
 

   

議  事  録 
会議の名称 平成 29年 4月定例教育委員会 

開催日時 平成 29年 4月 27日(木)9時 30分から 11時 00分まで 

開催場所 市役所7階 会議室7 

出席者(欠席委員) 

説明者 

出席委員：長屋教育長、井上職務代理者、熊沢委員、丹羽委員 

松本委員、江口委員 

説 明 者：教育こども未来部長、学校教育課長、生涯学習課長 

子育て支援課長、管理指導主事、指導主事、学校教育ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

会議の議題 1 開会 

2 前回会議録の承認 

3 教育長報告 

4 協議事項 

議案第13号  岩倉市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について           

(学校教育課) 

議案第14号  岩倉市いじめ問題専門委員会委員の委嘱について               

(学校教育課)  

議案第15号  岩倉市教育振興基本計画推進委員会委員の委嘱について 

                                       (学校教育課)  

議案第16号  岩倉市教育支援委員会委員の委嘱について  (学校教育課) 

議案第17号  岩倉市文化財保護委員会委員の委嘱について (生涯学習課)   

議案第18号  岩倉市社会教育委員の委嘱について        (生涯学習課)  

議案第19号  平成 29年度学校評議員の委嘱について     (学校教育課)  

議案第20号  岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について                    

(学校教育課) 

5 報告事項 

6 自由討議 

7 閉会 

議事録の作成方法 ■要点筆記  □全文記録  □その他 

記載内容の確認方法 

 

□会議の委員長の確認を得ている 

■出席した委員全員の確認を得ている 

□その他(                ) 

会議に提出された 

資料の名称 

・次第 

・平成29年 3月定例教育委員会会議録 

・議案 

・5月行事予定 

 

 

公開・非公開の別 ■公開  □非公開 

傍聴者数  7人 

その他の事項  



 

   

審議内容(発言者、発言内容、審議経過、結論等) 
1 開会  

教育長：出席委員は6人全員であり、会議は成立しております。これより4月定例会を開催いた

します。 

2 前回会議録の承認 

 平成 29年 3月 23日開催の定例会の会議録について承認を受ける。 

3 教育長報告 

教育長：新年度がスタートして1ヶ月が過ぎようとしています。各学校では、配慮や心配りが必

要な子たちへの対応等も含め、順調にスタートできました。本年度も保育園や学校現場をしっ

かりと支え、応援するために一層、校長会や学校との連携を密にしながら努力していきたいと

思っています。また、仕事は楽しく、いつも笑顔を心がけ、一人で抱え込まずにチームや組織

での仕事ということを昨年度に引き続いて行っていきたいと思いますので、教育委員の皆さん

には、適宜、ご指導をお願いしたいと思います。 

  本日は、報告事項が6点あります。 

  1点目は、本年度の学級数等についてです。小学校は85クラスで、県の35人学級対象とし

ては2クラス増の87クラスになります。昨年度は85クラス、35人学級対象としては88クラ

スでしたので昨年度とほとんど変わりません。中学校は38クラスで、県の35人学級対象とし

ては1クラス増の39クラスになります。昨年度は37クラス、35人学級対象が1クラスで38

クラスとなっています。本年度は123クラス、35人学級対象としては、3クラス増の126クラ

スになります。 

  次に教職員の人事関係についてです。五条川小学校に尾張教育事務所から管理主事が校長と

して異動しました。南部中学校へは市の管理指導主事が校長として異動しています。教頭職は、

岩倉北小学校の主幹教諭が教頭に、岩倉東小学校は教務主任が教頭にそれぞれ昇格しました。

また、岩倉北小学校と岩倉南小学校、岩倉東小学校では校務主任が教務主任の職に就き、岩倉

北小学校と岩倉南小学校には新たに校務主任が赴任しています。職員の異動人数は市内では

28人で、新任は事務職の1人を含めて5人となっています。 

  3点目は、3市 2町で構成する丹葉地方教育事務協議会についてです。本年度4月から事務

局が扶桑町へ移りました。会長は、扶桑町の教育委員、職務代理者は私が就きました。 

  次に教員の多忙化解消について、現在の推移状況をご報告させていただきます。 

  教員の多忙化はあちらこちらで話題になっていますが、解消につながる施策が進んでいない

状況の中、愛知県教育委員会が平成28年度の1年間をかけて具体的な案を検討し、3月に教

員の多忙化解消プランを発表しました。このプランに基づき、部活動等のガイドラインについ

ても今後、作成する予定であると聞いています。 

事務協議会では、教員の多忙化解消に向けて、どのような取組が必要か等、検討を行いまし

たが、各市町それぞれ状況も違い、すべてを同じ形にまとめていくことは難しいですが、多忙

化解消が必要であるという考えは一致しています。今後、制度や予算、人的配置等課題もあり

ますが、県からプランが示されたこの時期に具体的な動きを進めていくこと、丹葉地区全体で



 

   

の具体案の作成はしないが、愛知県から示された教員の多忙化解消プランを基に独自で進めて

いくこと、常に情報交換を行うこと等について、確認し合いました。岩倉市でも中学校の部活

動を含めて、多忙化解消に向けて進めていきたいと思います。 

  次に行事についての報告です。 

本年度の中学生海外派遣は、8月 3日から8月 10日までの日程でモンゴルへの派遣を行い

ます。また、平和派遣は8月 5日、6日に広島市へ訪問する予定です。 

モンゴル訪問団の受け入れの日程は、6月 23日から6月 30日までの予定で、26日月曜日に

着付けプログラム、27日火曜日に華道茶道のプログラムを実施する予定です。また、本年度

は、モンゴルの大学生の受け入れの要望もありましたので、対応していきたいと思います。 

  最後に校長会についてです。4月の校長会では、例年のようにそれぞれ校長先生方の夢のあ

る学校づくりについて話をしていただきました。要約しますと岩倉北小学校長は「凡事徹底」、

岩倉南小学校長は「チーム南小」、岩倉東小学校長は「ワクワクする心や気持ちを大切に」、五

条川小学校長は「笑顔・考動・一人を粗末にしない」、曽野小学校長は「自尊感情・共感力・

たくましく生き抜く」、岩倉中学校長は「ＡＢＣＤの原則＋α・自問清掃」、南部中学校長は「校

風に誇りを」とのことでした。報告は以上です。 

4 協議事項 

議案第13号 岩倉市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について       原案どおり承認 

  任期満了による委員の委嘱 10名（新任7名 再任 3名） 

議案第14号 岩倉市いじめ問題専門委員会委員の委嘱について         原案どおり承認 

任期満了による委員の委嘱 5名（再任5名） 

議案第15号 岩倉市教育振興基本計画推進委員会委員の委嘱について      原案どおり承認 

任期満了による委員の委嘱 20名（新任5名 再任 15名） 

議案第16号 岩倉市教育支援委員会委員の委嘱について         原案どおり承認 

任期満了による委員の委嘱 12名（新任5名 再任 7名） 

議案第17号 岩倉市文化財保護委員会委員の委嘱について        原案どおり承認 

委員の交代による委嘱 （前任者の残任期間） 

議案第18号 岩倉市社会教育委員の委嘱について            原案どおり承認 

  委員の交代による委嘱（前任者の残任期間） 

議案第19号 平成 29年度学校評議員の委嘱について            原案どおり承認 

35名（新任6名 再任 29名） 

委 員：学校評議員の掛け持ちはよいのか。 

事務局：昨年度もご意見をいただいたが、事業に支障がなければ掛け持ちを妨げるものではない。

しかし、できるだけ多くの人材の活用に努めていただきたいと思う。 

委 員：評議員は学校が人選をしてそれぞれ推薦するのか。 

事務局：学校がこれまで学校運営に携わったことのある方や関わりのあった方を推薦している。 

 

議案第 20号 岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について       原案どおり承認 



 

   

 申請者   尾北の子どもと教育を考えるつどい実行委員会 

 事業名   尾北の子どもと教育を考えるつどい 

 目 的   尾北の子どもたちの健やかな成長を願い、教育や子育てについて考え合う。 

 実施日   平成29年 6月 25日（日） 

 開催場所  岩倉市民プラザ 多目的ホール 

委 員：犬山・江南・岩倉の持ち回りで開催しているようだが、後援名義使用の申請は開催地の

みに申請しているのか。 

事務局：後援名義使用の許可申請は、今回の岩倉市への申請が初めてで、今後は開催地への申請

をしていくことと思う。 

5 報告事項 

（学校教育課） 

・今年度、岩倉北小学校で病弱児童の支援学級と曽野小学校に発達障害の児童を対象とした通 

級学級を新たに開設する。  

（生涯学習課） 

・市民茶会について 

・月釜について 

・セントラル愛知交響楽団第23回定期演奏会について 

（子育て支援課） 

・今年度の保育園児数について 

・保育園送迎ステーションの利用者数について 

・放課後児童クラブの利用者数について 

委 員：待機児童はいるのか。いる場合は人数とその年齢はどうなっているか。 

事務局：1歳児が2名待機児童となっている。定員オーバーが入園できない理由である。 

委 員：以前、学校区や兄弟等の条件で入園しない児童がいたようだが、そうした子は待機児童

としてカウントするのか。 

事務局：保護者の希望と合わずに入園しない場合もあるが、そうした場合は待機児童としての計 

上はしない。 

委 員：放課後児童クラブでの待機児童はいるか。 

事務局：4月現在はいない。 

（平成29年 5月行事予定について） 

・予定表のとおり 

（その他） 

・6月定例教育委員会の日程変更について 

・総合教育会議の日程について 

6 自由討議 

委 員：千葉県の小学校4年の女の子が殺害された事件は、容疑者が子どもたちの見守りをして 

いる保護者であったと聞いて、想像を絶する事件が起きたと驚いた。 



 

   

委 員：自分たちのように黄色いベストを着用して、登下校に付き添っている人たちは全国に大 

勢いる。安全を守っている人たちが安全ではないのか、そうした人たちにまで心を許してはい 

けないのかという衝撃が走った。ある学校では、校長が児童に対して「見守りの人と 1 対 1

に 

なったら心を許してはいけない。」とまで言ったようだ。本当に子どもたちは不安になるだけ 

だと思う。 

委 員：たった一人の起こしたことで、他の人までそうした目で見られる。 

委 員：事件後、新聞に夜回り先生と尾木先生の記事が掲載された。内容は、「そんな人ばかり 

じゃないよ、ほんの一部の人だよ」といったものだった。その記事が全国に広がり、子どもた 

ちが安心して登下校できるようになればと心から思う。 

教育長：事件後に岩倉市の見守りを中心になって行っている人と話したが、本当に辛いと言っ 

ていた。だからと言って、活動を止めようという話ではなく、事件を起こすのは、本当に極一 

部の人で、自分たちがやっている活動が正しくないという話ではない。今後も一生懸命に岩倉 

の子どもたちのために努力したいとおっしゃっていただいた。 

委 員：たくさんの目で子どもたちを見守っていくことがより必要だと思う。 

委 員：被害にあった子の学校は集団登校ではなかったようだが、集団で動いたほうが安全だと 

思うがどうか。 

教育長：集団登校や個別登校にはそれぞれの事情があり、被害にあった子の場合は、交通量が激 

しいので裏道を通るといった状況のようであった。 

何が大事であるかというと、自分の頭で考えられる子どもを育てなければいけないというこ 

とだと思う。この場合、自分だったらどうするのか、あなただったらどうやって仲間を大事に 

するのか、平和の問題、命の問題、あらゆる問題の部分で、そういう育て方が学校の中で大切

になってくると思う。 

委 員：以前にも話にあったが、あるマンションで挨拶をしないでくれという通知がされたこと  

 があった。しかし、地域では声掛けを積極的にしていたりして、子どもたちは戸惑ってしまう  

 と思う。 

委 員：やはり自分で考える力、そういうものを養うことが大事だと思う。学校では子どもたち 

を安心させることのできる話を全校にしていただけるとよいと思う。 

教育長：子どもに話す場合に夢を語ることが大事だと思う。これまでの話を聞いていると、将来 

は暗いことばかりのように思える。将来、大変だから勉強しろとか、将来、困るからこうしろ 

ではなく、子どもがわくわくどきどきして、早く大人になりたいとか早く大学生や岩倉の市民 

になりたいと思えるよう、夢を語り、目標を見つけられるような、そんな方向に学校教育、授 

業づくりの中で持っていきたいと思う。 

委 員：大人になるのが不安ではなく、早く大人になって頑張りたいと思う子どもを育てたい。 

委 員：現実は、教員の多忙化を何とかしなければいけない状況に見える。教えたいことだけを

教えられる環境ではないように思うが。 

委 員：今は、土日が休みなので、授業数が足りない等、先生はスケジュール通りに授業を進め 



 

   

なければいけないようだが、子どもは、授業の合間の余談等のほうが記憶に残っていることが 

多いのでは。そういう雰囲気の学校づくりをしていただけるとよいと思うし、単元をこなすだ 

けでは寂しい。学校は、先生たちがそうしたことをやれる現場であってほしい。疲弊してい 

ると可哀想に思う。 

事務局：昔に比べると今の教員には、失敗しても自由に挑戦していい雰囲気が無いように感じ 

る。失敗が許されない、きちんとやらなければいけない、保護者からの苦情も受けるようなこ 

とをやってはいけないというような状況の中、守りに入ることは確かにあると思う。自由に挑 

戦できるような雰囲気を学校の中に作っていくことが大事だと考えている。 

委 員：たとえ失敗しても反面教師になったりして、子どもたちは学べるのではないか。子ども

たちはいろんなことを吸収できる時期であり、授業だけではもったいないように思う。 

委 員：総合体育文化センターの長期の改修工事の工期は決まり次第、利用者の人に周知や通知

をしたほうがよいと思う。 

事務局：現状のできる範囲での周知や通知を行っているが、今後も適切に啓発していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

議  事  録 
会議の名称 平成 29年 5月定例教育委員会 

開催日時 平成 29年 5月 25日(木)9時 30分から 10時 50分まで 

開催場所 岩倉東小学校 

出席者(欠席委員) 

説明者 

出席委員：長屋教育長、井上職務代理者、熊沢委員、丹羽委員 

松本委員、江口委員 

説 明 者：教育こども未来部長、学校教育課長、生涯学習課長 

子育て支援課長、管理指導主事、指導主事、学校教育ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

会議の議題 1 開会 

2 前回会議録の承認 

3 教育長報告 

4 協議事項 

議案第21号  岩倉市図書館協議会委員の任命について  (生涯学習課)        

議案第22号  平成 29年度岩倉市学校給食センター運営委員会委員の委嘱 

について                        (学校教育課)  

議案第23号  岩倉市まちづくり文化振興事業審査会委員の委嘱について 

                                       (生涯学習課)  

協議題     夏季休業中の学校閉校日の設定等について  (学校教育課) 

5 報告事項 

6 自由討議 

7 閉会 

議事録の作成方法 ■要点筆記  □全文記録  □その他 

記載内容の確認方法 

 

□会議の委員長の確認を得ている 

■出席した委員全員の確認を得ている 

□その他(                ) 

会議に提出された 

資料の名称 

・次第 

・平成29年 4月定例教育委員会会議録 

・議案 

・6月行事予定 

公開・非公開の別 ■公開  □非公開 

傍聴者数  0人 

その他の事項  
審議内容(発言者、発言内容、審議経過、結論等) 

1 開会  

教育長：出席委員は6人全員であり、会議は成立しております。これより5月定例会を開催いたし

ます。 

2 前回会議録の承認 

 平成 29年 4月 27日開催の定例会の会議録について承認を受ける。 

 



   

3 教育長報告 

教育長：日中は大変暑くなってきました。この10年間の夏日を調べてみますと平均104日間程と

のことです。1年のうち3分の 1は気温25℃以上の夏日ということですが、体調管理はいかがで

しょうか。 

  本日は、報告事項が4点あります。 

  1点目は、4月の校長会において、各学校の校長先生方が熱い思いを語っていただいた内容を

まとめましたので皆さんへ配付します。 

2点目は、学校閉校日の設定についてです。夏季休業中、教員の多忙化解消の一環として完全

な学校の閉校日について調整を進めています。本日の協議題にもありますので、ご協議いただき

たいと思います。 

3点目は、道徳の教科化についてです。教科書の選定作業に入っていきますが、候補の道徳の

教科書に目を通していただき、ご意見をいただきたいと思います。 

4点目は、岩倉東小学校で始まりました東小夢クラブについてです。今年度からの取組ですが、

土曜日に学校の多目的室と和室を使い、午前中に講座を5つ開催します。「英語でおはなし」、「に

ほんごでしゃべろう」、「初歩のポルトガル語」、「世界のことばで遊ぼう」、「学習お助け隊」とい

った内容です。和気あいあいと始めており、無理をせずに長く続いていくといいなと思っていま

す。報告は以上です。 

4 協議事項 

議案第21号  岩倉市図書館協議会委員の任命について                     原案どおり承認 

         任期満了による委員の委嘱 8名（新任5名 再任 3名） 

委 員：委員の年齢を参考までに教えてもらえるとよい。 

事務局：50歳前半から70歳ぐらいである。 

委 員：任期はいつからか。4月からではない理由は。 

事務局：昭和58年 5月末の図書館の開館に伴い委員会が設置されたため、任期は7月 1日からと 

なっている。 

議案第22号  平成 29年度岩倉市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について      

任期満了による委員の委嘱 17名               原案どおり承認        

議案第 23号  岩倉市まちづくり文化振興事業審査会委員の委嘱について    原案どおり承認 

任期満了による委員の委嘱 6名（新任1名 再任 5名）                               

協議題     夏季休業中の学校閉校日の設定等について  

委 員：閉校日は教員の年次休暇の取得ではなく、たとえば自宅研修といった制度はあるか。 

事務局：自宅研修も認められるが、実績報告書の作成等が必要となるので、多忙化解消にはつな 

がらない。 

委 員：岩倉市独自の取組か。 

事務局：先行して扶桑町が以前から実施していたが、今年度、管内では同一の動きになってく 

 ると思う。 

委 員：県の動き、方向性はどうか。 

事務局：県が今年の3月に多忙化解消プランを出したがその中で、ひとつの方法として提案して 

いる。 

委 員：学校閉校日は、一般市民の学校の利用も控えたほうがよいと思う。 



   

5 報告事項 

（学校教育課） 

・中学生海外派遣の選考結果について 

・モンゴル訪問団の訪問日程について 

・6月議会 議案として補正予算を計上する。 

（生涯学習課） 

・四市交歓体育大会の結果について 

・市民茶会は158人の参加があった。 

・セントラル愛知交響楽団第23回定期演奏会について 

・スポーツレクリエーション祭について 

・6月議会 議案として補正予算を計上する。 

（子育て支援課） 

・西尾張地区子ども会連絡協議会について 

・放課後児童クラブの建設工事の進捗状況について 

（平成29年 6月行事予定について） 

・予定表のとおり 

（その他） 

・道徳の教科化に伴う教科書の採択スケジュールについて 

6 自由討議 

委 員：モンゴル訪問団のホストファミリーの受け入れ状況はどうか。 

事務局：女子生徒は全員決まっているが、男子生徒のホストファミリーが数名足りていない。 

 

 

会議録記載事項は、上記のとおり承認し、ここに署名いたします。 

 

平成２９年６月２９日 

 

岩倉市教育委員会教育長                     

 

  岩倉市教育委員                         

 

  岩倉市教育委員                         

 

  作成した職員 

  学校教育課統括主査                       

 

 



   

議  事  録 
会議の名称 平成 29年 6月定例教育委員会 

開催日時 平成 29年 6月 29日(木)9時 30分から 11時 00分まで 

開催場所 南部中学校 

出席者(欠席委員) 

説明者 

出席委員：長屋教育長、井上職務代理者、熊沢委員、丹羽委員 

松本委員、江口委員 

説 明 者：教育こども未来部長、学校教育課長、生涯学習課長 

子育て支援課長、管理指導主事、指導主事、学校教育ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

会議の議題 

1 開会 

2 前回会議録の承認 

3 教育長報告 

4 協議事項 

議案第24号  岩倉市社会教育委員の委嘱について     (生涯学習課)        

議案第25号  岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について 

                                    (学校教育課)  

議案第26号  岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について 

                                    (生涯学習課)  

議案第27号  岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について 

                                    (生涯学習課) 

議案第28号  岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について 

                                              (生涯学習課) 

5 報告事項 

6 自由討議 

7 閉会 

議事録の作成方法 ■要点筆記  □全文記録  □その他 

記載内容の確認方法 

 

□会議の委員長の確認を得ている 

■出席した委員全員の確認を得ている 

□その他(                ) 

会議に提出された 

資料の名称 

・次第 

・平成29年 5月定例教育委員会会議録 

・議案 

・7月行事予定 

公開・非公開の別 ■公開  □非公開 

傍聴者数  2人 

その他の事項 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）            

1 開会 

教育長：出席委員は6人全員であり、会議は成立しております。これより6月定例会を開催いたし

ます。 

 

2 前回会議録の承認 

 平成 29年 5月 25日開催の定例会の会議録について承認を受ける。 

 

3 教育長報告 

教育長：本日は、報告事項が4点あります。 

  1 点目は、学校訪問についてです。前半の小学校 3 校の学校訪問が終了しました。どの学校も

落ち着いた雰囲気で授業が進められており、先生方にも、一生懸命、授業研究をしながら子ども

達を育てようという雰囲気があったと思います。 

2点目は、モンゴルからの訪問団についてです。6月 23日から7月 1日までの訪問中、これま

で着物の着付けや雅楽、華道、盆手前を両中学校で実施しました。多くの子ども達が日本語の勉

強をしていて、挨拶も日本語でしてくれました。 

市長への表敬訪問では、自己紹介と日本の感想、自分の将来の夢を語ってもらいましたので、

いくつか紹介します。 

国の発展のためにしっかりと日本を学び、自国の役に立てたい、あるいは、日本の空気から、

日本人の優しさや責任感をイメージすることができた。また、岩倉市の発展を自国の地域で紹介

したい、他の外国に比べて、日本は大変きれいで人も優しい等の話をしてくれました。  

その他、日本人の意識は非常に高く、目標を持って、日本の国づくりや人づくりをしてきたと

いうことを感じ、改めて人間の意志の強さを感じたと話してくれた生徒もいます。 

こうした考えを持ったモンゴルの子ども達と接することは、岩倉の子ども達にも良い刺激を与

えてくれるのではないかと考えています。 

3 点目は、道徳の教科化についてです。採用する教科書については７月末に決定し、８月初旬

に県へ報告することになっています。 

4 点目は、前回、提案しました学校閉校日についてです。先日、議会への説明とともに、学校

関係等への周知も進めてきました。今のところ順調に進んでおり、今後も関係機関等への周知に

漏れがないよう、実施に向けて備えていきたいと思います。報告は以上です。 

 

4 協議事項 

議案第24号  岩倉市社会教育委員の委嘱について                       原案どおり承認 

         前任者の前任期間の委嘱 

委 員：前任者は役職交代による辞職なのか。 

事務局：自己都合による辞職である。  

 

議案第 25号  岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について                原案どおり承認 

 申請者   特定非営利活動法人ひと・まち・これから 

 事業名   《日帰り》もりの環 体験会 

 目 的   愛知県内の人工林の過密という社会問題を実際に体感し、その解決に寄与できるプ

ログラムを県内の中学校の野外教育活動の中に導入していくため、中学校教諭に実

際の現場とプログラムを体験してもらう。 

 実施日   平成29年 7月 29日（土）、平成29年 8月 5日（土） 

       平成 29年 8月 20日（日）、平成29年 8月 27日（日） 

 開催場所  岡崎市 千万町楽校及び近隣の個人所有の森林 

       豊田市 大田区民館及び近隣の個人所有の森林 



   

委 員：対象者が県内の教師であり、各自治体全部へ後援名義を申請するのは大変ではないか。愛

知県へ一括して申請することができればよいのでは。 

委 員：この事業は単年度事業なのか。事業の継続はあるのか。 

委 員：事業の目的は、中学生の野外活動への導入なので、先生を対象とした事業は、単年度でよ

いのではないか。体験してもらい、先生たちの反応を見てみたいという目的があるのでは。 

委 員：ちらしの配布は中学校のみか。 

事務局：中学校の野外活動への導入なので、配布先は中学校のみと考えている。 

委 員：特定の教科の教師が対象か。 

事務局：学校行事への導入なので、学校全体への周知と考えている。 

委 員：先生が個人で参加するというよりは、学校としての参加でないとその後の学校行事への導

入につながらないと思う。内容的には良いと思う。 

 

議案第 26号  岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について        原案どおり承認 

 申請者   日本環境マネジメント株式会社 

 事業名   「１９６６カルテット ザ・ビートルズ・クラシックス」 

       「ピアノ、ヴァイオリン・チェロ ワークショップ」 

 目 的   子どもたちの文化芸術への創造意欲を喚起する。 

 実施日   平成29年 10月 9日（月・祝） 

 開催場所  岩倉市総合体育文化センター 多目的ホール 

委 員：岩倉市少年少女合唱団も出演するということなので、子どもたちにとっても楽しい会にな

ると思う。 

委 員：指定管理者からの提案ということだが、今までにない良い取組だと思う。 

委 員：席料が今までに比べると高いように思うがどうか。 

事務局：出演者は事務所に所属するプロであるので、他の劇場でもっと高い席料の公演も行ってい

る。今回の席料は妥当と考える。 

委 員：ワークショップは、誰を対象としているのか。 

事務局：内容は、ワンポイントレッスンなので、対象者は経験者が主で、たとえばジュニアオーケ

ストラの子どもたちが想定される。 

委 員：予算書の支出に会場費が記載されていないが。 

事務局：指定管理者の自主事業であり、使用料は100％の減額となっている。 

 

議案第 27号  岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について         原案どおり承認 

 申請者   日本環境マネジメント株式会社 

 事業名   「チャレンジＴＨＥ武道」 

 目 的   小学生以上を対象として様々な武道教室を無料体験できる機会を創出することで

武道に対する興味を喚起し、武道団体への参加を促すことと併せて、子どもたちの

健康増進に寄与する。 

 実施日   平成29年 8月 1日（火）～平成29年 8月 31日（木） 

 開催場所  岩倉市総合体育文化センター 柔道場及び剣道場 

委 員：スポーツ少年団のＰＲにもなって良いと思う。  

委 員：今まで体験できる機会がなかった。こうした形で参加しやすい機会ができるのは良い。 

 

議案第 28号  岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について        原案どおり承認 

 申請者   岩倉市スポーツ少年団本部 

 事業名   第34回愛知県スポーツ少年団サッカー交流大会西尾張北地区大会 

 目 的   第 34 回愛知県スポーツ少年団サッカー交流大会の予選会であり、団員にスポーツ

の歓びを経験する機会と、サッカーを通じて団相互の交流を深め、地域における団



   

活動の活性化を図る。 

 実施日   平成29年 9月 2日（土）、平成29年 9月 3日（日） 

 開催場所  江南緑地公園 芝生広場 

委 員：岩倉市民以外も対象者であり、開催場所も江南市であるので、江南市への後援名義使用に

ついても申請するのはどうか。 

事務局：開催まで期間もあるので、検討する。 

                                         

5 報告事項 

（学校教育課） 

・6月議会補正予算について可決された 

・モンゴル訪問団との交流について 

・中学生海外派遣の日程について 

・平和派遣の日程について 

（生涯学習課） 

・セントラル愛知交響楽団第23回定期演奏会について 

・スポーツレクリエーション祭について 

・ボウリング大会について 

・生涯学習フェスティバル2017について 

・放課後児童クラブと放課後子ども教室との一体型事業について 

・6月議会補正予算について可決された 

（子育て支援課） 

・夏休みの放課後児童クラブ募集について 

（平成29年 7月行事予定について） 

・予定表のとおり 

（その他） 

 

6 自由討議 

委 員：道徳の授業の時間数はどのくらいか。 

事務局：小学1年生は34時間、2年生以上は35時間となっている。 

委 員：道徳の授業形態がかなり変わると聞いたが、大きく変わることを説明してほしい。 

事務局：従来の授業は、資料を読み取って、当事者の気持ちを考えたり、感想を述べ合ったりする

ことが中心であったが、子どもたちが議論し合い、一緒に問題解決を図ったり、望ましい方向に

ついて、どう合意形成を行うか等、問題解決的な道徳の授業へと変わる。だからといって、従来

もそういった授業をしてこなかったわけではない。教師の授業のやり方によっては、大きく変わ

らないこともある。 

委 員：教科書の手引きを使用すると、どの教師も同じような授業になるのではないか。また、教

わったことを自分の生活に取り組んでいくように子ども達が考えることが必要なことだと思う

が。 

事務局：手引きは今までにもあったが、手引きを使用せず、自分で教材研究に取り組んでいる教師

は、自分で発問し、自分で授業を組み立ててきた。手引きの有無によって、誰もが同じ授業をす

るようになるとは考えていない。 

また、自分の生活に置き換えて、主体的な自覚の場面を作る場面はこれまでにもあったので、

今回の教科化によって、とても大きく変わるとは考えていない。 

委 員：大きく変わることに評価が加わる点があると思う。これまでの通知表に道徳の所見が増え

るということか。 

事務局：通知表については、通知表検討委員会で現在、検討を行っている。高学年では、行動につ

いての所見、総合についての所見、外国語活動についての所見があり、それに道徳の所見が加わ



   

ることは、あまりにも事務作業の負担が大きいので、どういった形にしていくか検討中である。 

委 員：学校訪問の際に道徳の授業を見たが、先生によって、資料やプリントを熱心に作っている

人もいるようだ。使用できる既製のノートがあれば、先生は他のことに時間を使えるようになる

のではないかと感じた。 

委 員：算数や国語は、年間で習得する内容が決まっている。道徳の授業を国語や算数のように進

めるのはどうかと思う。道徳の教科書の内容をすべて授業で行うのには、時間が絶対的に足りな

いのではないか。道徳に答えはないとあり、先生の教え方でかなり違いが出てくるものだと思う。 

事務局：授業数は35時間だが、必ずやらなければいけない徳目はいくつかに決められている。 

委 員：岩倉中学校の修学旅行では、悪天候により新幹線が止まってしまい、バスで帰ってきたと

聞いた。急遽バスを手配したと聞いたがどう対応したのか。 

事務局：旅行には添乗員が同行している。事前にバスは押さえていないが、緊急事態は想定してお

り、体制は整えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録記載事項は、上記のとおり承認し、ここに署名いたします。 

 

平成２９年７月２７日 

 

岩倉市教育委員会教育長                     

 

    岩倉市教育委員                         

 

    岩倉市教育委員                         

 

    作成した職員 

    学校教育課統括主査                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

議  事  録 
会議の名称 平成 29年 7月定例教育委員会 

開催日時 平成 29年 7月 27日(木)9時 30分から 11時 00分まで 

開催場所 市役所7階 会議室7 

出席者(欠席委員) 

説明者 

出席委員：長屋教育長、井上職務代理者、熊沢委員、丹羽委員 

松本委員、江口委員 

説 明 者：教育こども未来部長、学校教育課長、生涯学習課長 

子育て支援課長、管理指導主事、指導主事、学校教育ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

会議の議題 

1 開会 

2 前回会議録の承認 

3 教育長報告 

4 協議事項 

議案第29号  平成 30年度使用教科用図書の採択について (学校教育課)        

5 報告事項 

6 自由討議 

7 閉会 

議事録の作成方法 ■要点筆記  □全文記録  □その他 

記載内容の確認方法 

 

□会議の委員長の確認を得ている 

■出席した委員全員の確認を得ている 

□その他(                ) 

会議に提出された 

資料の名称 

・次第 

・平成29年 6月定例教育委員会会議録 

・議案 

・8月行事予定 

公開・非公開の別 □公開  ■一部非公開（議案第29号については一時非公開とする） 

傍聴者数  5人 

その他の事項 ・議案第29号審議内容は9月 1日から公開とする。 

 
審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）            

1 開会 

教育長：出席委員は6人全員であり、会議は成立しております。これより7月定例会を開催いたし

ます。本日は、5名の方から傍聴の申し出がありましたのでご報告させていただきます。 

会議に先立ちまして、委員の皆様におはかりします。本日の議案第29号、平成30年度使用教

科用図書の採択については、採択権者が自らの権限と責任において適性かつ公正性を確保して行

われる必要があり、静謐な採択環境の確保が必要との考えから、岩倉市教育委員会会議規則第5

条に基づき、秘密会として審議することにご異議ございませんか。また、採択期間が8月 31日

までとされていることから、同議案に係る議事録を平成29年 8月 31日まで一時非公開とするこ

とにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長：異議なしと認めまして、議案第29号については、後程、秘密会として審議し、審議に係

る議事録を平成29年 8月 31日まで一時非公開とします。 

 



   

2 前回会議録の承認 

 平成 29年 6月 29日開催の定例会の会議録について承認を受ける。 

 

3 教育長報告 

教育長：本日は、報告事項が6点あります。 

  1点目について、先日20日に終業式が行われ、各学校とも特に子ども達の大きな事故も無く、

1 学期が無事に終了しました。委員の皆さんには、頻繁に学校へ足を運んでいただき、つぶさに

教育活動をご覧いただきながら、指導、助言をいただきましたことに感謝申し上げます。ありが

とうございました。 

2点目は、中学生の海外派遣についてです。8月 3日から10日までの8日間の行程で、現地で

の宿泊はホテル、ゲル、ホームステイそれぞれ 2 泊ずつを予定しています。派遣団 14 名のうち

男子が6名、女子は8名で、学年は、1年生 3名、2年生 3名、3年生 8名の内訳です。 

3点目は、小中学生の平和派遣事業についてです。今年度は、8月 5日、6日に小学生5名、中

学生 9 名、引率者 3 名の合計 17 名が広島市へ訪問します。子ども達にとって貴重な体験となる

ことを祈っています。この派遣団は 8 月 15 日の平和祈念戦没者追悼式にも参加を予定していま

す。 

4 点目は、夏季休業中の生徒指導関係についてです。夏休みに入る前に各小中学校の校長先生

方に集まっていただき、1 学期の不登校傾向にあった子や、課題、問題のあった子ども達に対し

て、先生方からの声かけ、家庭連絡等をお願いしていました。しかし、夏休みに入ってすぐ、県

内の公立中学校の男子生徒が亡くなる事案がありましたので、改めて学校に、家庭への連絡、児

童生徒への連絡、声かけ、状況把握等をしっかりするように文書にて依頼をしました。 

5 点目は、夏休み中の教員研修の報告とご案内です。岩倉市では本年度も教師力ステップアッ

プ研修と題して、独自の研修会を計画しています。委員の皆さんも関心のあるものがありました

らご参加ください。 

最後 6点目は、夏休み直前に市内小学校の講師が逮捕された事案の現在の状況についてです。

プライベートのこととはいえ、子どもの範となるべき先生の事件であり、大変、遺憾に思ってい

るところですが、警察、県教委とも連携を十分にとりながら冷静に対処していきたいと思います。 

報告は以上です。 

 

4 協議事項 

議案第29号  平成 30年度使用教科用図書の採択について                    

 

                                         

5 報告事項 

（学校教育課） 

・岩倉市教育委員振興基本計画推進委員会評価部会の開催について 

・夏季休業中の行事について 

・中学生海外派遣について 

・小中学生平和派遣について 

・地区懇談会について 

・教育講演会について 

（生涯学習課） 

・放課後キラッキラ教室の報告 

・山車夏祭りについて 

・市民映画劇場について 

（子育て支援課） 

・夏休みの放課後児童クラブの状況について 



   

（平成29年 8月行事予定について） 

・予定表のとおり 

（その他） 

 なし 

 

6 自由討議 

委 員：海外派遣の行程で、これまでの航空路は、ウランバートルへの直行便か北京経由であった 

と思うが、今年がソウル経由の理由は。 

事務局：例年までのチケットの確保が難しかったと聞いている。 

委 員：報告にあった男子中学生の事案について、何か経過は聞いているか。 

事務局：県教委から特に通知はなく、新聞等の報道での情報しか把握していない。今後、全校生徒

への聞き取り調査を行うことは聞いている。 

委 員：海外派遣も平和派遣も例年、男子生徒より女子生徒の参加が多いようだ。学校推薦がある

のか、または個人で手を挙げるのか。 

事務局：個人で手を挙げての申し込みとなっているが、毎年、女子生徒からの申し込みの方が多い。 

委 員：今年の海外派遣はこれまでに比べると男子生徒が増えたようだ。 

事務局：児童会や生徒会でも 20 年程前までは、男子生徒の人数の方が多かったが、現在は、人数

も発言数も女子生徒の方が多く、自分を表現したいという女子生徒が増えていると感じる。こう

した雰囲気は、男性も女性もお互いの良い部分を出し合う男女参画といったことにも社会全体と

して当てはまると思う。 

委 員：先日の大雨で、岩倉市の雨量はそれ程多くなかったが、五条川上流部の激しい降水によっ

て、五条川が溢水した。それによる子ども達の下校に支障はなかったか。一部では、歩道と川の

境が分からないくらいになっていたようだ。 

事務局：子ども達の安全確保のために登下校に職員が付き添う場合もあるが、今回の大雨に関して

は、学校からは特に報告を受けていない。五条川の溢水した時間が午前 11 時頃で、その後、給

食を食べて下校したので、大きな影響はなかったと思う。近隣市町の中には、早々に下校させた

学校もあると聞いた。 

委 員：下校のタイミングによっては逆に危険な場合もあり、判断は難しいと思う。 

委 員：学校では、警報が出たときの対応方法が決まっていると思うが、当時の警報発令の状況は

どうであったか。 

事務局：岩倉市には午前10時 34分に大雨洪水警報が発令され、大雨警報は13時 42分、洪水警報

は 16 時近くに解除された。しかし、警報が出ていない場合でも、学校の立地場所によっては通

学路の浸水等の影響が出る場所もあるので、学校によって対応を判断する場合もある。学校は、

地域のことを一番よく理解しているので、校長の判断を尊重するようにしている。 

委 員：五条川小学校では下校前に教頭が校区内を巡回して、教師が付き添い下校をしたようだ。 

委 員：他県での出来事だが、教師が付き添い下校をしていても突発的なことで子どもが流されて

しまったことがあった。無理に下校させない判断も必要だと思う。 

委 員：放課後児童クラブへ行っている児童の下校はどうなるか。急に帰宅しても保護者は不在だ

と思うが。 

事務局：放課後児童クラブに通う児童の場合は、学校から家庭に連絡をして迎えに来ていただくこ

とになる。仕事をしていると迎え時間に都合を付けられないこともあるので、そうした場合は、

迎えが来るまで学校で待機させており、児童だけで帰宅させることはない。 

放課後児童クラブや保育園では、毎年、天候や事故によって電車が止まったりして、最終の迎

え時間が21時を過ぎることもある。 

委 員：保護者が遠方で仕事をしていると岩倉市内の状況が分からないこともあるではないか。 

委 員：学校は避難所になっているので、食料も備蓄されていると思うが、保育園等はどうか。 

事務局：各小学校には市の防災倉庫もあり、学校独自にも保存しているものがある。保育園では、



   

アクシデントによりお迎えが遅くなってしまうような状況に備え非常食を保存している。 

委 員：先日の報道に、埼玉県所沢市の小学校教師の問題発言について、今、その該当教師を処分

しないでほしいという署名運動が起きているとあった。関連記事も読んでみたが、最初に報道さ

れた内容は、経過の一部分だけが切り取られていたとのこと。しかし、私たちはそうした報道で

しか判断をすることができない。報道の一面性が本当に怖いと思ったし、学校側の対応も非常に

難しいと改めて考えさせられた。 

教育長：報道がどこまで真実を捉えて述べているかということは、これまでにも新聞社と対応して

きたが、表現の仕方等で随分と違いがあるし、誤解されるようなこともある。 

私たちは、岩倉市の子ども達と接していくときは、何が真実かということだけは決して見失わ

ないようにして、きちんと事実関係に基づいて話していくようにしなければいけない。片一方の

意見だけを聞いてとんでもない誤解をする方も結構みえるので、自分たちも十分戒めてやってい

かなければいけないと思う。 

 

教育長：以上で、公開による会議を終了いたします。関係者以外は退室してください。 

（傍聴人退室） 

教育長：それでは、議題 4 協議事項 議案第 29号平成 30年度使用教科用図書の採択について、

先に説明させていただいたとおり、秘密会として審議を行います。 

 

＜ 午前１０時１７分  秘密会 開会＞ 

＜ 午前１１時００分  秘密会 閉会＞ 

 

教育長：以上で秘密会を閉会します。他にご発言がないようですので、以上で平成 29 年 7 月定例

教育委員会を閉会します。 

 

 

 

 

 

 

 

会議録記載事項は、上記のとおり承認し、ここに署名いたします。 

 

 

平成２９年８月２４日 

 

岩倉市教育委員会教育長                     

 

    岩倉市教育委員                         

 

    岩倉市教育委員                         

 

    作成した職員 

    学校教育課統括主査                       

 

 

 

 



   

議  事  録  
会議の名称 平成 29年 7月定例教育委員会 

開催日時 平成 29年 7月 27日(木)9時 30分から 11時 00分まで 

開催場所 市役所7階 会議室7 

出席者(欠席委員) 

説明者 

出席委員：長屋教育長、井上職務代理者、熊沢委員、丹羽委員 

松本委員、江口委員 

説 明 者：教育こども未来部長、学校教育課長、生涯学習課長 

子育て支援課長、管理指導主事、指導主事、学校教育ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

議事録の作成方法 ■要点筆記  □全文記録  □その他 

公開・非公開の別 □公開  ■一時非公開 

その他の事項 平成29年 9月 1日から公開とする。 

 
審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）            

4 協議事項 

議案第29号  平成 30年度使用教科用図書の採択について                    

① 現在使用している教科書の採択について説明                 採択 

② 道徳の教科書の選定について説明                      採択 

 

 

委 員：尾張西部教科用図書採択協議会での議事録に、評価表に二重丸が２つ付いている教科書会

社が３社あったと記述されていたが、それがどの会社であるかが分かると、自分の採択基準との

相違が分かり易くて良いと思った。 

委 員：現場の教師は、教科書だけではなく、教科書に合わせた独自のプリント教材を自分で作成

して授業を進めていた。教科書に付随する別冊ノートがあれば、教師の手間が省けて、少しでも

負担軽減につながると考えていたが、議事録には、「別冊ノートがあると学習が硬直化する懸念

がある。」との記述があった。学習の硬直化とはどういったことであるか。 

事務局：学習の硬直化とは、別冊ノートに書かれている質問内容や授業の流れに縛られてしまい、

教師自身のオリジナルティのある授業が出来なくなってしまうということ。光村図書には、別冊

ノートがなく、応用できるワークシートが付いていて、教師の自主性や工夫による授業ができる

という点が評価されている。 

委 員：議事録に、「４つの視点のバランスが良いが、配列にかける。」とあるが、バランスと配列

とはどういったことか。 

事務局：４つのバランスとは、防災教育や環境教育、キャリア教育等といった内容項目に偏りがな

く、上手にバランスよく網羅されているこという意味であり、配列とは、教材の順番のことをい

う。光村図書で強調されていたのはユニット化という点で、生命尊重やいじめ問題等、特に重要

だという内容項目については、ユニット別に数時間単位で重点的に学習できるように工夫されて

いる。また、目次にもユニット毎に色別の表示がされている。 

委 員：光村図書は、４つのユニットから主題別に枝分かれして、さらに教材が分けられている。 

委 員：道徳の授業は、そのクラスの雰囲気や状態によって、深めたい部分が違ってくると思う。 

委 員：別冊ノートが使いづらいと思った。あらかじめノートに書かれている質問に振り回される

というか、別の視点からの切り口で進めたくても別冊ノートも埋めなければならず、内容が偏っ

てしまうと思う。光村図書の教科書は、サイズが小さく、また、コラム欄の字数が多いと感じた。

教材としては、身近なことが取り上げられており、学習を深め易いのではないかと思う。生命の

尊重や、公平、公正といったような学習は、日常から遠い話で考えていても、なかなか子ども達



   

の心には響かないので、できるだけ自分に近い問題で悩ませたいと思う。 

委 員：どの教科書会社でもいじめ問題を取り上げている教科書は概ね良い評価を得ており、やは

り、今の時代の状況もあると思う。 

道徳の授業は、教科書１冊を１年間で全部学習させるというよりは、教師の裁量権で部分的に

選択した教材を取り上げても良いのではないかと思うし、評価もそういったものではないか。他

の教科とは違い、教材が少ないといけないということはなく、教材それぞれの膨らまし方があり、

取り上げた教材の数が評価の対象になるとは思わない。学習のバランスと硬直化は紙一重で、教

師の思い、裁量権があっても良いのではないかと考える。 

教育長：教育委員会としても、教科書にある教材を全てやらなければいけないとは考えておらず、

教科書を活用しながら、自分がやりたい適切な教材があれば取り上げてもいいし、あるいは今ま

での教科書で使いたい教材があれば使っても良いという姿勢でいる。 

委 員：少し危惧するのは、教師個人の価値観で、随分と偏った授業をされた場合、子ども達の学

習も偏ってしまうことがあるかもしれないということ。 

事務局：そうした危惧もあるので、丹葉地区全体としても、また市としてもある程度の教育課程や

カリキュラムを組み、それに準じて進めていかなければいけないと思う。これは他の教科でも同

じである。そうしたことは、学校訪問等でチェックしていくことになるだろう。 

委 員：光村図書の教科書は、縦書きにポリシーを持っているとの印象を持った。他社の教科書は、 

 縦書きや横書きが混在しており、低学年では、どこを読めばいいのか目の位置に困ることがある

のではないかと想像できる。 

内容については、家族への愛、感謝の項目に父親を取り上げた教科書会社があったが、今は、

母子家庭も増えており、たとえ絵本の読み聞かせでも父親を取り上げているものには気を使う。

父親のいない子どもは、どのクラスにもいると思うので、道徳の教科書にそれを取り上げるのは

いかがなものかと感じた。他の教科書会社は、祖母や動物等を教材としている。 

学研の教科書は、アニメチックな挿絵が多く、また、教材として取り上げている人物に今、話

題の人が多いと思った。今、話題になっている人が数年後にはどうか、という不安を感じた。 

また、最近はアニメがブームで、アニメチックな挿絵は子どもには印象が良いのかもしれない

が、少し子どもに媚びた挿絵ではないか、内容と挿絵があまり合っていないのではないかと思っ

た。教科書の挿絵と文のバランスはとても大事だと考えている。 

東京書籍と廣済堂あかつきは、スポーツ選手としてイチローを取り上げていたが、同じイチロ

ーでも東京書籍は打率のこと、廣済堂あかつきはグローブのことと違う視点から取り上げてい

た。野球のルールを知らない子もいるので、打率についての説明から必要になると教材として扱

うのは難しいのではないかと思った。 

委 員：どこの教科書会社の教科書にも胸を打つ教材があり、たとえば、廣済堂あかつきの「魚の

世界」や「時計台の鐘」、光村図書の「祖母のりんご」は特に心に響いた。また、震災の話を取

り上げているところがいくつかあったが、震災は、忘れてはいけない、残していかなければいけ

ない、学ばせていただくための教材であると思った。どの教科書にも良いものがあるが、全体的

に光村図書の教科書は、情報量があり、纏まっているように思った。 

委 員：挿絵が他の教科書と違い、また、一見すると国語の教科書のように見えたのが光村図書の 

教科書であった。 

委 員：すべての教科書に感じたことだが、昔からある文章や作家等が書いた教材を取り上げてい

るものは面白みがあるが、教科書の編集委員が書いたものはどちらかというと面白みがない。な

ぜかというと、新しいものには、これがいけないとか、こうしなければならない等、結論を書い

てあるものが多いから。結論を書くことは、作者側にとっては楽だが読み手側には面白みを感じ

ないし、結論が書いてあると考え方の押し付けになってしまうのではないかと思う。「人によっ

て感じ方は違うんだよ」と子ども達の考え方を広げていく、自分自身で考えさせることができる

ような教材のほうが興味深い。 

教育長：さまざまに解釈できる、深い読みを追及できる、結果だけではなく周りからいろいろなも



   

のを想像しながら夢が描ける等、そういう部分がたくさんあるのは、やはり昔から選ばれてきた

教材の良さなのかもしれない。 

委 員：教科書会社の中の１社だけ、「これに答えはないんだよ。」と書いたものがあったが、それ

が道徳で学ぶ一番大事なものだと思った。子ども達には、最低限、守らなければいけないことは

教えていかないといけないと思うが、状況によっても選択肢は違ってくる。そういったことを教

えることが一番良いのではないかと思う。 

委 員：光村図書は見た目が読みやすい。ただ、教材に「世界にひとつだけの花」が取り上げられ

ていたが、この内容に関しては結論の押し付けのように感じた。 

事務局：尾張西部教科用図書採択協議会での選定結果は、光村図書であったが、この結果を受けて、

全員一致で光村図書を採択決定としてよろしいか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

 

 

 

 



   

議  事  録 
会議の名称 平成 29年 8月定例教育委員会 

開催日時 平成 29年 8月 24日(木)9時 30分から 11時 00分まで 

開催場所 市役所7階 会議室7 

出席者(欠席委員) 

説明者 

出席委員：長屋教育長、井上職務代理者、熊沢委員、丹羽委員 

松本委員、江口委員 

説 明 者：教育こども未来部長、学校教育課長、生涯学習課長 

子育て支援課長、管理指導主事、指導主事、学校教育ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

会議の議題 

1 開会 

2 前回会議録の承認 

3 教育長報告 

4 協議事項 

議案第30号  岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について(生涯学習課) 

議案第31号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結 

       果並びにその公表に関することについて     (学校教育課) 

協議題 岩倉市小中学校教職員多忙化解消方針について  （学校教育課） 

5 報告事項 

6 自由討議 

7 閉会 

議事録の作成方法 ■要点筆記  □全文記録  □その他 

記載内容の確認方法 

 

□会議の委員長の確認を得ている 

■出席した委員全員の確認を得ている 

□その他(                ) 

会議に提出された 

資料の名称 

・次第 

・平成29年 7月定例教育委員会会議録 

・議案 

・9月行事予定 

公開・非公開の別 ■公開  □非公開 

傍聴者数  0人 

その他の事項  

 
審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）            

1 開会 

教育長：出席委員は6人全員であり、会議は成立しております。これより8月定例会を開催いたし

ます。 

 

2 前回会議録の承認 

 平成 29年 7月 27日開催の定例会の会議録について承認を受ける。 

 

3 教育長報告 

教育長：本日は、報告事項が7点あります。 

  1点目について、夏休み期間中の教員研修についてです。先日8月 21日に市の教育研究会と生



   

徒指導推進協議会の合同による防災関係の講演会を開催しました。東京学芸大学の教授をお招き

し、防災教育のあり方というテーマで、危険予知や回避能力の育成について講演していただきま

した。研修会には、市内各小中学校の教員が多く参加しました。 

2点目は、平和派遣事業についてです。8月 5日、6日に児童生徒を広島に派遣しました。先日、

その派遣報告会がありましたが、子ども達が現地へ行き、実際にその目で見て、たくさん心に留

めたこと等をまとめましたので参考にご一読ください。 

3点目は、中学生の海外派遣事業についてです。8月 3日から10日までモンゴルへ派遣しまし

たが、明日、報告会が行われます。また、9 月には国際交流協会の報告会も行われますのでよろ

しければご参加ください。 

4 点目は、8 月 2 日に実施しました子ども人権会議についてです。各学校で行っている人権尊

重の取組の報告と、カウンセラーを講師に招いたピアサポート研修を行いました。 

5 点目は、市内小学校の講師が逮捕された事案の現在の状況についてです。今後、処分等につ

いては粛々と進めてまいります。 

6点目は、9月議会の会期です。8月 28日から9月 26日までの日程となっています。 

最後 7点目です。今年度から学校閉校日を実施しましたが、大きな戸惑いや混乱等も無く、無

事に終了することができました。来年度以降も継続していきたいと思います。 

さて、子ども達ですが、今日現在のところ、無事に夏休みを過ごしているようです。このまま、

新学期を無事に迎えてほしいと願っています。 

報告は以上です。 

 

4 協議事項 

議案第30号  岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について        原案どおり承認 

申請者   彩音 

 事業名   （仮）われら岩倉育ち「ＪｏｙＪｏｙコンサート」 

 目 的   邦楽と洋楽のコラボレーションで楽しめる曲を演奏 

 実施日   平成29年 11月 25日（土） 

 開催場所  市民プラザ 多目的ホール 

委 員：収支予算書にもあるが、市民プラザのピアノの使用料は他と比べて高くはないか。会場使

用料は減免されるが、ピアノ使用料は減免されないのでさらに高く感じる。 

 

議案第 31号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果並びにその公表に関 

することについて                     原案どおり承認 

委 員：評価者に専門の大学教授が入ることにより、これまで以上に広い見方ができていると思う。 

委 員：放課後児童クラブと放課後子ども教室との合同開催について、先日の1週間の試行期間で

気づいた問題点や課題があれば教えてほしい。 

事務局：課題として、一つ目は、雨が降った日の教室の開催について、参加者の保護者から開催の

有無について連絡がほしいとの要望があった。どのように開催の有無を判断して、参加者へどの

ように連絡をするかが課題である。 

二つ目は、放課後子ども教室に参加する児童の移動には、先生方の協力が必要不可欠であると

いうこと。行政側は、参加する子ども達の顔と名前が一致しないため、参加の目印としてリボン

を付けてもらうようにしているが、付け忘れているとどの児童が参加者かが分からなかった。先

生との協力体制を確立しておかなければいけないと再認識した。 

三つ目は、運動を行う場合には、気分が悪くなったり、怪我をしたりする子がいる。そうした

場合の対応方法についての検討が必要であると分かった。 

今回の試行には、職員を多数配置して取り組んだが、地域の方にそれだけの人数をお願いしよ

うとすると難しいと思う。そうした点についても今後検討していかなければいけないと思った。 

委 員：放課後子ども教室の目的は、子どもの居場所作りなのか。児童館には自由に遊びに行くこ



   

とができるはずだが、それでも居場所が足りないのか。 

事務局：児童館は、小学校から離れた位置にある。放課後子ども教室は、小学校の敷地内で行うの

で、安全が確保され、なおかつ時間を有効的に使える利点がある。 

委 員：現在、土曜日に開催している放課後子ども教室を将来的には毎日実施するということか。 

事務局：そのように計画している。 

委 員：報告書に記載されている行政の縦割りを無くすという点について、放課後児童クラブは有

料で、放課後子ども教室は無料で実施されている。予算も含めて、市民にはそうした違いが分か

りづらいと思う。 

自治体によっては、放課後児童クラブを民間委託しているところがある。委託できれば学校側

の負担が少なくなると思うが、自治体の規模にもよると思うので、岩倉の実情にあったやり方が

必要かと思う。 

委 員：放課後児童クラブと放課後子ども教室の活動内容の違いがよく分からない。 

事務局：放課後子ども教室は、授業が終わってから夕方の時間までの開催で、放課後児童クラブよ

り時間は短い。また、保護者の就労要件等が必要な無く、誰でもいつでも参加できるので、参加

者が毎日違うこともある。参加者の中には、放課後子ども教室が終わってから、放課後児童クラ

ブへ通う場合もあると思う。 

委 員：放課後児童クラブでは、宿題をする時間や遊ぶ時間があり、おやつを食べたりもしている。

放課後子ども教室は、参加者を集めるにはメニュー等に魅力がなければいけないと思う。 

委 員：日本語能力試験の合格者数の記載があるが、外国籍の生徒の高校進学状況はどのようか。

また、進学しない子の進路はどのようか。母国へ帰る子もいるのか。 

事務局：国へ帰る子はほとんどいない。普通高校へ進学する子はごく一部で、定時制の高校へ進む

生徒が多く、進学しない子は就職することになる。 

教育長：日本語能力検定や漢字検定は、生徒たちが社会へ出て行く際、有るか無いかで随分と違っ

てくるので、積極的に検定を受けてさせて生徒自身のモチベーションを上げるようにしている。  

以前は、公立高校へ進学する子がほとんどいなかったが、最近は、公立高校、また、私学や専

門学校、定時制等へと進んでおり、今後、こうした子ども達が岩倉市の市民としてしっかりとし

た構成員になっていくと思う。 

委 員：タガログ語を使用する児童生徒や保護者の対応についてだが、最近まではポルトガル語圏

の人口の増加が大きいと認識していた。今後はタガログ語に対応する人材を採用していくのか。 

事務局：タガログ語の対応については、今年度、臨時職員を採用した。今後も同様にタガログ語圏

の人口が増加していくのかは分からないが、ポルトガル語圏の人口増加は変わらずに増加傾向に

ある。 

委 員：いじめ問題の防止に関する取組について、ほっとメールやほっとテレフォン等、相談しや

すい環境づくりが必要とあるが、現状はどうなっているか。また、学校現場でのそうした取組は

可能なのか。 

事務局：大きな自治体では市で組織を作り、取り組んでいるところもあるが、岩倉市の規模では難

しいと考える。県や関係機関が行っている窓口等の周知や啓発を中心に進めたいと考えている。 

委 員：相談する側には保護者も含まれるのか。 

事務局：保護者も含んでいる。児童生徒や保護者にとっては、直接会って話すより、時間に関係な

く相談できるメールの方が利用し易いのかもしれない。 

委 員：携帯電話の学校へのレンタルについて、学校現場では、緊急時の連絡に私的な携帯電話を

使ってはいけないという決まり等はあるか。 

事務局：教員個人の携帯電話を使ってはいけないという学校のルールは無いし、実際に使用もして

いる。しかし、児童生徒への家庭への連絡等は校務であり、それに私的な携帯電話を使用するの

は正しいとは言えない。今後、条件さえ整えば、携帯電話等を全教職員に貸与できることが望ま

しいと思う。 

委 員：私的な携帯電話を使用するとプライベートにまで連絡が入る可能性もあり、使用は避ける



   

べきだと思う。 

委 員：全教職員への貸与は難しくないか。 

教育長：現場の要望も強いので、できるだけ貸与したいと考えている。 

委 員：子どもと親の相談員の活動内容に学習支援とある。今でも少人数指導や特別教育支援員が

配置されており、これ以上、子どもと親の相談員が学習の支援を行う必要があるのか。 

事務局：子どもと親の相談員による学習支援は、授業内容を教えるという役割というより、子ども

達の気持ちを安定させるという意味が強い。不登校傾向の子が教室に入りづらい時、一緒に教室

まで行って寄り添うといったケース等がそれにあたる。学習支援というよりも心の支援を行って

いる。相談員の活動は学校によって状況も違うが、相談が無くても日常的に子ども達の中に入っ

て行き、気になる子がいる場合は担任等に伝えることも行っている。 

 

協議題 岩倉市小中学校教職員多忙化解消方針について   

委 員：小学校より中学校の勤務時間が多いのは部活動の影響があるのか。 

事務局：早朝練習や土曜日、日曜日の練習等もあるので、小学校よりは多くなる理由の一つとなっ

ている。 

委 員：在校時間が80時間を超過した教員は、翌月には改善に努めたりしているのか。まずは意 

 識改革が必要ではないか。 

教育長：これまでのように学校に長く残っている教員が熱心な教員であるというような風潮は変え

ていかなければいけないと感じている。在校時間が長い教員には、その理由をしっかりと説明で

きるように指導していく必要がある。教員が働きやすい環境を整えなければいけない。 

委 員：日本は学校が勉強も運動も生活指導もすべてをやるという風潮があるが、運動系の部活動

でも強くなりたい子は、部活動ではなくクラブチームに月謝を払って行く子もおり、その子その

子の選択肢があるのではないか。 

委 員：学校での部活動の意味はいろいろあると思う。教室では目立たなくても部活動の中で光る

ことができる子もいて様々だと思う。 

                                   

5 報告事項 

（学校教育課） 

・9月議会について 議案として補正予算、教育委員会委員の選任 

（生涯学習課） 

・9月議会について 議案として補正予算 

・市民映画劇場について 

・総合体育文化センター指定管理者自主事業 体脂肪コンテストについて 

・移動式バスケットゴールの更新について 

（子育て支援課） 

・9月議会について 議案として補正予算 

・子ども子育て会議の中間報告について 

・保育園の全体計画について 

（平成29年 9月行事予定について） 

・予定表のとおり 

（その他） 

 なし 

 

6 自由討議 

委 員：野寄児童遊園の拡張はいつ完成するか。また遊具等の更新はどうか。 

事務局：年度内に完成する予定。遊具は既存のものはそのままで、既設ベンチの移設と鉄棒の新設

を予定している。 



   

委 員：五条川小学校の放送スピーカーについて、老朽化が原因なのか騒音のようだと地域の方か

ら意見があったのでお伝えする。対応はどのようか。 

事務局：他の小中学校でも経年劣化が進み、更新が必要な設備があるので、優先順位を考えながら

改修計画を検討している状況である。 

教育長：他にご発言がないようですので、以上で平成29年 8月定例教育委員会を閉会します。 

 

 

 

 

 

会議録記載事項は、上記のとおり承認し、ここに署名いたします。 

 

 

平成２９年９月２８日 

 

岩倉市教育委員会教育長                     

 

    岩倉市教育委員                         

 

    岩倉市教育委員                         

 

    作成した職員 

    学校教育課統括主査                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

議  事  録 
会議の名称 平成 29年 9月定例教育委員会 

開催日時 平成 29年 9月 28日(木)9時 30分から 10時 55分まで 

開催場所 曽野小学校 

出席者(欠席委員) 

説明者 

出席委員：長屋教育長、井上職務代理者、熊沢委員、丹羽委員 

松本委員、江口委員 

説 明 者：教育こども未来部長、学校教育課長、生涯学習課長 

子育て支援課長、管理指導主事、指導主事、学校教育ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

会議の議題 

1 開会 

2 前回会議録の承認 

3 教育長報告 

4 協議事項 

議案第32号  岩倉市教育振興基本計画推進委員会委員の委嘱について 

(学校教育課) 

5 報告事項 

6 自由討議 

7 閉会 

議事録の作成方法 ■要点筆記  □全文記録  □その他 

記載内容の確認方法 

 

□会議の委員長の確認を得ている 

■出席した委員全員の確認を得ている 

□その他(                ) 

会議に提出された 

資料の名称 

・次第 

・平成29年 8月定例教育委員会会議録 

・議案 

・10月行事予定 

公開・非公開の別 ■公開  □非公開 

傍聴者数  0人 

その他の事項  

 
審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）            

1 開会 

教育長：出席委員は6人全員であり、会議は成立しております。これより9月定例会を開催いたし

ます。 

 

2 前回会議録の承認 

 平成 29年 8月 24日開催の定例会の会議録について承認を受ける。 

 

3 教育長報告 

教育長：本日は報告事項が5点あります。 

1 点目は小学校の運動会、中学校の体育大会についてです。先日、無事に終了いたしました。

委員の皆様には、それぞれご参加いただきありがとうございました。 

南部中学校の体育大会については、応援合戦が終わった後、中断もありましたが、応援合戦で



   

は、中学生のエネルギーの凄さが感じられて良い体育大会であったと思います。 

小学校では今年、岩倉東小学校と曽野小学校が農業用の遮光ネットを利用した暑さ対策を行い

ました。子どもたちもこれまでに比べて随分と過ごしやすかったのではないかと思います。委員

の皆さんもお気づきの点がありましたら、また教えていただきますとありがたいです。 

2点目です。9月議会が8月 28日から始まり9月 26日で終了しましたのでご報告します。 

3点目は10月 1 日に岩倉北小学校で行う市民体育祭についてです。今年は第50回の記念大会

ということで、ダンスの世界大会で入賞したチームにパフォーマンスをしていただきます。 

4 点目は、8 月に実施した学校閉校日についてです。とくに大きな混乱も無く終えることがで

きました。 

5 点目は、9 月から始まった学校給食の食物アレルギー対応についてです。本日は、卵の除去

食の提供日であるので、配膳や無配膳等の対応の様子をご覧いただきたいと思います。 

報告は以上です。 

 

4 協議事項 

議案第32号  岩倉市教育振興基本計画推進委員会委員の委嘱について   原案どおり承認 

                                  

5 報告事項 

（学校教育課） 

・9月議会 教育委員の選任、補正予算について可決された 

・岩倉市学校施設長寿命化計画について 

・食物アレルギー対応について 

（生涯学習課） 

・9月議会 補正予算について可決された 

・セントラル愛知交響楽団ポップスコンサートについて 224名来場 

・市民芸術劇場について 

・第 12回愛知県市町村対抗駅伝大会について 

（子育て支援課） 

・9月議会 補正予算について可決された 

・五条川小学校での放課後児童クラブ教室施設建設工事について 

・平成30年度保育園入園受付について 

（平成29年 10月行事予定について） 

・予定表のとおり 

（その他） 

・日本語・ポルトガル語適応指導教室の公開授業について 

・岩倉市総合教育会議の日程について 

 

6 自由討議 

委 員：神奈川県の公立中学校における給食の食べ残しの件について、その中学校の給食は、いわ

ゆる弁当のデリバリーというものなのか 

事務局：業者から弁当が配送されるもの。業者は利益を上げるためにコストを下げている。 

委 員：給食費についても報道されていた。岩倉市でも給食費というのは基本的には材料費のみで、

本来は1食分に対して光熱水費等の経費や人件費等の相当な費用がかかっている。報道では、給

食費は保護者が負担をしていると言っているが、本来、保護者が負担しているのは材料費の部分

のみであるということを知らない人が多いと思う。 

委 員：最近は少し恵まれ過ぎてすぎていて、いくら給食がまずいと言ってもあれほど残すのはど

うかと思う。それも教育ではないか。また、まずいと言って残すことを公表することもどうかと

思うが。 



   

委 員：周りに合わせてまずいと言ってしまう子もいるようだし、きちんと食べている子もいるよ

うだ。 

教育長：給食については、自校式、センター式、給食と弁当との選択制等、自治体によって様々だ

が、子どもの食については、本来、親が責任を持つものと考える。戦後に給食が始まったが、現

在では、食べさせてもらうことが当然のことと捉えられている。 

委 員：レストラン等、食事に対する高級志向の影響か、人に作っていただいているという感謝の

気持ちが薄れているのではないかと思う。 

委 員：給食にどのくらいのレベルを求めているのかが疑問だ。 

委 員：竜巻注意報の件について、学校での対応方法はどうなっているか。 

事務局：竜巻注意報についてのルールは決めておらず、学校対応としている。竜巻注意報は実際に

発生する確率がかなり低く、注意報が出たからと言って避難や帰宅等の対応をとるのは難しい。 

委 員：小学校の運動会で、組立て体操を無くしていく方向性はあるのか。 

教育長：組立て体操の価値は認めているが、安全についてよく考え、児童の現状を見たうえで判断

するように指示している。 

事務局：最近は組立て体操というよりも組体操を実施している。 

委 員：小学校の運動会を見たが高さは無くても動きが大きく、十分凄かった。 

委 員：指導する教員の工夫がすごいと思った。 

委 員：岩倉東小学校の遮光ネットはどういった経過で導入したのか。 

教育長：雑誌等に掲載されていたので、現物を取り寄せて校長会で紹介した。今までのテントにあ

った風で飛ばされるという点と空気が籠るという点が改善された。設置には、これまでのテント

の骨組みを利用する。作業は大変だと思う。 

委 員：曽野小学校は、子どもたちが南向きに座っているので、今回の遮光ネットはとても良かっ

たと思う。保護者の方からも、親は日陰に座っているのに子どもはかわいそうだと昨年まで思っ

ていたが、今年は良かったと言っていた。今後、他の学校でも増えていくと良いと思った。 

教育長：設置にはＰＴＡの方にもかなり協力していただいている。曽野小学校では1週間ほどかけ

て、順番に組み立てていった。暑さ対策については、運動会の実施時期等の検討も必要かと思う。 

委 員：近頃は春先に運動会を行うところもあるようだ。 

委 員：運動会を見ていて感じたことだが、運動会では走ることが大変苦手な子もいて、そうした

人より遅れている姿を大勢の人の前で見せてしまうのはどうかと感じた。これほど能力の差を大

勢の前で見せつけるような場面は他にはない。タイムが近い子同士を組ませるような配慮をして

いてもやはり遅い子は遅い。見ている親はつらいだろうなと考えてしまう。 

委 員：全員リレーでは遅い子を真ん中に入れる等の工夫をしている。遅くても平気な子もいるし、

悲しく思う子もいて、やはり本人の気持ちの持ち方だと思うが。 

委 員：悲しく思う子どもへの言葉がけは大事だと思う。 

教育長：それぞれ、力を発揮する場面はあり、芸術的才能を発揮する子もいれば、違うパフォーマ

ンスで魅せられる子もいる。学校というのは指導を行い、その指導の成果がどれほどかというの

が授業である。運動会でもその日限りの一発勝負というのであればやる意味は無いと感じるが、

日頃の学習成果を出すところだと考えている。 

事務局：非常に難しい問題だと思う。学校というのは子どもたちの良さが光る場面でもあるが、い

ろんな場面で絶えず優劣というのが目に見える場面でもある。例えば、絵を一斉に貼ると上手な

子もいれば下手な子もいて評価の目にさらされる。習字を貼っても同じだし、歌を歌っても同じ

ことで、絶えずそういう場に子どもたちがいるということを指導者は常に頭の中に入れておかな

ければいけないと思う。運動会の場面でどうしても傷ついてしまう子もやはりいると思うが、そ

うした子を1年間の中でどう育てていくのか、どうフォローしていって、伸ばしていくのかとい

うことを常に頭の中に考えていないと、つらい思いをする子は常につらい思いをし続けるという

苦しい学校生活になってしまうと思う。全部を平等になるように配慮するのは不可能だと思うの

で、その分をどう補うかということに頭を使っていかないといけないのではないかと思う。 



   

事務局：子どもが今の自分の状況に劣等感を持たないように努力をしていることや、昨日より少し

でもできるようになるよう、教員はそうした支援を心掛けている。別の場では、その子が光るよ

うに配慮したり、また、周りの子がそうした子を馬鹿にしたりすることがないように努めている。 

委 員：足の遅い子は、走ることだけを捉えたら嫌かもしれないが、運動会トータルで考えれば楽

しいこともあるかもしれない。運動会を休んでしまうというのでは困るが。 

教育長：他にご発言がないようですので、以上で平成29年 9月定例教育委員会を閉会します。 
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議  事  録 
会議の名称 平成 29年 10月定例教育委員会 

開催日時 平成 29年 10月 26日(木)9時 30分から 10時 50分まで 

開催場所 五条川小学校 

出席者(欠席委員) 

説明者 

出席委員：長屋教育長、井上職務代理者、熊沢委員、丹羽委員 

松本委員、江口委員 

説 明 者：教育こども未来部長、学校教育課長、生涯学習課長 

子育て支援課長、学校教育ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

会議の議題 

1 開会 

2 前回会議録の承認 

3 教育長報告 

4 協議事項 

議案第33号 岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について 

(生涯学習課) 

議案第34号 岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について 

(生涯学習課)  

5 報告事項 

6 自由討議 

7 閉会 

議事録の作成方法 ■要点筆記  □全文記録  □その他 

記載内容の確認方法 

 

□会議の委員長の確認を得ている 

■出席した委員全員の確認を得ている 

□その他(                ) 

会議に提出された 

資料の名称 

・次第 

・平成29年 9月定例教育委員会会議録 

・議案 

・11月行事予定 

公開・非公開の別 ■公開  □非公開 

傍聴者数  0人 

その他の事項  

 
審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）            

1 開会 

教育長：出席委員は6人全員であり、会議は成立しております。これより10月定例会を開催いた

します。 

 

2 前回会議録の承認 

 平成 29年 9月 28日開催の定例会の会議録について承認を受ける。 

 

3 教育長報告 

教育長：本日は報告事項が3点あります。 

1点目は丹葉地方教育事務協議会においての協議事項の報告についてです。 



   

従来、小学校では入学式の翌日に始業式を開催してきましたが、平成 30 年度は土日の関係で

始業式が9日になってしまうことから、入学式と始業式を同日に開催してはどうかとの提案がさ

れていました。そのことについて、開催日を市町の教育委員会ごとに決めてよいとの話もありま

したが、尾張地方は元々、入学式を1日設けて丁寧に行ってきた経過もありますので、この地域

では統一することとして、入学式は6日、始業式は9日とすることで昨日、協議会において承認

されました。    

また、小学校の陸上運動記録会についてですが、例年7月頃から選手の選抜を行い、授業後の

練習や全校での応援等、かなりの時間を要した活動ですが、今、授業の時間数が足りないと言わ

れる中で、教職員の働き方改革や多忙化解消の面も含めながら、運動記録会の継続について、こ

の半年間、ずっと論議してきました。その結果、平成 30 年度より陸上運動記録会は廃止すると

の結論に至りましたのでご報告します。 

2点目です。先日、第50回市民体育祭が無事に終了しました。ご協力いただきありがとうござ

いました。 

3 点目はＭＯＡ美術館による美術展についてです。10 月 21 日、22 日に行われました。小学生

の絵画、書写、合わせて790点の作品の応募があり、ボランティアにより盛況に行われました。

子どもたちが出展したものは全員分を展示するということで、意義のある美術展だと思います。 

報告は以上です。 

 

4 協議事項 

議案第33号  岩倉市教育委員会後援名義の使用について          原案どおり承認 

申請者   日本環境マネジメント株式会社 

 事業名   「林家三平独演会」 

 目 的   笑点大喜利メンバーの林家三平師匠を招聘した独演会を開催する。地元のホールで

気軽に楽しく笑っていただける催し物を開催することで、市民の文化振興と市民福

祉の増進に寄与することを目的とする。 

 実施日   平成30年 2月 25日（日） 

 開催場所  岩倉市総合体育文化センター 多目的ホール 

委 員：今回の申請者が先日、コンサート事業を実施した際、参加者が少なくて自主財源がかなり 

必要になったと思う。今回の収支予算表にも収入源はチケットの売上金のみとなっているが収支 

は大丈夫なのか。 

事務局：今回の収入もチケットの売上金のみであるが、今回はチケット販売を役所の関係機関以外 

 にチケット販売所へも委託して販売を予定している。 

委 員：同じく、前回の事業の際、乳幼児の入場に関して何も記載がなく、子どもの声が結構うる 

 さかったとの意見があった。今回は落語なのでよほど大丈夫だと思うが、必要があれば入場に 

ついてある程度決めておかないといけないのではないか。 

事務局：今後の課題として対応していく。 

 

議案第 34号  岩倉市教育委員会後援名義の使用について          原案どおり承認 

申請者   日本環境マネジメント株式会社 

 事業名   「スポーツクリニック・バドミントンセミナー」 

 目 的   オリンピック日本代表で大学男子バドミントン部の監督と部員を招聘し、スポーツ

少年団に所属するバドミントン経験者を対象にバドミントンセミナーを実施する。

競技に対する取組姿勢や技術指導を通して子どもたちの心と体の育成に寄与する

ことを目的とする。 

 実施日   平成29年 12月 9日（土） 

 開催場所  岩倉市総合体育文化センター アリーナ 

委 員：対象者がスポーツ少年団に所属する経験者とある。かなり限定的であるが初心者では、つ



   

いていけない内容なのか。 

事務局：技術指導ではコートを使用するため、人数については50人程度が限界だと判断している。

また、技術的なことを専門的に教えてもらえるということでいろいろと検討した結果、対象者は

バドミントン経験者に限ったとのことである。 

委 員：限られた人数と対象者であるなら、わざわざ教育委員会の後援を申請しなくてもよいので

はないか。 

委 員：現在、バドミントンのスポーツ少年団に所属するのは何名程か。過去に所属していた人は

対象とはしないのか。 

事務局：はっきりとした人数はわからない。また、当日、所属している全員が参加できるとも限ら

ない。現時点で所属する人を対象としている。 

委 員：市内の中学校にバドミントンの部活動はあるのか。 

事務局：バドミントン部はない。 

委 員：現在、活動している人でないとラケット等も持っていないし、ルールも知らない。今回の

セミナーのレベルを考えると現役でやっている人でないと参加は難しいのではないか。 

委 員：初心者を対象とするなら、スポーツ少年団やバドミントン協会が普及や会員募集のために

自分たちがコーチとなって初心者教室を開くのがよいと思う。 

委 員：今回のセミナーは、技術を向上させるには非常に良い機会だと思う。指導者にとってもこ

ういう機会はやはり欲しい。ただ、所属する人数がどのくらいいるのかは気になる点で、参加し

たくても、人数からあぶれてしまってはかわいそうだと思う。 

事務局：募集人数は、スポーツ少年団に所属する子どもたちの人数から想定したものでなく、指導

者側が対応できる人数として設定されている。 

委 員：大人でもバドミントンは盛んに行われているので、募集人数が子どもで埋まらないときは

参加したい人もいるのではないか。 

教育長：開催要領には、「スポーツ少年団等」と記載されているので、体育協会に所属する大人も

参加できるのではないかと思う。 

委 員：技術指導等は参加者が多くなれば、一人にかけられる時間が短くなるだけで、多すぎて困

るということはないのではないか。 

委 員：多くの人にバドミントンに関心を持ってもらう目的であれば後援を許可しても良いと思う

が、力の底上げが目的ならば、教育委員会の後援がなくてもよいのではないかと感じた。 

委 員：今回は、岩倉市としてこうしたレベルの高い活動にも力を入れているという考えを示すと

いう面で後援してもよいのではないか。次に初心者教室で申請が出ても同じように後援すればよ

いと思う。 

事務局：そうした初心者教室を体育協会やスポーツ少年団が開催する場合には、市との共催事業と

なる。外部団体の事業は、教育委員会の後援があると広報紙へ掲載することができ、今回は、そ

うした必要があると判断しての申請となっている。 

委 員：今回の申請者は市の指定管理者であるが、指定管理者が事業を企画する際は、事前に生涯

学習課へ相談があるのか。 

事務局：事前の打診はある程度ある。相談もその都度受けている。 

 

5 報告事項 

（学校教育課） 

・後援名義許可事業の中止について 

・岩倉市学校施設長寿命化計画について 

・学校給食のシェフのスペシャルメニューについて 

・就学校の変更について 

（生涯学習課） 

・第50回市民体育祭のお礼 



   

・市民文化祭について 

・ふれ愛まつりついて 

・月釜について 

・スポーツ観戦事業について 

（子育て支援課） 

・平成30年度保育園入園の申込み状況について 

・冬休みの放課後児童クラブの申込みについて 

・公立保育園適正配置方針策定に係る懇話会について 

・五条川小学校放課後児童クラブ工事について 

（平成29年 11月行事予定について） 

・予定表のとおり 

（その他） 

・六三学制 小中学校七十年誌について 

 

6 自由討議 

委 員：小学校で入学式と始業式を一緒の日に実施しないのは何か理由があるか。 

教育長：中学校では同日に実施することは難しくないが、小学校では、学校へ初めて入る子どもや

保護者を大事にして、今後、困ることがないように丁寧に説明を行いたい。そのためには、全職

員で対応したいと考えている。始業式を同じ日にすると在校生の対応で入学式に必要な人手が足

りなくなる。 

委 員：入学式には他学年の児童は参加するのか。 

教育長：学校によって違いがあるが、基本的には高学年の代表者が出席している。 

委 員：もし、同日に実施するとなると、入学式の間、他の学年の児童は学級で待機することにな

るだろうし、新入学児童の保護者の帰るタイミング等、いろいろと大変だと思う。 

委 員：23日の台風の際の学校はどういう状況であったか。 

教育長：午後から授業を行った。給食は事前に中止としてあり、子どもたちは家で昼食を食べてか

ら登校した。 

委 員：近隣市では、10時半頃に登校して給食は非常食で対応するといったところもあるようだ。 

委 員：暴風警報が出た場合、教員はどのように対応するのか。 

教育長：教員は通常通り出勤するが、暴風警報が出た時点で市教委から連絡を入れ、解除されるま  

 で学校で待機している。 

委 員：先日は、国政選挙と台風が重なった。暴風警報が出た場合、学校の屋内運動場は避難所と

なるが投票所としての扱いはどうなるのか。 

事務局：国政選挙で投票所となっているのは、小学校で 1 校ある。先日の台風の際は、2 つの公共

施設を避難所として開設した。警報が出た場合でも投票所は継続して開設することになってい

る。 

教育長：他にご発言がないようですので、以上で平成29年 10月定例教育委員会を閉会します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

会議録記載事項は、上記のとおり承認し、ここに署名いたします。 

 

 

平成２９年１１月１６日 

 

岩倉市教育委員会教育長                     

 

    岩 倉 市 教 育 委 員                     

 

    岩 倉 市 教 育 委 員                     

 

    作成した職員 

    学校教育課統括主査                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

議  事  録 

会議の名称 平成 29年 11月定例教育委員会 

開催日時 平成 29年 11月 16日(木)9時 30分から 10時 30分まで 

開催場所 岩倉北小学校 

出席者(欠席委員) 

説明者 

出席委員：長屋教育長、井上職務代理者、熊沢委員、丹羽委員 

松本委員、江口委員 

説 明 者：学校教育課長、生涯学習課長、子育て支援課長、指導主事、      

学校教育ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

会議の議題 

1 開会 

2 前回会議録の承認 

3 教育長報告 

4 協議事項 

議案第35号 岩倉市文化財保護委員会委員の委嘱について (生涯学習課) 

5 報告事項 

6 自由討議 

7 閉会 

議事録の作成方法 ■要点筆記  □全文記録  □その他 

記載内容の確認方法 

 

□会議の委員長の確認を得ている 

■出席した委員全員の確認を得ている 

□その他(                ) 

会議に提出された 

資料の名称 

・次第 

・平成 29年 10月定例教育委員会会議録 

・議案 

・12月行事予定 

公開・非公開の別 ■公開  □非公開 

傍聴者数  0人 

その他の事項 
 

 

審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）             

1 開会 

教育長：出席委員は 6人全員であり、会議は成立しております。これより 11月定例会を開催いた

します。 

 

2 前回会議録の承認 

 平成 29年 10月 26日開催の定例会の会議録について承認を受ける。 

 

3 教育長報告 

教育長：本日は報告事項が 5点あります。 

1点目は学校訪問についてです。今年度の学校訪問は 11月 20日の岩倉中学校で終了します。 

2 点目は小学校の学芸会と作品展についてです。すでにご案内は届いていると思いますが、土

曜日に 4校が学芸会を行い、岩倉北小学校では作品展を行います。ご都合の良いところでご覧い

ただきたいと思います。 



   

3 点目は岩倉市子どもの権利の日についてです。毎年 11 月 20 日は、岩倉市子ども条例におい

て岩倉市子どもの権利の日と定められています。各小中学校においては、道徳の授業や総合的な

学習の時間を使い、人権講演会を行ったり、授業で人権について学んだりします。本年度は、中

学校に大野靖之さんを、小学校に弓削田健介さんを講師としてお呼びします。この他、小学校で

は大型紙芝居や人権に関するＤＶＤの視聴等を計画しています。 

4 点目です。昨年度に人権講演会で市内の学校で講演いただきました全盲の歌姫、上田若渚さ

んが 12 月 2 日に総合体育文化センターにおいて、スマイルピースコンサートを開催します。こ

のコンサートに 300人の市内小中学生を無料招待していただけるということです。 

5 点目はシェフのスペシャルメニューについてです。給食は安くてもおいしいものができるア

ピールのひとつとして、給食費に市の予算を一人 100円ずつ上乗せし、シェフとして勤めていた

方に特別な給食のメニューを考えていただきます。シェフのスペシャルメニューは、12月 1日の

市制記念日と 1 月 30 日の全国学校給食週間中に行われるふれあい給食会の日にそれぞれ実施し

ていきたいと思います。 

報告は以上です。 

 

4 協議事項 

議案第 33号  岩倉市文化財保護委員会委員の委嘱について         原案どおり承認 

 

5 報告事項 

（学校教育課） 

・12月議会について 補正予算を提出する。 

（生涯学習課） 

・市民文化祭の入場者数について 

・市民音楽祭の入場者数について  

・ふれ愛まつり（ジュニアオーケストラふれあいコンサート、スポーツフェア）について 

・ロビーコンサートについて 

・愛知駅伝について 

・ミニテニス教室について 

（子育て支援課） 

・12月議会について 補正予算を提出する。 

・ふれ愛まつり（保育園コーナー）について 

・児童館運営委員会の視察について 

・平成 30年度保育園入園の申込み状況について 

（平成 29年 12月行事予定について） 

・予定表のとおり 

（その他） 

・六三学制 小中学校七十年誌について 

 

6 自由討議 

委 員：本年度から入学前支給が予定されている新入学学用品費は、一人あたりの金額はいくらか。 

事務局：小学校 40,600円、中学校 47,400円で、本年度から増額した。 

委 員：支給後の使途は家庭に任せるのか。 

事務局：ランドセルや制服、体操服等を全て揃えた場合、支給額が余ることは考えにくい。使途が

分かるような領収書の提出も求める考えはない。 

委 員：今年のふれ愛まつりのスポーツフェアは盛況で列がずっと続き、長く待たせることになっ

た。また、以前と比べてみると小さなお子さん連れの参加者が増えたと思う。せっかくなので小

さなお子さんにも参加してもらいたいと考え、サービス精神で判定も緩やかにして参加賞である



   

お菓子を渡すようにしているが、中にはそうした対応を問題視する人もいる。そうしてたくさん

の人に参加賞を渡していたせいか、まつりの最後の方は参加賞を渡せなかった。また、毎年、同

じ競技を行っているが会場の都合もあると思うが、競技がマンネリ化しないようにする必要もあ

ると思う。 

事務局：競技や参加賞について、今年度の結果も踏まえて、来年度以降の検討をしていく。なお、

判定については、お祭りなので楽しくできることが大切だと考える。 

委 員：毎年、参加者も多く好評であるが、なかなかカローリング人口が増えていかない。道具の

価格がもう少し安くて各学校におけるようになると良いと思う。 

教育長：他にご発言がないようですので、以上で平成 29年 11月定例教育委員会を閉会します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録記載事項は、上記のとおり承認し、ここに署名いたします。 

 

 

平成２９年１２月２８日 

 

岩倉市教育委員会教育長                     

 

    岩 倉 市 教 育 委 員                     

 

    岩 倉 市 教 育 委 員                     

 

    作成した職員 

    学校教育課統括主査                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

議  事  録 

会議の名称 平成 29年 12月定例教育委員会 

開催日時 平成 29年 12月 28日(木)9時 00分から 10時 15分まで 

開催場所 市役所 7階 会議室 7 

出席者(欠席委員) 

説明者 

出席委員：長屋教育長、熊沢委員、丹羽委員、松本委員、江口委員 

     （井上職務代理者） 

説 明 者：教育こども未来部長、学校教育課長、生涯学習課長 

子育て支援課長、管理指導主事、指導主事、学校教育ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

会議の議題 

1 開会 

2 前回会議録の承認 

3 教育長報告 

4 協議事項 

議案第36号 岩倉市社会教育関係団体の登録について    (生涯学習課) 

議案第37号 岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について(生涯学習課) 

5 報告事項 

6 自由討議 

7 閉会 

議事録の作成方法 ■要点筆記  □全文記録  □その他 

記載内容の確認方法 

 

□会議の委員長の確認を得ている 

■出席した委員全員の確認を得ている 

□その他(                ) 

会議に提出された 

資料の名称 

・次第 

・平成 29年 11月定例教育委員会会議録 

・議案 

・1月行事予定 

公開・非公開の別 ■公開  □非公開 

傍聴者数  0人 

その他の事項 
 

 

審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）             

1 開会 

教育長：委員 1名の欠席はありますが、出席委員は 5人で、会議は成立しております。これより 12

月定例会を開催いたします。 

 

2 前回会議録の承認 

 平成 29年 11月 16日開催の定例会の会議録について承認を受ける。 

 

3 教育長報告 

教育長：本日は報告事項が 5点あります。 

1 点目ですが、各小中学校は、先週の 12 月 22 日に終業式を迎えました。1 月 9 日の始業式ま

で、17日間の冬休みに入ります。 

2点目は 12月の議会が終了しましたことを報告します。 



   

3点目は、先日、実施しましたシェフのスペシャル給食についての報告です。12月 1日の市制

記念日に併せて実施しました。12月ですので、クリスマスをイメージした献立をたてていただき

ました。当日は、南部中学校におきまして、シェフを始め、調理の責任者や市の関係者等が給食

をいただき、その後、子どもたちが給食を食べている様子を見て回りました。次回のシェフのス

ペシャルメニューは、学校給食週間中の 1 月 30 日に行うふれあい給食会において実施いたしま

す。 

4 点目は、子どもの権利の日に関わる各小中学校での取組内容についてです。今年は、小学校

には、弓削田健介さんを、中学校には大野靖之さんを講師としてお招きしました。お二人共シン

ガーソングライターの方ですので、歌を中心としたコンサート形式での講演会になりました。 

こうした、岩倉市における人権教育の一連の取組については、今年度、県で行われる人権教育

中央研修会に尾張地方の代表として発表を行うことになっています。 

5点目は、本日、総合教育会議が開催されますので、この後、引き続きよろしくお願いします。 

報告は以上です。 

 

4 協議事項 

議案第 36号  岩倉市社会教育関係団体の登録について         原案どおり承認 

議案第 37号  岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について      原案どおり承認 

申請者   日本環境マネジメント株式会社 

 事業名   「い～わくんフットサル Games with UNIAO Ladies」 

 目 的   女子フットサルの国内最上位リーグである「日本女子フットサルリーグ」に所属す

るチーム「UNIAO」のメンバーをゲストに迎え、フットサルのスポーツとしての楽

しさや熱い試合を通じて、フットサルの魅力やチームワークの大切さを体験しつ

つ、子ども達にスポーツによる健康増進や体力増強を促すことを目的とします。 

 実施日   平成 30年 1月 13日（土） 

 開催場所  総合体育文化センター アリーナ 

委 員：ゆるキャラを交えた事業だが、対象年齢はどのくらいか。 

事務局：スポーツ少年団を通して小学生にも声を掛けている。また、迎えるのが女子チームなので、

女性の団体にも声を掛けている。 

委 員：市内に女性のプロフットサルチームがあるのか。 

事務局：岩倉がホームではないが、岩倉市民が所属しているチームがある。 

委 員：ゲストチームはボランティアでの参加なのか。 

事務局：サッカーチームとして地域への貢献を行っており、今回は、その事業に協力しながらやっ

ていく。 

5 報告事項 

（学校教育課） 

・インフルエンザの罹患状況、学級閉鎖の状況について 

・12月議会について  

（生涯学習課） 

・新成人のつどいについて 

・12月議会について  

（子育て支援課） 

・五条川小学校の放課後児童クラブ建設状況について 

・平成 30年度保育園入園の申込み状況について 

・12月議会について 

（平成 30年 1月行事予定について） 

・予定表のとおり 

（その他） 



   

 なし 

6 自由討議 

委 員：小学校の人権講演会の講師が、とても楽しかった、素晴らしかったとの感想を聞いた。 

事務局：歌詞も分かりやすく、子どもたちと会話をしながら進めていて、盛り上がっていた。 

委 員：教員の多忙化が新聞でも取り上げられているが、岩倉市では、多忙化を減らす具体的な取

組はあるか。 

事務局：平成 29 年 9 月に岩倉市多忙化解消プランを策定した。その中で、具体的な項目をいくつ

か挙げている。部活動については、週 2日の完全休養日を設ける、長期休業中の部活は 1日 4時

間を上限にする等。また、部活動以外についても職員の勤務時間を設定して、在校時間を減らす

ような取組を挙げている。 

委 員：そうした取組で教員も楽になっているのか。事務や給食費の徴収等を外部に任せようとい

ったようなこともあると聞いたがそうしたに動きになってきつつあるのか。 

事務局：教員の中も在校時間を短くして、効率的に仕事をしようとする意識は働いていると感じる。

また、業務改善員をつけると良いという方針等もあるが人員の配置が必要となってくる。 

教育長：教員の多忙化解消については、この地区においても朝の部活動を全部止めようという動き

がある。部活動は意義あるから、という言葉だけでは通用しない時代になってきているので、根

本的に業務改善をしなければいけないということであれば人を充てて行っていく必要がある。 

また、小学校の陸上記録会は来年度から廃止となるが、学校では、やらなくていい仕事という

のは一つもなくて、あれもやったほうがいい、これもやったほうがいいと、これまで増え続けて

きた。今後は、継続するものかどうかをしっかり考えていかなければいけないと思う。 

委 員：学校訪問等で学校を回っているが、岩倉東小学校で目についたのが環境整備についてであ

った。昔に比べ、子どもの数も先生の数も減っているのに学校規模は昔と同じままなので、学校

の花壇が雑草だらけであった。これらを先生達だけで整備するのは大変だと思う。そうした作業

を外部へお願いする手立て等はあるのか。 

事務局：学校営繕員を 7校で 2名雇用しており、草刈、ペンキ塗り、本棚作り等の作業等、簡単な

作業を全て行っている。岩倉東小学校は、敷地が広く、確かに教員の手だけでは足りないのでこ

れまでにも一番多く活用していると思うが、足りていないようであればよりたくさんの依頼をし

ていただくようにしたい。 

委 員：今の児童数から考えるとあれだけ広さの花壇は不要だと思う。特に校舎前の花壇がひどい

状態になっていた。 

事務局：やはり花壇があると、何も植えないわけにはいかなくて、以前は花を植えたり、畑にした

りとかしていたが、現在は、種をとりあえず蒔いて花を咲かせている状態で、なかなか花が終わ

った後の処理まで手が回っていないと思う。 

委 員：今年の新成人は 94 万人で団塊の世代は 200 万人と新聞で報道されていた。今後、確実に

日本の人口は減っていくと思うが、そうした問題は、岩倉東小学校だけではなく他の学校でも同

じであるし、保育園においては、民営化にしていくといったことがだんだんと始まっているよう

な気がする。本来なら国がもっとこうした課題について何か手立てをしなければいけないと思

う。 

事務局：経済の面からいけば人口減少は大きなマイナスだと思う。しかし、学校の理想、教育現場

の実情を考えると学校規模が小さくなっていくことは決して悪いことではないと思っている。大

きな学校にはそれなりに大きな問題があり、小さい学校がいけないわけではない。先の岩倉東小

学校では、150 人程度の児童数であるが、どの先生もどの子の顔も名前も分かっている。一人一

人の子どもの成長に、一人一人の教員が責任を持って教育ができる環境は、岩倉東小学校だから

できること。学校規模がだんだん小さくなっていくのは人口減少に伴って必然だろうと思うが、

小さいなら小さいなりに運営できる学校の仕組み等を考えていくのが今後の大きな課題であり、

そういう方向で考えていかなければいけないのではないかと思う。人口が減少するから学校を統

廃合してしまって効率的な教育現場にしてしまえばいいのではないかというのは違うのではな



   

いかと思っている。 

  学校の整備については、あり方、考え方、これから必要とされている学校施設とはどういった

ものかといったこと、現在、策定中の学校施設長寿命化計画においてソフト面やハード面から考

えており、今年度中にまとめる予定である。 

 

教育長：他にご発言がないようですので、以上で平成 29年 12月定例教育委員会を閉会します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録記載事項は、上記のとおり承認し、ここに署名いたします。 

 

 

平成３０年１月２５日 

 

岩倉市教育委員会教育長                     

 

    岩 倉 市 教 育 委 員                     

 

    岩 倉 市 教 育 委 員                     

 

    作成した職員 

    学校教育課統括主査                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

議  事  録 

会議の名称 平成 30年 1月定例教育委員会 

開催日時 平成 30年 1月 25日(木)9時 30分から 10時 50分まで 

開催場所 岩倉南小学校 

出席者(欠席委員) 

説明者 

出席委員：長屋教育長、井上職務代理者、熊沢委員、丹羽委員、 

松本委員、江口委員 

説 明 者：教育こども未来部長、学校教育課長、生涯学習課長 

子育て支援課長、管理指導主事、指導主事、学校教育ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

会議の議題 

1 開会 

2 前回会議録の承認 

3 教育長報告 

4 協議事項 

議案第1号 岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について (学校教育課) 

議案第2号 岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について (生涯学習課) 

5 報告事項 

6 自由討議 

7 閉会 

議事録の作成方法 ■要点筆記  □全文記録  □その他 

記載内容の確認方法 

 

□会議の委員長の確認を得ている 

■出席した委員全員の確認を得ている 

□その他(                ) 

会議に提出された 

資料の名称 

・次第 

・平成 29年 12月定例教育委員会会議録 

・議案 

・2月行事予定 

公開・非公開の別 ■公開  □非公開 

傍聴者数  0人 

その他の事項 
 

 

審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）             

1 開会 

教育長：出席委員は 6人全員であり、会議は成立しております。これより 1月定例会を開催いたし

ます。 

 

2 前回会議録の承認 

 平成 29年 12月 28日開催の定例会の会議録について承認を受ける。 

 

3 教育長報告 

教育長：本日は報告事項が 5点あります。 

1点目ですが、学級閉鎖についてです。12月は岩倉北小学校と岩倉中学校でそれぞれ 1クラス

ずつ学級閉鎖がありました。1月になってからは、曽野小学校で合計 5クラスの学級閉鎖があり、

3年生で 1クラス、4年生で 2クラス、5年生で 1クラス、6年生で 1クラスといった内訳になっ



   

ています。来週には立春を迎えますので、寒さは今がピークでこの後少しずつ和らいでいくので

はないかと考えています。 

2 点目です。3 学期になりました。学校にとっては 1 年のまとめの時期でもあり、また、新年

度に向けた準備の期間となります。とりわけ卒業式は、1 年の行事の中でも大事な行事でありま

す。本年度は中学校が 3月 6日の火曜日、小学校は 3月 20日の火曜日が卒業式となりますので、

皆さんにおかれましてはご出席のほど、よろしくお願いします。 

さて、先日の校長会において、校長先生方が新年を迎え、始業式で子どもたちに話した内容を

お聞きしましたので簡単にご紹介します。岩倉北小学校の校長は、昨日の自分から今日へ、今日

の自分から明日へ、自分を変えていくことについての話を、岩倉南小学校の校長は、門松、鏡餅、

箸等それぞれの謂れについて話し、こうした日本の伝統文化を大事にしようという内容です。岩

倉東小学校の校長は、12月中に子どもたちに対して、新年の目標ややりたい事を決めておくとい

う宿題を出しておき、朝礼ではお互いの目標等を二人一組になり語り合ってもらったとのことで

す。五条川小学校の校長は、夢は言葉にすると実現する、ぜひ夢を語って実現できるように頑張

ってほしいと、いろいろなスポーツ選手を紹介しながら話をしたとのことです。曽野小学校の校

長は、干支の話をしながら、人間と最も近い存在は犬であり友情の象徴でもある、友情と挑戦に

ついて話したとのことです。岩倉中学校の校長は、名城大学でのナノテクノロジーの話をしなが

ら、進化・発展・可能性はすべて人間が作り出しているといった話を、南部中学校の校長は、思

春期には思春期なりの、大人には大人なりの悩みがある、それぞれが頑張っていこうという話を

したとのことでした。 

3 点目は、1 月 7 日に実施しました新成人のつどいについてです。大変、落ち着いた雰囲気の

良い式でした。小・中学校時代に先生や友達との関係が良く、心地良い学校生活を送れていたの

で参加者皆が楽しく話ができ、また、式典の中でのけじめもしっかりできていたのではないかと

思います。 

4点目は、スポーツクラブ主催の交流会についてです。親子餅つき大会と伝承遊びの事業に 46

人の親子が参加されました。石臼での餅つきを全員が体験したり、独楽やけん玉等の遊びを教え

てもらったりする内容でしたが、参加する親子の関係も良く、大変心地良い時間でありました。 

5点目は、シェフのスペシャルメニューについてです。1月 30日のふれあい給食会で実施しま

す。委員の皆さんのご出席をどうぞよろしくお願いいたします。 

報告は以上です。 

 

4 協議事項 

議案第 1号  岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について           原案どおり承認 

 申請者   愛知子ども観光大使実行委員会  

事業名   第 4回全国連合子ども観光大使大会 in 愛知 

 目 的   自分の住む地域の良さを体験し、地域の良さを伝える発信やより良い地域づくりを

していく「子ども観光大使」を育てる。また、日本各地で誕生した「子ども観光大

使」の交流の場とする。 

  実施日   平成 30年 7月 28日（土） 

 開催場所  大府勤労文化会館 

委 員：この事業は全国で開催されていて、今回が愛知県での開催ということか。 

事務局：昨年度は静岡県で開催されており、順次開催場所を変えながら実施している。 

委 員：岩倉をＰＲするための岩倉を代表する生徒の募集等は行われるのか。 

事務局：そういったことはしていない。 

委 員：自分の地域をＰＲする子どもたちを育てるのが目的とあり、ただちらしを配って参加者を 

 募るだけではあまり意味がないように思う。今回は愛知県で開催するが、次回はまた別の場所 

 で開催するということは、愛知県での活動に継続性も無いようだ。 

委 員：プログラムを見ると活動報告の場面が多くある。すでに指名されている団体が行うもので 



   

あって、新たに活動する子を育てるわけではないのではないか。 

委 員：愛知県全市町村が後援としているが許可は出ているのか。 

事務局：多くの自治体が後援名義の使用を許可するのではないかと思う。 

委 員：愛知での発表者がどこの県なのかが分かればまた教えてほしい。 

議案第 2号  岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について           原案どおり承認 

申請者   日本環境マネジメント株式会社 

 事業名   「お魚教室 さかなクンでギョざいます！＆環境フェスタ」 

 目 的   さかなクンが魚の生態系を楽しく講演する事業を開催する。その他に環境をテーマ

にしたワークショップも併せて行い、小さな子どもから大人まで幅広い年齢層を対

象とした環境教育催事と位置づける。 

 実施日   平成 30年 4月 8日（日） 

 開催場所  総合体育文化センター 多目的ホール他 

委 員：4月 8日は岩倉市の桜まつり期間中であり、会場である総合体育文化センターは観光バス

の駐車場になっていると思うが大丈夫か。出演料の金額が高いように思うが全額、出演料と交通

費なのか、その他の費用も含まれているのか。 

事務局：出演料の金額は、他の催し物の出演者と比較しても妥当な金額である。 

委 員：親子で参加すると参加費が 5,000円にもなる。少し高いのではないかと思うがどうか。 

事務局：さかなクンの講演会では他市でも同等の金額である。 

委 員：ワークショップにさかなクンは参加するのか。 

事務局：これまでも顔を出すケースがあったようだが、ワークショップ自体は指定管理者と市内の

協力団体によって開催するものであり、さかなクンの参加の有無は今のところ分からない。 

委 員：さかなクンが近くに来て参加してくれるのであれば良い企画になると思う。 

委 員：今回の収入額には、市からの委託料が含まれているのか。年間、多くの行事を開催してい

るようだが予算は成り立っているのか。 

事務局：市の委託料ではなく、指定管理者の独自事業である。 

委 員：やはり開催日が桜まつりと重なっているので参加者が集まるかが一番の課題だと思う。 

 

5 報告事項 

（学校教育課） 

・ふれあい給食会とシェフのスペシャルメニューについて 

・食物アレルギー対応検討委員会について 

・第 5回尾張部都市教育長会議を 2月 6日に岩倉市で開催する  

（生涯学習課） 

・新成人のつどいについて 参加者は 349人、参加率は約 83％、昨年度の参加率は 78.7%であった。 

・フットサルのイベントについて 

・文化財防火デーに市内の寺社で防災訓練を行った。 

・スポーツクラブ主催の餅つきと伝承遊びのイベントについて、参加者は 46人であった。 

（子育て支援課） 

・平成 30年度保育士採用の応募状況と採用試験の今後のスケジュールについて 

・百人一首大会について、市職員に競技カルタの競技者がおり、当日はデモンストレーションを行

い子どもたちに好評であった。 

・幼児クラブ on Saturdayについて 

・児童館中学生事業 体験型人生ゲーム inダイヨンについて 

（平成 30年 2月行事予定について） 

・予定表のとおり 

（その他） 

委 員：教育長がこの 3月で任期満了となる。この機会に教育長の職務代理者も次の人に担っても



   

らうのが良いのではないかと思うがどうか。 

事務局：教育長の職務代理者は、教育長があらかじめ指名することが規定されている。 

教育長：できるだけ各委員に経験してもらうことも必要であるので、4 月からの職務代理者には新

たな委員を指名することとする。 

 

6 自由討議 

委 員：みどりの家で開催するコンサートについてだが、現在の指定管理者になってから出演者は

レベルの高い人が選択されやすく、あまりレベルの高くない人は出演できなくなったと聞いたが

どうか。 

事務局：もともとは自主企画のコンサートであり、音楽が好きな人が集まって出演者を募集しなが

ら実施していたが、そういった方々が高齢になり活動を止められた。その後、現在のふれあいみ

どりのコンサートになったが、内容を音楽だけではなく、バルーンアート等、その他の演目も取

り入れて実施している。1 人 1 曲ライブについては継続しているし、出演者はこれまでどおり募

集もしている。 

委 員：フットサルのイベントは新聞にも掲載されていたが良い事業であった。 

教育長：他にご発言がないようですので、以上で平成 30年 1月定例教育委員会を閉会します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録記載事項は、上記のとおり承認し、ここに署名いたします。 

 

 

平成３０年２月２２日 

 

岩倉市教育委員会教育長                     

 

    岩 倉 市 教 育 委 員                     

 

    岩 倉 市 教 育 委 員                     

 

    作成した職員 

    学校教育課統括主査                     

 

 

 

 

 

 



   

議  事  録 

会議の名称 平成 30年 2月定例教育委員会 

開催日時 平成 30年 2月 22日(木)9時 30分から 11時 30分まで 

開催場所 岩倉中学校 

出席者(欠席委員) 

説明者 

出席委員：長屋教育長、井上職務代理者、熊沢委員、丹羽委員、 

松本委員、江口委員 

説 明 者：教育こども未来部長、学校教育課長、生涯学習課長 

子育て支援課長、管理指導主事、指導主事、学校教育ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

会議の議題 

1 開会 

2 前回会議録の承認 

3 教育長報告 

4 協議事項 

議案第 3号 平成 30年度始めの儀式等について       (学校教育課) 

議案第 4号 平成 30年度卒業式・修了式について      (学校教育課) 

議案第 5号 平成 30年度教職員定期人事異動の内申に係る事項について 

                            （学校教育課） 

議案第 6号 岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について（学校教育課） 

協議題   平成 30年度全国学力・学習調査について   （学校教育課） 

5 報告事項 

6 自由討議 

7 閉会 

議事録の作成方法 ■要点筆記  □全文記録  □その他 

記載内容の確認方法 

 

□会議の委員長の確認を得ている 

■出席した委員全員の確認を得ている 

□その他(                ) 

会議に提出された 

資料の名称 

・次第 

・平成 30年 1月定例教育委員会会議録 

・議案 

・3月行事予定 

公開・非公開の別 ■公開  □非公開 

傍聴者数  0人 

その他の事項 
 

 

審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）             

1 開会 

教育長：出席委員は 6人全員であり、会議は成立しております。これより 2月定例会を開催いたし

ます。 

 

2 前回会議録の承認 

 平成 30年 1月 25日開催の定例会の会議録について承認を受ける。 

 

3 教育長報告 

教育長：本日は報告事項が 5点あります。 



   

1 点目は、3 月 4 日、日曜日に開催するいわくら市民健康マラソンについてです。例年より多

い 1,500人を超える申し込みをいただいています。教育委員の皆様におかれましては、ご参加、

ご協力のほど、よろしくお願いします。 

2 点目です。丹葉地方教育事務協議会についてです。事務局を昨年度は大口町、本年度は扶桑

町が担当してきましたが、平成 30年度と 31年度は江南市が事務局となりますのでご承知おきく

ださい。 

3点目は、教科書採択の関係です。昨年度、小学校の道徳の教科書採択を行いました。平成 30

年度には、中学校の道徳の教科書採択と小学校の他教科の教科書採択を予定しています。教科書

採択については、尾張西部地区教科書採択地区協議会で稲沢地区、一宮地区、丹葉地区がそれぞ

れ 4年ずつ事務局を担当しており、平成 32年度までは一宮地区が事務局になっています。なお、

丹葉地区の中では江南市が事務局になっていますので、ご承知おきください。 

4点目は、3月議会についてです。2月 26日から 3月 23日までの会期で開会されます。 

5点目は、本日の議案にもあります、平成 30年度教職員定期人事異動の内申に係る事項につい

てです。人事異動については、犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町の丹葉管内で一緒に取

り組みます。管内には、約 1,300 名の教員がおり、10 月から 11 月までに希望調査を実施し、    

1 月頃までに 2 回程、校長との面接を行い、その後、教育長との面接を行います。また、校長と

尾張教育事務所の人事担当者との面接、教育長と尾張教育事務所の担当者との面談、事務職員や

栄養職員について、それぞれの担当者との打ち合わせ等を行い、人事異動の処理を進めてまいり

ました。昨日、おおよその内容が決まりましたので、本日は、皆様へお示しをし、ご了解をいた

だいたうえで、県へ報告して正式な人事異動となります。 

報告は以上です。 

 

4 協議事項 

議案第 3号  平成 30年度始めの儀式等について                 原案どおり承認 

議案第 4号  平成 30年度卒業式・修了式について                原案どおり承認 

議案第 5号  平成 30年度教職員定期人事異動の内申に係る事項について    原案どおり承認 

議案第 6号 岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について             不承認 

申請者   株式会社海外生活 

 事業名   世界で通用する人になるためのプログラム 

 目 的   岩倉市、愛知県におけるグローバル人材育成に寄与するため、英語コミュニケーシ

ョン課題解決、実行力等、多様化する社会で必要とされるスキルを身に付けるワー

クショップを開催する。 

 実施日   平成 30年 4月 8日（日） 

 開催場所  名城大学ナゴヤドームキャンパス 

委 員：団体のＰＲにも捉えられ、営利目的に抵触していないか。 

委 員：英語でのワークショップのようだが、英語が話せる子が優先されるのか。 

事務局：話せない子でも英語にも触れながらワープショップを通じて伝える力を身に付ける事業で

ある。 

委 員：対象者が 3 年生以上、参加人員 50 名、参加費 6,000 円とある。岩倉市が後援をしたとし

ても岩倉市の子どもが全員対象となるわけではないと思う。わざわざ後援する必要があるのか疑

問だ。 

委 員：収支予算書には、プログラム運営・講師代として他の会社への支払いが計上されている。

後援名義の申請者が運営するものではないのではないか。 

委 員：英語のイベントは、外国語活動も始まるので関心はあると思う。 

委 員：このような体験は子どもたちにはプラスになると思う。いろいろな人と接し、いろいろな

体験は必要だと思うが、予算のほとんどが他の会社への支出となっていることに疑問を感じる。

後援は許可するべきではないと思う。 



   

委 員：後援した場合、チラシの配布等、周知の協力はどうするのか。 

教育長：慎重な検討が必要だと考える。参加費が 6,000円で、参加人員が 50人というものを 2,000

人の子どもたちに配布する必要性は低い。岩倉市内で開催する無料のイベントであれば応援した

いと思う。 

委 員：営利目的に抵触すると考える。不承認とするのが適当でないか。 

教育長：不承認とする。 

 

協議題 平成 29年度全国学力・学習状況調査について            事務局提案了承 

 

5 報告事項 

（学校教育課） 

・3 月議会について 議案として教育長の選任、岩倉市教育環境整備基金条例、学校産業医の報酬

の規定、補正予算、当初予算 

・平成 30年度の予算関係について 

（生涯学習課） 

・いわくら市民健康マラソンについて 申込者数は 1,542人 中学生 20人がボランティアとして 

参加する。 

・放課後キラッキラ☆教室について 

・ダンス＆体操発表会について 

・ロビーコンサートについて 

・各イベントについての報告 

・平成 30年度の予算関係について 

（子育て支援課） 

・幼児クラブ on Saturdayについての報告 

・児童館中学生事業 体験型人生ゲーム inダイヨンについての報告 

・平成 30年度の予算関係について 

（平成 30年 3月行事予定について） 

・予定表のとおり 

（その他） 

・図書館で発生した不審者事案についての報告。ちらしによる注意喚起、トイレの扉の改修等を施 

した。 

 

6 自由討議 

委 員：産業医の報酬がかなり安いようだが県の基準等はあるのか 

事務局：金額は自治体によって差があるが本市と同額の自治体もある。今回は学校医との兼務を予

定し、金額について医師会にご了承いただいた。 

委 員：病児保育について、近隣の市町で実施しているのはどこか。 

事務局：小牧市小木、北名古屋市で実施されている。 

委 員：スポーツ推進員について、引き受けてくれる人材の確保が難しい。以前、公募の可能性に

ついて提案したこともあるが、先日、公募を取り入れた津島市の事例を聞いた。多くの応募があ

り、面接によって決定したとのことである。岩倉市でも公募について検討してはどうか。また、

近隣と比べると報酬額も低い。合わせて検討していく必要があると思う。 

事務局：他の自治体のスポーツ推進員の活動内容、位置付け、報酬額等、情報収集も行い、適切な

内容について今後、検討していきたいと思う。 

委 員：卒業式の告辞の廃止について提案したい。 

事務局：告辞の意義等も含め、時間をかけて研究する。 

教育長：他にご発言がないようですので、以上で平成 30年 2月定例教育委員会を閉会します。 



   

 

 

 

 

 

 

会議録記載事項は、上記のとおり承認し、ここに署名いたします。 

 

 

平成３０年３月２２日 

 

岩倉市教育委員会教育長                     

 

    岩 倉 市 教 育 委 員                     

 

    岩 倉 市 教 育 委 員                     

 

    作成した職員 

    学校教育課統括主査                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

議  事  録 

会議の名称 平成 30年 3月定例教育委員会 

開催日時 平成 30年 3月 22日(木)9時 30分から 10時 55分まで 

開催場所 市役所 7階 会議室 7 

出席者(欠席委員) 

説明者 

出席委員：長屋教育長、井上職務代理者、熊沢委員、丹羽委員、 

松本委員、江口委員 

説 明 者：教育こども未来部長、学校教育課長、子育て支援課長、管理指

導主事、指導主事、学校教育ｸﾞﾙｰﾌﾟ長、生涯学習ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

会議の議題 

1 開会 

2 前回会議録の承認 

3 教育長報告 

4 協議事項 

議案第 8 号 岩倉市学校管理規則の一部改正について   (学校教育課) 

議案第 9 号 学校医の委嘱及び解職について        (学校教育課) 

議案第 10号 岩倉市スポーツ推進委員の委嘱について  （生涯学習課） 

議案第 11号 岩倉市社会教育委員の委嘱について    （生涯学習課） 

議案第 12号 学校産業医の委嘱について        （学校教育課） 

議案第13号 岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について（生涯学習課） 

議案第 14号 教育委員会職員の任免について       （学校教育課） 

5 報告事項 

6 自由討議 

7 閉会 

議事録の作成方法 ■要点筆記  □全文記録  □その他 

記載内容の確認方法 

 

□会議の委員長の確認を得ている 

■出席した委員全員の確認を得ている 

□その他(                ) 

会議に提出された 

資料の名称 

・次第 

・平成 30年 2月定例教育委員会会議録 

・議案 

・4月行事予定 

公開・非公開の別 ■公開  □非公開 

傍聴者数  3人 

その他の事項 
 

 

審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）             

1 開会 

教育長：出席委員は 6人全員であり、会議は成立しております。これより 3月定例会を開催いたし

ます。 

 

2 前回会議録の承認 

 平成 30年 2月 22日開催の定例会の会議録について承認を受ける。 

 

3 教育長報告 



   

教育長：初めに 1年間のお礼を申し上げます。皆さんにおかれましては、この 1年間、学校訪問や

学校各種行事、卒業式等を通して子どもたちの様子や学びの様子をつぶさにご覧いただき、たく

さんのご助言やお力添えをいただきましたことに感謝を申し上げます。大変ありがとうございま

した。 

2点目は卒業式についてです。中学校は 3月 6日火曜日、小学校は 20日火曜日に行いました。

各学校とも地域や子どもの実態等に合わせながら、特色を出した卒業式を行い、児童並びに生徒

が教員、あるいは学校と一体となった大変感動のある卒業式が多かったと聞いております。いか

がだったでしょうか。 

また、明日の 23日は修了式です。それぞれ今日的な課題がたくさんある今の学校教育ですが、

難しい問題も含めながら、校長先生を中心にチームとしてまとまりながら教育活動にあたってく

れたのではないかと思っています。学校毎でそれぞれ苦労もありましたが、皆さんのご支援やご

協力をいただきまして無事に終えられたことに感謝申し上げます。 

3点目は人事案件についてです。かねてよりお諮りをしながらご意見を聞かせていただいてお

りました教職員の人事については、正式に県から内示として届きましたので、後程、資料をお示

ししながらご説明させていただきます。また、本市の人事異動についても内示がありましたので、

併せてご報告をさせていただきます。 

4点目は不祥事についてです。新聞紙面でもご存知かと思いますが、近隣市町の公立小学校の

教諭によるセクハラ事案が 2件ありました。それぞれ由々しきことで、こうしたことが無いよう

にこれまでにも留意してまいりましたが、今後も引き続き指導を行い、校長先生とも連携を図り

ながら、そうした事案が起こらないよう、十分努力をしていきたいと思っています。 

最後は、桜まつりについてです。30日からまつり期間ですが、今年は、桜の開花が若干早くな

っているようです。たくさんのご家族、ご友人をお誘いいただいて、少しでも賑わうようどうぞ

よろしくお願いいたします。 

報告は以上です。 

 

4 協議事項 

議案第 8 号 岩倉市学校管理規則の一部改正について   (学校教育課)    原案どおり承認 

委 員：学校に栄養教諭は、現在配置されているか。 

事務局：学校栄養教諭 1名、学校栄養職員 1名を配置している。現在の学校栄養職員は臨時的任用

だが、平成 30年度は学校栄養教諭を 2名本市に配置する予定である。 

委 員：栄養教諭の資格とはどのようなものか。 

教育長：栄養士の中でも子どもの指導に携わることができるのが栄養教諭である。学級で栄養指導

を行う際、栄養士である場合は担任等が一緒に指導にあたる必要があるが、栄養教諭は単独で指

導することができる。 

委 員：栄養教諭とは、教諭の試験を受けるのか。 

事務局：栄養士や管理栄養士の資格を持った者が教諭の試験を受けて、採用された場合に栄養教諭

となる。 

議案第 9 号 学校医の委嘱及び解職について        (学校教育課)    原案どおり承認 

議案第 10号 岩倉市スポーツ推進委員の委嘱について  （生涯学習課）   原案どおり承認 

教育長：スポーツ指導員は活動も多く、実践もあるので身体が健康で、かつスポーツにもある程度

造詣がないと難しく、どうしても人選は限られてくる現状である。 

議案第 11号 岩倉市社会教育委員の委嘱について    （生涯学習課）   原案どおり承認 

議案第 12号 学校産業医の委嘱について        （学校教育課）   原案どおり承認 

議案第 13号 岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について（生涯学習課）  原案どおり承認 

申請者   日本環境マネジメント株式会社 

 事業名   『梅沢富美男劇団公演 梅沢富美男魅力の全て』 

 目 的   多目的ホール耐震工事終了後の再開記念公演として、シニア層を中心に絶大な人気



   

を誇る梅沢富美男さんを招聘した公演を開催します。お気軽に足を運べる地元のホ

ールでお楽しみいただく文化公演事業として開催し、市民の皆さまの文化振興と市

民福祉の増進に寄与することを目的とします。 

 実施日   平成 30年 9月 29日（土） 

 開催場所  岩倉市総合体育文化センター 多目的ホール 

委 員：他で公演する場合は、どのくらいの価格か。 

事務局：今回の公演は、他に比べると 1割程安い価格の設定である。 

委 員：劇団スタッフはどのくらい人が動くのか。 

委 員：衣装やかつら等、かなりの人数だと思うが楽屋が狭いように思うがよいか。 

事務局：ふれあいホールや研修室、会議室も使用する予定である。 

議案第 14号 教育委員会職員の任免について       （学校教育課）   原案どおり承認 

 

5 報告事項 

（学校教育課） 

・3月議会について 教育長の選任の承認の報告、追加議案として補正予算を計上する。 

・学校施設長寿命化計画について 

（生涯学習課） 

・いわくら市民健康マラソンについて報告 

・放課後キラッキラ☆教室について報告 

・ダンス＆体操発表会について報告 

（子育て支援課） 

・五条川小学校 放課後児童クラブについて 開所式と内覧会の案内 

・公立保育園の適正配置方針に係る懇話会について 

（平成 30年 4月行事予定について） 

・予定表のとおり 

（その他） 

・平成 30年度定例教育委員会の開催日程について 

・総合教育会の開催日程について 

 

6 自由討議 

委 員：桜まつりの山車巡行は桜の時期がずれてもったいないと思う。自然のことなので仕方がな

いとは思うが。 

委 員：放課後キラッキラ教室について、前回の開催でいくつか挙げられた課題は解消できたか。 

事務局：前回は、1週間毎日イベントを入れる形で行った。今回イベントは初日のみとし、2日目、

3 日目は見守りということで実施した。前回の反省も踏まえて保護者への引き渡し方法等も工夫

した。 

委 員：どの学校区にも徐々に展開していくのか。 

事務局：教室に余裕のある学校で考えているが、来年度は、岩倉南小学校、岩倉東小学校、五条川

小学校で試行し、平成 31年度から本格実施に移したいと考えている。 

委 員：小学校、中学校の卒業式の様子について。岩倉東小学校では、ポルトガル語での掛け合い

が初めて行われた。保護者も外国の人が多いが、以前と比べるととても静かに式に参加できてい

ると思う。 

委 員：岩倉中学校の式は厳粛で大変良かった。式では仰げば尊しが歌われたが、この曲は世代を

超えた共通の歌であるので、どの参加者にも共感を持って受け入れられ良い試みであったと思

う。 

曽野小学校では、6 年生の卒業式の歌がとても緊張しているということで、先生方は皆が笑顔

でいようとしていると聞いた。 



   

委 員：南部中学校は、人数が少ないのもあり、とてもアットホームな式であった。屋内運動場の

掲示物も沢山あり、卒業生は、後輩からの一言メッセージを見ながら入場していた。特別支援学

級の生徒も最後まで参加でき、全員で卒業式を迎えたいという強い気持ちが伝わってくる温かい

式だった。 

岩倉北小学校は人数が多く、合唱の迫力が凄いと思った。在校生も長時間にも関わらず、しっ

かりと座っていることができていた。伝統を感じる厳粛な式であった。 

事務局：岩倉南小学校では、卒業生は始めに舞台上にいて、呼び掛けがあって自席につくというス

タイルだった。卒業生全員が出席できており良かったと思う。 

教育長：五条川小学校は、幕が下りた舞台上に子どもたちがいて、幕が開いた後に合唱曲を 2曲歌

った後、開式という始まり方であった。 

  このように卒業式の在り方も依然に比べ、子どもたちを中心とした式に随分と様変わりをして

きている。式当日は、式後の送り出し等にも時間がかかるので、教育委員会の告辞を書面で渡す

等、教育委員会の告辞の位置付け等について、今後、少し考えていきたいと思う。 

委 員：待機児童の数は現時点でどうなっているか。 

事務局：期限までに申し込み、かつ求職中で無い希望者については、全員の入園が可能となってい

るが、期限後の申し込みについては、入園の辞退等も出ているため、人数は固まっていない。 

委 員：文部科学省から名古屋市への問い合わせの事案が今話題となっているが、岩倉市にはそう

した事例は無いと思うがどうか。 

教育長：そうした事例は無い。通常ではあり得ないことと考えている。 

委 員：議員からの圧力等についてはどうか。 

教育長：学校は校長の思いがあり進めていくもの。校長が委縮するような状況は、学校を悪くする

大きな原因となりえると考えており、校長が夢を語れるような学校であるように自分も動いてい

る。 

委 員：議会の中では当然いろんな意見があってもよいが、何か課題があるならば、議会の中で動

くべきであり、陰で何か動くようなことがあったら、それは断固拒否すべきことである。 

教育長：他にご発言がないようですので、以上で平成 30年 3月定例教育委員会を閉会します。 

 

 

 

 

 

会議録記載事項は、上記のとおり承認し、ここに署名いたします。 

 

 

平成３０年４月２６日 

 

岩倉市教育委員会教育長                     

 

    岩 倉 市 教 育 委 員                     

 

    岩 倉 市 教 育 委 員                     

 

    作成した職員 

    学校教育課統括主査                     

 

 

 


