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会 議 の 顛 末 

教育長 開会の辞 

ただいまから西尾市教育委員会１０月定例会を開会いたします。 

教育長 それでは、議事進行は、あらかじめ配布されております、会議日程に基づいて進

めさせていただきます。 

 １ 会議録署名委員の指名 

教育長 会議録の署名委員は、尾﨑委員、平岡委員 を指名します。 

 ２ 前回会議録の承認 

教育長 前回定例会の会議録につきましては、すでに委員の皆様方のお手元に送付してご

ざいますが、原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

承認してもよろしい方は、挙手をお願いします。 

（挙手 全員） 

ご異議なしと認め、前回定例会の会議録については、原案どおり承認することと

いたします。 

 ３ 報告事項 

教育長 （１）教育長報告 

１年で最も教育活動の充実する時期を迎えました。各学校では、授業研究や学校

行事が進められ、児童生徒の生き生きとした姿が見られています。  

近年、道徳の教科化、小学校英語、そしてＧＩＧＡスクールなど、教育改革が進

められています。いずれもこれからの子どもたちに有益ではありますが、新しい内

容を教えるためには、教師側も準備が必要です。実際、過去にも学習指導要領の変

わる時に新しい内容が入り、教師たちはそれを教えるための研修会をすすんで行い

乗り切ってきました。ところが今回のように、教員免許取得の単位になかった英語

教育やＩＣＴ教育を教師全員に不可欠とする改革が、これだけ矢継ぎ早に実施され

ると、現場では大わらわとなってしまうのも無理はありません。それでも教師たち

は何とか準備をすべく、時間も労力も惜しまずに、研修会や現職教育を増やして乗

り切ろうとしたわけですが、そこへ同時に降りてきたのが働き方改革です。国は、

先生たちが余裕をもって子どもたちに接するためとか、精神疾患の教員が多いな

ど、幾つか理由付けをしていますが、本音のところを言ってしまえば、今まで半世

紀も放置してきた教員の給与の問題、いわゆる４パーセント働かせ放題ですが、こ

こにきてそれが注目され、批判にさらされているため、そのジレンマから逃れるた

めに、超過勤務時間を減らして辻褄を合わせようという施策のようです。とくだん

の人事配慮もなく、かたや教育改革のアクセルを踏み、かたや勤務時間を減らせと

ブレーキをかけられた学校現場の苦労は並大抵ではありません。このような状況に

ありながらも、教師たちが、学校教育を向上させるモチベーションを維持できてい

ることは、目の前の子どもたちのためにという教育愛と教師の矜持によるものに他

なりません。 

先週の中日新聞の記事に愕然としました。埼玉教員超勤訴訟の裁判結果です。教

員の労働についての判決内容は、常軌を逸していると言わざるを得ないものでし

た。判決で労働時間と認められなかった例として、「教材研究」「保護者対応」「児

童からの相談」「学校行事の準備」等が挙げられました。その上、授業準備は、１

コマ５分換算です。残業代が認められなかったことには、国や県に大混乱を招くこ



とを回避する思惑もあり、やむを得なかったのかもしれませんが、この労働観が普

遍化すれば、間違いなく学校教育は崩壊します。現場の教師たちも肩を落としてい

ることと思います。教育委員会としては、一生懸命教育に勤しんでいる教師たちの

熱意に応えられるように、最大限の配慮をしていきたいと思います。 

教育長 続きまして（２）教育部長報告をお願いします。 

教育部長 （２）教育部長報告 

私からは、２点ご報告させていただきます。 

１点目は、花ノ木小学校の校舎増築工事の進捗状況についてです。 

花ノ木小学校の校舎増築工事については、７月６日に議会承認を経て契約いたし

ました。７月に渡り廊下の杭工事、８月には校舎部分の杭工事等を経て、現在は校

舎部分の基礎工事を行っているところです。今後年内に鉄筋工事及びコンクリート

打設等の躯体工事までを終了し、年明けからは内外装工事を行う予定であります。

年度内完成に向け、工事は順調に進んでおります。 

２点目は、神谷傳兵衛に関する漫画本についてです。 

神谷傳兵衛につきましては、本市の一色町松木島出身で明治から大正にかけて活

躍した実業家であり、日本の近代化に大きく貢献しました。「日本のワイン王」と

異名を持つ伝兵衛は、酒類製造販売にとどまらず、銀行、石油、汽船など幅広い分

野の運営に関与し、地元では、名鉄三河線の前身である三河鉄道の設立にかかわり

社長も務めるなど、本地域の発展に大きく寄与しました。教育委員会といたしまし

ても一色学びの館で春に没後１００年を記念する企画展を開催したところです。 

お手元に配布しました漫画本は、令和４年度かりや夢ファンド採択事業として、

伝兵衛クラブ刈谷が神谷伝兵衛と刈谷の発展史と題する事業を９月に実施した際

に作成されたものです。同クラブのメンバーの一人である味岡源太郎氏から教育委

員会にいただいたもので、一色地区の小中学校の児童生徒全員、また、それ以外の

小中学校に対しては各校数冊程度を配布していくことを予定しています。教育委員

の皆さんも参考までにご覧いただきたいと思います。 

私からは以上です。 

教育長 日程３を終わります。 

日程４、議案審議を議題とします。 

「議案第３３号 西尾市図書館協議会委員の任命について」提案理由の説明をお

願いします。 

図書館長 ただいま議題となりました、「議案第３３号 西尾市図書館協議会委員の任命に

ついて」提案理由を、ご説明申し上げます。資料１ページをご覧ください。 

今回、図書館協議会委員の任命につきましては、今年７月に尾崎啓子委員が死亡

したことに伴い欠員が生じたため、補欠委員を任命するものでございます。 

図書館協議会委員は、西尾市立図書館の設置及び管理に関する条例第１５条の規

定により、教育委員会が任命すると定められております。新たな委員は、尾崎啓子

委員と同じ学識経験者で、社会教育・学校教育に精通しております富田幹代氏を推

薦させていただきます。任期につきましては、令和４年１１月１日から令和６年４

月３０日まででございます。 

以上、議案第３３号の説明とさせていただきます。 

よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 



教育長 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

教育長 特に質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。 

これより議案第３３号を採決します。 

本案は、原案どおり可決することに、ご異議はありませんか。よろしい方は、挙

手をお願いします。 

（挙手 全員） 

ご異議なしと認め本案は、原案どおり可決いたします。 

教育長 引き続きまして、「議案第３４号 専決処分の承認（西尾市立小中学校体育施設ス

ポーツ開放管理指導員の委嘱）について」提案理由の説明をお願いします。 

スポーツ振興

課長 

ただいま議題となりました、「議案第３４号 専決処分の承認（西尾市立小中学

校体育施設スポーツ開放管理指導員の委嘱）について」、提案理由のご説明を申し

上げます。資料３ページをご覧ください。 

今回、専決処分をいたしました事項は、西尾市立小中学校体育施設スポーツ開放

管理指導員の委嘱でございます。 

当指導員は、「西尾市立小中学校体育施設スポーツ開放に関する規則」第６条に

より、教育委員会が委嘱することになっており、開放施設の管理指導及び安全確保

に当たっていただくものであります。 

新たに委嘱しましたのは、平山千咲氏で、任期は、令和４年１０月１日から令和

５年３月３１日までであります。 

専決処分事由につきましては、現在の管理指導員である吉良中学校担当者の都築

直美氏が諸事情により退任することとなり、代わりの者を委嘱する必要が生じたた

めでございます。 

本件につきましては、１０月１日付けで教育長に対する事務委任規則第３条の規

定により専決処分いたしましたので、同規則第４条の規定により報告し、承認を求

めるものでございます。 

以上、議案第３４号の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきます

ようお願いいたします。 

教育長 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

教育長 特に質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。 

これより議案第３４号を採決します。 

本案は、原案どおり承認することに、ご異議はありませんか。よろしい方は、挙

手をお願いします。 

（挙手 全員） 

ご異議なしと認め本案は、原案どおり承認いたします。 

教育長 日程４を終わります。 

日程５、その他を議題とします。 

（１）「食料品高騰に伴う給食食材費の取扱いについて」説明をお願いします。 

教育庶務課 

課長補佐 

ただいま議題となりました、その他議題（１）「食料品高騰に伴う給食食材費の

取扱いについて」、ご説明申し上げます。資料７ページ、その他議題（１）資料を

ご覧ください。 

１ 内容でございます。 

食料品につきましては、小麦や油脂の世界的な価格高騰、原油価格の高騰に伴う



物流費や包装資材などの値上がり、円安による輸入コストの上昇なども加わり、値

上げが続いている状況でございます。そのため、１０月以降については、現在の給

食費で賄いきれない食材費高騰分を公費で負担してまいります。 

２ 期間でございますが、令和４年の１０月から令和５年の３月まででございま

す。 

３ 食材費高騰分の見込額でございますが、小学校分につきましては、小学校給

食費２７０円に物価上昇率１４％を乗じた３８円、中学校分につきましては、中学

校給食費３１０円に物価上昇率１４％を乗じた４４円を１食あたりの高騰分と見

込んでおります。 

なお、物価上昇率につきましては、株式会社帝国データバンクが実施した「食品

主要１０５社」価格改訂動向調査の結果から、２０２２年に値上げの累計１８，５

３２品目の平均値上げ率である「１４％」を採用したものでございます。 

４ 予算措置でございますが、１２月議会において不足見込額の補正予算を計上

していく予定でございます。 

以上、その他議題（１）の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明で質問、意見はありませんか。 

武内委員 確認です。令和５年の３月までとのことですが、それ以降はどうなりますか。 

教育庶務課 

課長補佐 

今回は、あくまで急激な値上げに対する臨時的な措置であり、栄養教諭に対して、

４月以降は従来の１食当たり金額で賄えるように準備をお願いしております。 

しかし、今後更なる急激な値上がり等あった場合には、近隣市の動向を見ながら

対応を検討してまいります。 

武内委員 物価は今後も値上がりが続くと思われますが、そうなった場合、今後も公費で補

填していくのか、給食費の値上げを検討するのか市としての考えはどのようか。 

教育庶務課 

課長補佐 

給食は１食当たり２７０円（小学校）ですが、同じ栄養価であっても色々な食材

を使用したり、メニューのバリエーションよっては、かなり金額の幅があります。

そのため、その幅をうまく使って調整していただくようお願いしております。 

なお、本市では令和２年度に価格を上げているため、近隣市と比較して金額が少

し高めの状況となっております。 

今回は、予想していなかった急な値上げに対する措置であり、国の財政支援も受

けられることから行うものですので、４月以降は、まずは従来の金額で賄えるよう

調整をお願いしていくことになります。 

武内委員 これは意見ですが、物価高騰で家計が苦しい方が多いと思いますので、今後も、

市が公費で補填していく方向で検討をお願いしたいと思います。 

教育部長 令和２年度に値上げをしたところですので、これ以上保護者の負担増にならない

よう工夫していきたいと考えております。 

本市の給食費は近隣市と比較して金額が高くなっており、実際、他市が財政補填

した金額と比べても高い状況となっております。 

来年度以降は、近隣市の動向等を注視しながら適正な金額を判断し、子どもたち

にしわ寄せがいかないようしてまいります。 

平岡委員 令和４年１０月から半年間とのことですが、概算で公費負担の金額はいくらです

か。 



教育庶務課 

課長補佐 

予算額としましては、約７，０００万円を見込んでおります。ただし、上限金額

で計算した金額になりますので、実際はもう少し低い金額になると思われます。 

教育長 他に質問がないようですので、続きまして、（２）「第１７回にしお本まつりの開

催について」説明をお願いします。 

文化財課長 ただいま議題となりました、その他議題（２）「第１７回にしお本まつりの開催

について」ご説明いたします。資料９ページ、その他議題（２）をご覧ください。 

この事業は、平成１８年度から毎年秋に開催している全国でも珍しい「本のお祭

り」の催しです。古典籍の宝庫・岩瀬文庫を１１０年余にわたって守ってきた歴史

を持つ当市を「本のまち西尾」として広くアピールするため、１０月２７日の「文

字・活字文化の日」に直近の土・日の２日間、本をテーマに西尾市岩瀬文庫と西尾

市立図書館を会場として、多くの市民ボランティアの協力のもと行っています。 

昨年、一昨年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、インターネットを通じ

たオンライン開催で継続してきました。今年は感染対策を講じつつ３年ぶりに本来

の形で開催します。 

開催日は１０月２９日（土曜日）と３０日（日曜日）で、時間は両日とも午前９

時から午後５時までです。各催しの詳細な時間や予約方法はお手元にお配りしまし

たチラシをご確認ください。 

主な内容は、近畿大学非常勤講師の高木浩明氏による講演会、聞かせ屋。けいた

ろう氏による絵本講座とおはなし会、普段は非公開の国登録有形文化財・岩瀬文庫

旧書庫内部の特別公開、古本市など、多くの皆さんのご協力を得て、本にちなんだ

多彩なメニューをご用意しています。読書の秋にふさわしいお祭りですので、ぜひ

多くの方に足を運んでいただきたく、ご案内申し上げます。 

以上、その他議題（２）の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明で質問、意見はありませんか。 

特に質問がないようですので、続きまして、（３）「にしお駅伝フェスティバル  

２０２２について」説明をお願いします。 

スポーツ振興

課長 

ただいま議題となりました、その他議題（３）「にしお駅伝フェスティバル２０

２２について」、ご説明申し上げます。その他議題（３）資料をご覧ください。 

新型コロナウイルスの影響により２年連続で中止となりましたが、「にしお駅伝

フェステバル２０２２」を１２月１８日（日）午前９時から愛知こどもの国におい

て、十分なコロナ対策を実施し、３年ぶりに開催いたします。 

大会のコースはＡコース、Ｂコースと２種類あり、林間コースでコース全体での

アップダウン、山あいの景観が望める変化に富んだコースとなっております。 

Ａコースは、距離が１７．９キロメートルで、高校一般男子、高校一般女子、中

学生男子の参加となります。 

Ｂコースは、距離が１０．０９キロメートルで、中学生女子、小学生（男女混合

可）、シニア、フレンドリーの参加となります。 

募集チーム数は、Ａコース１００チーム、Ｂコース１００チームで、全体では２

００チームを募集いたします。今回は、コロナ対策により、例年より６０チームほ

ど削減して募集いたします。 

表彰は、フレンドリーの部を除き、各部の１位から３位に市長賞を授与し、加え

て１位には中日新聞社賞を、また、各区間１位に区間賞を、小学生には男女それぞ



れ区間賞を授与します。今回も昨年同様、全部門に特別賞を設けております。 

駐車場は、「あさひが丘」に約２７０台、「ゆうひが丘」に約２６０台あり、１回

の駐車料金は５００円となっております。また、当日は名鉄蒲郡線こどもの国駅か

らシャトルバスを運行することで、名鉄電車のご利用をお願いしており、名鉄利用

促進の一役も担っています。 

以上、その他議題（３）の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明で質問、意見はありませんか。 

特に質問がないようですので、日程５を終わります。 

教育委員会名義使用として、１３件提出されています。 

ご確認をお願いいたします。 

教育長 この他、何か連絡事項はありますか。 

教育長 以上で本日の日程は、すべて終了いたしました。 

教育長 次回は令和４年１１月９日水曜日 午前１０時から、岩瀬文庫研修ホールで予定

されています。ご予定いただきたいと思います。 

教育長 これをもちまして西尾市教育委員会１０月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 


