているんでしょうか。 

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。そこまでの確認はとれておりません。 
 各支部で１校しか出られないということですので、何かしらの予選会みたいなことはある

のかと思います。 

竹中委員  ありがとうございました。 

教育長 そのほかよろしいでしょうか。 
それでは、議案第２号については、承認する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２号は承認いたします。 

続きまして、議案第３号「「ＮＨＫ Ｗｈｙプログラミング」を使った小学校プログラミ

ングセミナー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３号「「ＮＨＫ Ｗｈｙプログラミング」を使った小学校プログラミングセミナー

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 お願いします。 
この時期としてすごくタイミングよく内容もすばらしいと思いますが、開催日が土曜日と

いうことで、市内小中学校の教員及び近隣小中学校の教員の参加については、どんなように

考えてみるかということはわかりませんでしょうか。 

教育長 事務局いかがですか。 

指導主事  確かに土曜日ということで、出にくい曜日とはなっておりますけれども、今後プログラミ

ング教育、特に小学校の先生方にとっては避けては通れないところでございますので、広く

周知させていただいて校長会の了承を得て、できるだけ多くの方に聞いていただければ、い

いかな、と考えております。 

教育長 そのほかよろしいでしょうか。 
それでは、議案第３号については、承認するということでよろしいですか。 



発 言 者 要 旨 

 (異議なし) 

教育長 それでは、議案第３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。 

指導主事 報告事項２号「平成31年度全国学力・学習状況調査について」報告。 

学校教育課 

放課後係長 

報告事項３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。 

学校教育課 

学校教育係主査 

報告事項４号「ちびっこアスリートチャレンジ講習会（午前）・競技会（午後）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25回 笑学生落語クラブ 落語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「キッズベースボールフェスタ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、２月の出席依頼についてお願いします。 

学校教育課長 報告 

 


