
平成 31 年３月定例教育委員会会議録 

  

平成 31 年３月定例教育委員会は、３月５日（火）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。 
 
〇出席した委員 
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 

 
〇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、協働推進生涯学習課長、学校教育課学校教育係長、

学校教育課放課後係長、生涯学習係長 
 

〇傍聴者 
無し 
 

〇提案議案 

議案第 ９号 平成 31 年度大府市学校教育の指針について 

 10 号 平成 31 年度大府市奨学生について 

 11 号 教職員の人事異動について 

 12 号 みんなでつくるこども夢の商店街 ハタラク KIDS MALL の後援申請について 

 13 号 ＣＨＩＴＡ ｆｅｓｔｉｖａｌ ｉｎ東海市太田川駅の後援申請について 

 14 号 子どものミライにつながるプログラミング教育講演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 大府市立吉田公民館の設置について 

 ３号 ロボット競技ワークショップの後援申請について 

 ４号 常滑焼き陶芸ワークショップの後援申請について 

 ５号 リトミック発表会の後援申請について 

 ６号 
第 35 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 2019 第 26 回 国際ピアノコンクール in 知多の後援申請について 

 ８号 「ありがとうを贈ろう。」キャンペーンの後援申請について 

 ９号 第 53 回 日本製鉄名古屋吹奏楽団 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 33 分 



発 言 者 要 旨 

教育長 皆さん、こんにちは。本日は、中学校の卒業式でした。それぞれの会場で、皆さ

んにも生徒のすばらしい姿を見ていただけたのではないかと思います。 
それでは、ただいまから平成 31 年３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。２月８日、尾張都市教育長会が長久手市で開催され、出席いた

しました。スクールサポートスタッフや部活動指導員の配置及び導入について情報

交換を行いました。２月９日、市と教育委員会共催の文化スポーツ活動並びに教育

表彰式を開催しました。教育委員の皆さんにもご出席いただきました。２月 10日、

大府市の盆梅展が始まり、開場式に教育委員の皆さんとともに出席いたしました。

２月 13 日、第２回総合教育会議を開催し、教育委員の皆さんにも積極的にご発言い

ただきました。２月 15 日、第２回大府市適応指導推進会議を開催し、不登校や虐待

問題を中心に各校の取り組みの様子についての発表と榎本和先生初めスクールカウ

ンセラーの方々などからご指導ご助言をいただきました。２月 20 日、今年度から始

まりました第２回いじめ問題対策委員会を開催し、大府市の現状の報告と意見交換

を行いました。今年度、重大事態に至るようないじめについては報告されていませ

ん。２月 22日、第２回幼保児小中連絡会議を開催し、各関係機関の今年度の取組に

ついての報告と来年度の実践に向けた確認を行いました。２月 25 日、奨学金支給審

査委員会を開催し、事務局として出席いたしました。委員の方々には慎重にご検討

いただき、その結果を本日の議案として出させていただいています。２月 26 日、大

府市生涯学習審議会に事務局として出席しました。地域の拠点となっている 10公民

館からそれぞれ来年度の実施計画の発表があり、委員の方々からは御意見御質問が

出されました。２月 27 日、定例市内小中学校長会を開催し、私からも各種伝達確認

事項について述べさせていただきました。２月 28日、３月議会が始まりました。一

般質問につきましては５名の議員の方々から教育委員会関係のご質問をいただいて

います。３月１日、県立高校は一斉に卒業式の日で、私は桃陵高校にお邪魔いたし

ました。天気にも恵まれ、晴れやかで気持ちのこもった卒業式でした。３月２日、大

府市立荒池保育園の竣工式に出席しました。これまで定員 110 人ほどだった保育園

を建て替え、236 人ほど受け入れられる、大府保育園と並ぶ規模の保育園が生まれま

した。今年の卒園児につきましては、２週間ほど新園舎で暮らせることになってい

るとお聞きしています。 

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９号「平成 31 年度大府市学校教育の指針について」を審議いたします。

事務局よろしくお願いします。 



発 言 者 要 旨 

指導主事 議案第９号「平成 31 年度大府市学校教育の指針について」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、浅井委員お願いします。 

浅井委員 お願いします。 
郷土愛に括弧して、大府市にゆかりのある人、とありますが、これは文言の意味

が通じないような気がするのですが。 

教育長 事務局、どうですか。 

指導主事  基本的には、責任感・郷土愛などを育てる、です。ただ今回副読本として『大府市

にゆかりのある人』を活用するということでここに括弧書きで入れさせていただい

たという事情があります。文言は『大府市にゆかりのある人』活用とか、そんなよう

なことにすればいいのかなと考えております。 

教育長  ありがとうございました。 
 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 お願いします。 
目指す子どもの姿の４番のところの中段の３番ですが、環境教育の推進というこ

とで、教科・領域等の指導として持続可能な開発目標ＳＤＧｓですが、最近は学校

でよく使われている言葉なのでしょうか。 

指導主事 お願いします。 
もともとよく学校で使われている言葉としてはＥＳＤというのがございました。

それとほぼ似たような意味ではございますが、今この持続可能な開発目標というこ

とが新たな文言として出てきておりますので、学校についてもＥＳＤ推移であろう

と言っておりましたが、今の一つの流れの中で、こういった文言での視点で学校教

育も進めていかなければいけないだろうということで、ここに言葉を入れさせてい



発 言 者 要 旨 

ただいております。 
以上でございます。 

教育長 はい、ありがとうございました。 
今、市の総合計画を作成しておりますが、１７の視点を用いて作成しております。

時代がそういう方向にありますので、ＥＳＤとして中身としては、この開発目標を

設定して取り組んでいくことになろうかと思いますが、それを新たにここに置かせ

ていただいたというようなところかと思います。 

淺井委員  はい。 

教育長 はい、浅井委員お願いします。 

浅井委員 お願いします。 
今のところですが、今どっちがいいか全くわからないのですが、新居浜ＳＤＧｓ

です。あとフェスティバルとかこれだけ表に出てくる単語であるのであれば、逆に

してもいいのではないですか。ＳＤＧs（持続可能な開発目標）の視点、でのほうが

誤解も少ないような気もするのですが。持続可能それから持続可能な開発目標とい

うところは何かで括るとかしないと。それだけで一つの単語になっているっていう

ことを知らないと、これは文章としてとらえてしまうと誤解をしてしまう人や違和

感を感じる人がいると思いますので、括弧で括るとかＳＤＧs と逆にするとかの方

が、一般の人も誤解が少ないのではないかなと感じました。 

指導主事 ありがとうございました。少し考えたいと思います。 

教育長 検討させていただくということで、そのほか、いかがでしょうか。 
それでは、議案第９号については、次回の定例教育委員会で新年度の決定という

ことにさせて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９号は、並行して校長会で検討させていただきます。よろしく

お願いします。 

続きまして、議案第 10 号「平成 31 年度大府市奨学生について」を審議いたしま

す。ご説明をお願いします。 

学校教育係長 議案第 10号「平成 31年度大府市奨学生について」説明いたします。（以下、提案

理由等資料により説明） 



発 言 者 要 旨 

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、浅井委員お願いします。 

浅井委員 お願いします。 
奨学金が受給される方の名前は公表されるのでしょうか。 

学校教育係長 はい。一般的には公開しない情報となっております。よろしくお願いいたします。 

教育長  そのほか、いかがでしょうか。 
それでは、審議会のほうで慎重に検討していただいた結果ですので議案第 10 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 10 号は、承認いたします。 

続きまして、議案第 11 号「教職員の人事異動について」を審議いたします。ご説

明をお願いします。 

指導主事 議案第 11 号「教職員の人事異動について」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 大府中学校ですが、異動転入の住所が大府市となっておりますが、ここの部分は

小学校区になるのではないでしょうか。 

指導主事 はい、そのとおりでございますが、新任のため、確定ができていなかったのでは

ないかと思います。南中学校の方がいらっしゃるようなのですが、新任のため、ま

だ校区の情報がなかったということでございます。 

教育長 そのほか、いかがでしょうか。 



発 言 者 要 旨 

本日、ご承認をいただき、明後日、知多全体としては内示が出るということにな

っております。 

それでは、議案第 11 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 11 号は承認いたします。 

続きまして、議案第 12 号「みんなでつくるこども夢の商店街 ハタラク KIDS MALL

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 

学校教育係長 

議案第 12号「みんなでつくるこども夢の商店街 ハタラク KIDS MALL 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。 

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。よろしくお願いします。 

申請書は入場無料となっておりますが、13ページのお店屋さん募集中となると出

店料が 600 円、ビザの登録料が 300 円というお金がかかっているように思うのです

が。行くだけなら多分無料だと思いますが、実際に仮想通貨のようなものを使い、

働くという形になると、売るものが例えば中古品だとかゲームだとかというと、フ

リーマーケットのような感じがして、行くにあたり、例えば椅子を用意したりとか

そういうこともきっと必要になってくると思います。開催場所も、ショッピングモ

ールというのがとても気になりまして、実際に趣旨が、働くおもしろさと大変さを

学べるとはありますが、内容的に地域を元気にする目的とかなので、教育とは少し

ずれているかなと思いますので、後援は見送ったほうがいいと思いました。 

以上です。 

教育長  はい、ありがとうございました。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  私もこの資料を見て、おむすび通貨をインターネット等で調べてみたら随分色ん



発 言 者 要 旨 

なところでおむすび通貨というものがマスコミなんかでも取り上げられて認知が広

がってきているような感じです。実際過去の開催を見て、過去のこの行事の中で子

どもたちや保護者へのインタビューの様子を見ていると、やっぱり働くということ

についての認知っていうのは子どもたち理解がすごく広がっていて、成果としては

すごくいいかなというふうに思いました。ただ１点心配としてはやっぱり西村委員

が言われるような場所で子どもたちは店を出して売るときに、フリマ的な要素があ

るものですから、そこで買ったものがうちへ帰ったらおかしかったとかそういった

トラブルに発展するのではないかという心配も十分あるのでそのあたり考慮しなき

ゃいけないなと思いました。いろんな場所で開催される予定なので、各教育委員会

へ後援申請を出していると思いますが、県議員会が推薦している市町と全然後援し

ていない市町というのもどうかなという心配もあります。 

 後援すべきかは、悩んでおります。 

教育長  ありがとうございました。 

そのほか、いかがですが。 

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  13 ページのチラシには、後援に大府市教育委員会とありますが。 

学校教育課 

学校教育係長 

はい。こちらにつきましては、後援が許可された場合のチラシということで提出

されております。 

竹中委員 他市町の許可の状況はどうですか。 

学校教育課 

学校教育係長 

 他市町につきましては名古屋市教育委員会が許可済み、東海市については審査審

議中ということで、その二つについては確認しております。 

竹中委員 ありがとうございました。 
はい、ありがとうございます。 
教育委員会が、後援を許可することになれば、よい点もあるのかなと思います。 

教育長 東海市協議が審議中ということでしたか。 

学校教育課 

学校教育係長 

東海市は審議中ということですが、大府市の動向を気にしている状況のようです。 



発 言 者 要 旨 

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。内容的にはすごくいいなと思うのですが、地域で開催されるイベントでは

なくて、イオンモールで開催ということは、不特定多数の方がみえると思います。

どんな方が来るかわからないですし、中学生と大学生がボランティアでサポートす

るとは書いてあるのですが、実際今までの活動の中で、詳細のようなことを伺って

いるようなことがあったら、確認させていただきたいのですが。例えば既に実績済

みの例えばイオンモールとかでやったときにどういう状況であったかとか、そうい

うものがあればちょっとお聞かせ願いたいなと思います。 

学校教育課 

学校教育係長 

具体的にどういう状況だったかというところまでは確認はとれておりません。 
５ページの資料にありますとおり、活動から２年程度は経過していて、学生、具

体的には愛知学院大学だとか名城大学の学生だそうですけれども、それらが中心と

なって運営のバックアップをしているということまでは聞きとっておりますが、そ

の実態についてはどういったことだというところまでは、確認がとれておりません。 

永田委員 この実行委員会名簿がありますが、皆さん学生ということでしょうか。 

学校教育課 

学校教育係長 

はい。９ページの名簿でございますが、実行委員については学生でございます。

１番最後に事務局と書いてある部分が主催団体の子ども夢の商店街実行委員会とい

うことでございます。 

教育長 はい、そのほかいかがですか。 
全体的意見からすると趣旨としてわからないでもないが、業者がやっているため

地域の活動とは少し違うというところもありますので、一旦今回については見送り、

その後の様子を見て、また今後考えていくというようなところかと思いますがそれ

でよろしいですか。 

 (異議なし) 

教育長 議案第 12号については、今回は見送りということにしていただくということでよ

ろしくお願いします。また東海市教育委員会の結果もわかりましたら教えていただ

きたいと思います。ありがとうございました。 
続きまして、議案第 13号「ＣＨＩＴＡ ｆｅｓｔｉｖａｌ ｉｎ東海市太田川駅

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。 



発 言 者 要 旨 

学校教育課 

学校教育係長 

議案第 13号「ＣＨＩＴＡ ｆｅｓｔｉｖａｌ ｉｎ東海市太田川駅の後援申請に

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 実行委員会のメンバーを見ますと、豊田市がほとんどで三好、刈谷という主要メ

ンバーで、知多半島ではないというのと、ショータイムの記載がありますが、知多

市はありますが、あとは豊田市、知立市となっております。知多娘のライブもある

ようですが、特に教育委員会が後援するようなものでもないと思います。 
以上です。 

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 民間の団体が主催する行事を後援するかどうかは、考えなければいけないことが

あります。許可が出ると、学校へ、パンフレット等配ってくださいという依頼が来

るのですが、校長として、学校で配ってもいいものなのかというような心配な面も

あります。ＮＰＯ法人など社会に尽くす法人登録などをしている団体が主催という

と非常にわかりやすのですが。今回の団体は、特に知多に縁がある方が開催するわ

けでもなさそうなので、イベント開催の目的と狙いを見ると、地域の活性化とか社

会貢献活動ということなので、ＮＰＯ登録してから開催してほしいと思います。内

容はいいのですが、現実問題を考えると後援は難しいように思います。 

教育長 よろしいでしょうか。 
そのほか、いかがでしょうか。 
営利企業等の団体につきましては、後援を許可することによって、学校は積極的

ではありませんがチラシ等配るということになりますので、そのあたりは用心して

おくことが必要かと思います。 
それでは、委員の皆様の意向として、議案第 13 号については、承認しないという

ことでよろしいですか。 
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 (異議なし) 

教育長 それでは、議案第 13 号は不承認といたします。 

続きまして、議案第 14号「子どものミライにつながるプログラミング教育講演会

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 

学校教育係長 

議案第 14号「子どものミライにつながるプログラミング教育講演会の後援申請に

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  この、株式会社リーガルアストレイという会社はどういう会社か。情報があれば

教えていただきたい。プログラミングに関する話ですから、指導主事が詳しいと思

うのですが。指導主事の御意見も参考にしたいと思うのですが、いかがでしょう。 

教育長 ありがとうございます。 
指導主事には後程、意見を聞きたいと思います。 
そのほか、いかがでしょうか。 
では、株式会社リーガルアストレイという会社について、事務局、説明をお願い

します。 

学校教育課 

学校教育係長 

はい、お願いします。 
こちらの会社は、名古屋市内が拠点になります。システム会社ということでござ

います。主な実績としましては名古屋大学でのシステム管理というのがお仕事とし

てやられているということがございます。その他にこういった教室事業ということ

もやっているようですけどもシステムのほうが主ということでございます。 

教育長  それでは、指導主事の見解をどうぞ。 

指導主事  見解を述べる立場ではございませんが、私自身も始めて聞いて、確かにプログラ

ミングについて、この方のお名前は拝見したことがございます。今の小学校中学校

の子どもが対象というより、大人が対象というような、雰囲気はございます。今、プ

ログラミング教育でやっているものとは、読む限りでは少し主旨は違うのかなとい

うような気がします。 
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教育長  ご判断の参考になったでしょうか。 

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。最初にこれ見たときに、定員 50 人で、企業が開催ということで、何かしら

の教室に入ってくださいとか、何らかのあっせんがないのかなという心配がありま

す。過去の実績とかはわかるでしょうか。 

教育長 事務局、いかがでしょうか。 

学校教育課 

学校教育係長 

この会社は、既に月２回アローブで子ども向けの講座を行っております。入会金

１万円のようです。会費が、教材費として１回 900 円です。これをもって営利活動

かどうかっていうのは判断するのは難しいところではありますが、そういった実態

はございます。今回の講演は、非営利であります。この会社の持ち出しで講演会を

開催するということです。ただ、アローブで活動を既にしているということがござ

いますので当然関連性はあるとは思うので、もし後援するということになれば講座

についての案内については控えていただく。非営利であるということの確認がとれ

れば、周知していただく活動も可能かなと思いますが、そうでなければこちらの教

室についての案内は控えていただこうと考えております。 

教育長 本日は、難しい問題が多いです。 
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。先端のプログラミング教育で、非常に今後の大府市の教育にも役立ってい

くのではないかなというふうに思いましたが、インターネットを調べてみると、先

ほど説明していただいたようにアローブでもう何かこのスキーム教育と言われる教

育手法で私塾を開いているということがわかりまして、もし後援をするとしたら、

教育委員会が進めているのではないかという誤解を招いたら大変なことになるの

で、パンフレットを配布するときは配慮が必要だと思われます。開催当日も現場を

確認する必要があるのではないかと思いました。今後も、似たような塾のような団

体が教育講演会のような形で後援申請してきたときに、考えなければいけないと思

いました。内容的にはいいのですが、後援をするのはどうかと危惧をいだきました。 
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以上です。 

教育長 はい、ありがとうございました。 
プログラミング教育につきましては大府の小中学校で積極的に進めようとしてお

りますが、場合によっては民間を進めることにつながるような危険性もあるという

ことも踏まえまして、今回は申請を見送ると。内容については大変いいことやって

おられると思いつつも、ＰＲにつながってもという危惧があるということで申請を

見送るということでしたいと思います。 
それでは、議案第 14 号については、承認しない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 14 号は不承認いたします。 

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 

生涯学習課長 

報告事項２号「大府市立吉田公民館の設置について」報告。 

学校教育課 

学校教育係長 

報告事項３号「ロボット競技ワークショップの後援申請について」報告。 

学校教育課 

学校教育係長 

報告事項４号「常滑焼き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 

学校教育係長 

報告事項５号「リトミック発表会の後援申請について」報告。 

学校教育課 

学校教育係長 

報告事項６号「第 35 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。 

学校教育課 

学校教育係長 

報告事項７号「2019 第 26 回 国際ピアノコンクール in 知多の後援申請につい

て」報告。 

学校教育課 

学校教育係長 

報告事項８号「「ありがとうを贈ろう。」キャンペーンの後援申請について」報

告。 
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学校教育課 

学校教育係長 

報告事項９号「第 53 回 日本製鉄名古屋吹奏楽団 定期演奏会の後援申請につ

いて」報告。 

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、４月の出席依頼についてお願いします。 

学校教育課長 報告 

 
 
 
 
  


