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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４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、平岡委員、尾﨑委員 を指名します。 

 ２ 前回会議録の承認 

教育長 前回定例会及び臨時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、前回定例会及び臨時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 

春が足早に過ぎ去ってしまい、初夏を思わせるような日和です。学校では、未だ

に感染対策続行中ですが、子どもたちは、新学期の新たな出会いに心を躍らせてい

ることと思います。 

本日は二点お話します。 

一点目は、教育委員会と学校の関係についてです。ご承知のように、市教委は教

職員の服務監督権限を有し、学校教育全般を指導管理する立場にあります。行政上、

そのように組織化されて、学校教育の普遍性や継続性が維持されていると考えられ

ます。しかしながら、少し見方を変えて、学校教育の構造という面から見ると、最

上位に位置するのは子どもたちの成長であり、それを直接担うことができるのは教

職員であり学校です。そして教育委員会は、その学校を人的にも物的にも、さまざ

まな面からしっかりと支え、学校教育が豊かに安全に提供されるように尽力しなく

てはなりません。東井義雄曰く「子どもの心に光を灯す」ことを目標とすれば、学

校は蝋燭であり、教育委員会は燭台であります。教育委員会は、子どもたちに直に

接する位置にはありませんが、子どもたちのことを想い、その成長を司る学校のた

めに、確固たる足場となれるように努めていきたいと思います。 

二点目は、今年度、学校で特に取り組んでいくべき教育課題についてです。短期

的なビジョンとして三つあります。「①コロナ禍によってやむを得ず縮減した教育

活動の豊かさを取り戻すこと」「②ＩＣＴ教育の定着～日常化」「③教育の質を低下

させない働き方改革」です。校長会でもふれましたが、特に働き方改革については、

全教職員の適切な共通理解のもとに推進しなくてはならないと考えています。 

働き方改革は、端的に言えば、労働者が幸せになるための手立ての一つであると

思いますが、しばしば目標と勘違いされ、あまつさえ錦の御旗の如く掲げられるこ

ともあり、少し辟易しています。とりわけ、教育現場では、超過勤務時間の縮減の

みに拘った改革では、誰も幸せにはなりません。子どもたちに注がれる教師の熱量

と勤務時間との間に相関関係がないわけがありません。子どもたちに長年寄り添っ

てきた教師たちは、この二律背反とも言える現実を誰よりも実感しています。この



ジレンマの上に立っての働き方改革をどう進めていくかを模索しなくてはなりま

せん。すなわち大前提である「子どもたちが未来を幸せに生き抜くための心と力を

育む」という教育の本分を減退させるようなことはあってはならないと思うので

す。そのためには、難しい課題ではありますが、何としても「教育の質を低下させ

ない働き方改革」を具現化しなくてはなりません。 

本年度から、部活動の在り方を見直していきます。勤怠管理も進む中で、ＯＪＴ

の工夫はさらに重要性を増すことでしょう。教育委員会としても、重要課題と捉え

て取り組んで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 

令和３年度初めての教育委員会定例会となりますので、今年度の教育委員会事務

局のメンバーをご紹介したいと思います。 

なお、法律により教育委員会の職務権限とされている「文化」と「スポーツ」に

つきましては、昨年度から機構改革により創設された市長部局の「交流共創部」が

補助執行しております。 

このため、教育委員会事務局に続いて、「交流共創部」も紹介いたします。 

まず、私は教育部長の齋藤武雄です。昨年度は生涯学習課長兼務の教育部次長で

ありましたが、新たな立場で頑張ってまいりたいと思っておりますので、よろしく

お願いします。 

続いて、教育庶務課長の原田課長、教育庶務課給食担当の岩瀬主幹、学校教育課

の伊藤課長、学校教育課庶務担当の菅沼主幹、学校教育課ＩＣＴ担当の高木主幹、

生涯学習課の鈴木課長、文化財課長で市史編さん室長兼務の齋藤課長、図書館の原

田館長となります。 

続いて、交流共創部です。内藤部長は本日欠席しております。関係課として、観

光文化振興課の石川課長、スポーツ振興課の味岡課長です。 

最後に事務局として、教育庶務課の木下課長補佐、越野主任主査です。 

以上のメンバーとなりますので、一年間よろしくお願いいたします。 

私からは、２点ご報告させていただきます。 

１点目は、西尾市議会６月定例会についてです。 

通常では、６月定例会は、その名前のごとく６月に開催されるわけですが、４年

に１度、市長及び市議会議員の選挙が６月に行われる年は、４月に６月定例会を行

います。今年度がその年にあたり、現在会期中ですが、４月１２日に開会し、５月

１０日までの２９日間の会期とされました。初日の４月１２日に議案審議が行わ

れ、一般質問は、４月１３日、１４日の２日間で１０名の議員から２８議題につい

て行われました。教育委員会関係分は、再質問も含め４議員からの防災教育や就学

支援をはじめとする４議題でありました。 

また、教育委員会に関係する議案といたしましては、補正予算として、国の令和

２年度第３次補正予算に伴う文部科学省の学校教育活動継続支援に係る補助金を

活用した小中学校等への感染症対策等に係る物品整備の予算が含まれております。

これにつきましては、予算決算委員会に付託されており、２０日の同委員会の文教

分科会で改めて審議を行います。 

そして、最終日の５月１０日には、採決が行われます。 

２点目は、今年度の教育委員会関係の主な事業についてです。 



新学校給食センターは、本年９月の稼働に向け、昨年から開始しております建設

工事等がいよいよ最終段階に入ってまいります。 

また、ひきこもりやニートなど社会生活を営む上で困難を有する子ども・若者を

支援するための総合相談センターを中央ふれあいセンター内に設置してまいりま

す。 

文化財課では、新編西尾市史の資料編３「近代１」を５月に刊行予定です。 

図書館では本年１月にスタートしました電子図書館のさらなる充実を図ってま

いります。 

また、学校においては、中学生海外派遣事業の代替事業といたしまして、小中学

生がＡＬＴ（外国人指導助手）と英語漬け（オールイングリッシュ）でともに活動

することにより、英語に対する自信や興味、関心を高め、異文化体験を通して相互

理解の大切さを学ぶ「イングリッシュキャンプ事業」を新たに開始します。 

学校の施設整備では、校舎内トイレの洋式便器への改修、校舎屋上防水、校舎外

壁塗装、エレベータ改修、特別教室等空調整備事業として、調理室及び配膳室への

エアコン設置に向けた調査等を進めてまいります。 

また、増加する児童生徒に対応するため、花ノ木小学校校舎の増築にかかる実施

設計、平坂中学校校舎増築にかかる基本設計を行ってまいります。 

花ノ木小学校は令和５年度、平坂中学校は、令和６年度の供用開始を予定してお

ります。 

さらに、いわゆるＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた取り組みといたしまして

は、昨年度、児童生徒一人一台タブレット端末を整備し、教師用の活用マニュアル

やプログラミング教育の授業指導事例集、児童生徒用の使い方ハンドブック、保護

者用の運用ガイドブックなどが出来上がるなど基本的な環境は整いました。 

これに加え、今年度は、新たな組織体制として学校教育課内にＩＣＴ教育推進の

ための各学校への司令塔となる担当主幹を配置いたしました。さらに、本年度より、

ＩＣＴ教育推進委員会を発足し、校内研修、授業実践の充実に努め、各学校の授業

の中での一人一台タブレットの本格的な運用を進めてまいります。 

また、交流協創部関係事業といたしまして、合併１０周年を機に、スポーツ都市

宣言を行いました。スポーツを通じて、交流人口を増やし、令和４年３月に地域の

活性化を図るフルマラソン大会を開催してまいります。 

文化会館については、築４０年が経過しており、施設の長寿命化を図る大規模改

修工事を令和５、６年度にかけて進めていくに先立ち、令和３年度は基本設計を行

ってまいります。 

今年度も多くの大型事業が予定されております。新型コロナウイルス感染症の影

響もあり、計画通りにいかない場合もあるかとは思いますが、教育委員会事務局と

交流共創部で知恵を絞ってしっかり対応してまいります。よろしくお願いいたしま

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２３号 専決処分の承認、西尾市文化財保護委員の委嘱について」提案

理由の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議案第２３号専決処分の承認について、提案理由のご

説明を申し上げます。 



今回、専決処分をした事項は、西尾市文化財保護委員の委嘱でございます。 

この委員は、西尾市文化財保護条例第１７条第１項の規定により教育委員会が任

命することになっています。 

同委員が令和３年３月３１日付けで任期満了し、４月１日付けで委嘱の必要が生

じたため、９名を委嘱いたしました。 

任期は、令和３年４月１日から令和５年３月３１日までであります。 

委員の委嘱につきましては、令和３年４月１日に教育長に対する事務委任規則第

３条の規定により処理いたしましたので、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、説明といたしますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

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 確認ですが、新しく任命された方はどなたですか。 

文化財課長 水谷寛明様が新規であり、他は継続でございます。 

教育長 他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２３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 引き続きまして、「議案第２４号 専決処分の承認、西尾市スポーツ推進委員の

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２４号専決処分の承認について、提案理由のご

説明を申し上げます。 

今回、専決処分をいたしました事項は、西尾市スポーツ推進委員の委嘱でござい

ます。 

この委員は、スポーツ基本法第３２条の規定により教育委員会が委嘱することに

なっております。 

このたび、令和３年３月３１日で２年間の任期満了となりましたので、令和３年

４月１日付けで別紙の６０名を委嘱いたしました。 

委員の委嘱につきましては、任期満了に伴い委嘱する必要が生じましたので、令

和３年４月１日に教育長に対する事務委任規則第３条の規定により処理いたしま

した。 

また、第４条の規定により、次の教育委員会の会議において承認を得なければな

らないと定められておりますので、今回、承認を求めるものでございます。 

なお、任期は、令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの２か年でござい

ます。 

以上、説明といたしますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

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２４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）「令和３年度職員配置について」説明をお願いします。 

教育庶務課長 ただいま議題となりました、その他議題（１）令和３年度職員配置について、ご

説明申し上げます。 

その他議題（１）資料「令和３年度教育委員会事務局職員名簿」をご覧ください。 

令和３年度の教育委員会事務局の組織については、前年度同様に教育庶務課をは

じめ、５つの課を置くものであります。 

各課の再任用職員を含めた一般職員の配置人数をご報告申し上げます。 

はじめに教育庶務課は、本庁と一色、吉良の学校給食センター及び小中学校等の

用務員、調理員を含め、４２名であり、うち３名は任期付き職員であります。 

次に、学校教育課は、１５名で、前年度と比較して１名の増で、新たに情報教育

担当の主幹が配属されました。 

裏面をご覧ください。 

生涯学習課、文化財課、図書館は、前年度と同様９名であります。 

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。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして（２）「学校教育関係者電話番号一覧

表について」説明をお願いします。 

学校教育課長 その他議題（２）「学校教育関係者電話番号一覧表について」ご説明申し上げま

す。その他議題（２）資料をご覧ください。 

学校の電話番号と校長、教頭及び事務局の自宅または携帯電話番号が記してあり

ますので、必要に応じてご活用ください。なお、個人情報になりますので、取扱い

にはご配意ください。 

以上で、その他議題（２）資料のご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。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして（３）「令和３年度役職者一覧につい

て」説明をお願いします。 

学校教育課長 その他議題（３）「令和３年度役職者一覧について」ご説明申し上げます。その

他議題（３）資料をご覧ください。 

すでに委員の皆様にはご承認をいただいておりますが、新任校長４名、新任教頭

５名を始め、一覧表にありますように役職者を配置し、学校活動をスタートしてお

ります。ご確認ください。 

以上で、その他議題（３）資料のご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（４）「小中学生イングリッシュキャ

ンプ事業について」説明をお願いします。 

学校教育課主幹 ただいま議題となりましたその他議題（４）令和３年度小中学生イングリッシュ

キャンプ事業について、ご説明申し上げます。 

資料１３ページ、その他議題資料４をご覧ください。 



１．募集案内・申込書の配布についてでありますが、すでに４月１２日の月曜日

から各校児童生徒へ申込書を配布いたしております。 

５月１４日に学校での応募を締め切り、５月１８日に市教委へ参加申し込み人数

を報告していただき取りまとめてまいります。 

２．応募定員数でございますが、中学生イングリッシュキャンプは２・３年生を

対象に定員６６名で、応募多数の場合には３年生を、小学生イングリッシュキャン

プは小学生５・６年生を対象に、校区別に定員３６名から４４名の５ブロックに分

け、応募多数の場合には６年生を優先としております。 

３．参加者決定方法についてでございますが、初の試みでどれほどの応募がある

が、見込みが困難な状況でありますが、市教委で当初、割り当てた定員に満たない

学校が出ましたら、応募の多かった学校へ再度、配分調整を行う予定でございます。 

なお参考までに１４ページから１７ページに中学生イングリッシュキャンプの

募集案内と参加申込書、１８ページから２１ページに小学生イングリッシュキャン

プの募集案内と参加申込書を掲載させていただいておりますのでよろしくお願い

いたします。 

教育長 ただいまの説明で質問、意見はありませんか。 

平岡委員 例年開催されていた中学生海外派遣事業に替わるイングリッシュキャンプとい

うことでございますが、運営は西尾市教育委員会が独自で行うものなのか、外部の

専門業者に委託するものなのか、いずれになりますか。 

学校教育課主幹 教育委員会に現在１１名のＡＬＴがいますが、こちらは委託先の業者から派遣さ

れています。この方たちにお願いします。 

平岡委員 市内に派遣されているＡＬＴの派遣元と承知しますが、その派遣元はイングリッ

シュキャンプなどの運営もなさっている会社ということでよろしいでしょうか。 

学校教育課主幹 確認したところ、そのような事業の経験則を持った業者であります。 

武内委員 選考方法について、教えてください。参加申込書を記入して提出する以外に何か

選考基準はあるのでしょうか。 

学校教育課主幹 中学校の場合で申し上げますと募集案内の応募資格にもありますが、自らの意志

で英語に興味、関心があり、参加を希望する生徒、その上ですべての日程に参加で

きる生徒、としています。また、小学生も同様に英語に興味、関心があり、自らの

意志で参加を希望する児童としています。選考方法については抽選としています。 

教育長 申し込みが多い場合は抽選で、作文や面談、英語の成績を調査するということは

しないということです。 

平岡委員 従来の海外派遣ですと、参加者から費用だけでなく、外部団体からも運営のため

の費用をいただいていたと思います。本事業については、どこかから補助していた

だくということはあるのでしょうか。 

学校教育課主幹 募集案内にあるように、本人の負担は中学生８，０００円、小学生５，０００円

としていますが、それ以外に負担はありませんし、事業の助成金や補助金はありま

せん。 

教育長 今回の事業については、個人負担もありますが、それ以外は市費で全て執り行う

ということになります。 

平岡委員 すでに募集案内を配布されているということですが、紙での配布のみでしょう

か。 



学校教育課主幹 学校経由で案内を出しており、希望する子にぜひ参加していただきたいという形

になっております。 

平岡委員 参加できる人数が多く、従前の海外派遣と違ってだれでも行けるということです

が、現場の先生に伝わっているか、少し不安があります。 

学校教育課主幹 この件については、先生方に十分伝わるよう校長会でご説明させていただいてお

ります。 

平岡委員 ここにいる教育委員は、市のＰＴＡの役員を務めたものが多く、従前の海外派遣

の審査に関わったメンバーです。海外派遣がなくなり、新たに小中学生イングリッ

シュキャンプというのが立ち上がるということなので、関心は高いです。その上で、

第１回目からうまく滑り出して欲しいという意図があります。反響があまりないよ

うであれば二次募集をするなども検討していただき、最初から成功してほしいと思

います。 

教育長 他に質問がないようですので、続きまして（５）「西尾市教員免許状更新講習費

用補助金交付要綱の制定ついて」説明をお願いします。 

学校教育課長 その他議題（５）「西尾市教員免許状更新講習費用補助金交付要綱の制定につい

て」ご説明申し上げます。その他議題（５）資料をご覧ください。 

本要綱は、教員不足を少しでも解消するために、教員人材の確保を目的に交付す

る、西尾市教員免許状更新講習費用補助金に関し、必要な事項を定めるものであり

ます。 

第１条は、本要綱の趣旨を定めたものです。 

第２条は、目的を定めたものです。 

第３条は、対象者を定めたもので、学校に勤務している又は勤務が内定している

非正規の県費負担教員又は市費負担教員のうち、教員免許状の更新講習の課程を修

了し、更新講習修了証明書が発行された者とします。 

第４条は、補助金の額を定めたもので、教員免許状を期限内に更新する者には、

更新費用の実費負担額と１０，０００円を比較していずれか低い方の額を、教員免

許状を期限後に更新する者には、更新費用の実費負担額と３０，０００円を比較し

ていずれか低い方の額を交付します。 

第５条は、補助金の申請について定めております。 

第６条は、補助金の決定及び通知について定めております。 

第７条は、補助金の交付について定めております。 

第８条は、補助金の返還について定めております。 

第９条は、委任規定であります。 

附則として、本要綱は、令和３年５月１日から施行します。 

なお、本要綱は、施行後５年をめどに補助事業全般に関して検討を加え、その結

果に基づき、廃止を含む必要な見直し等の措置を講ずるものとします。 

２５ページは、西尾市教員免許状更新講習費用補助金交付申請書兼実績報告書に

なります。 

２６ページは、西尾市教員免許状更新講習費用補助金交付決定通知書になりま

す。 

今後、校長会議において、本補助金について各校の教職員に周知するように指示

するとともに、西尾市の広報やホームページを活用して広く周知を図っていきたい



と考えております。 

以上で、その他議題（５）資料のご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。 

尾﨑委員 免許状更新講習は既にずいぶん前から始まっていますが、この補助金は教員不足

を解消するために令和３年度から始めるということでよろしいですか。 

学校教育課長 委員のご指摘のとおり、西尾市では教員不足ということが大きな課題であります

ので、免許状を休眠している方を少しでも掘り起こしを図りたいということと、こ

れまでも西尾市等で勤めていただいている方が、少しでも西尾市で働いていただけ

るように、他市に流れていかないように、人材確保をするため、令和３年度より始

めていきたいと考えています。 

平岡委員 教員の免許状更新制度について、大枠で結構ですので、教えてください。 

学校教育課長 教員の免許状ですが、１０年で免許を更新しないといけないというのが基本にな

ります。その更新は２年間の間に終えないといけません。３０単位を消化して免許

を更新していくということになります。その費用は概ね３０，０００円かかります。

一部安価なところもありますので、本要綱では実費負担分を補助するという仕組み

としております。 

平岡委員 ３０単位ということですが、これは集合研修のようなものに行かれるのか、オン

デマンドで行われるのか、教えてください。 

学校教育課長 両方ございます。大学等に出向いて対面で講習を受ける形とｅラーニングという

形で講習を受けて行うものがあります。コロナ禍ですので、ｅラーニングによる免

許更新がかなり浸透してきています。 

教育長 文部科学省が抜本的な改革をすると打ち出していますが、いつになるかわかりま

せん。西尾市にお勤めの方は実費で概ね３０，０００円かかりますが、中核市では

研修権を持っており、自市の指導主事や校長を講師にして自前で講習を行っている

ので、無料の中核市もあります。この不公平の解消を県にも交渉していますが、簡

単ではありません。 

教員は更新しないと免許を失効してしまいます。失効した者が行った授業は認め

られませんので、未履修となってしまいます。そのため、免許更新については、各

学校で教頭が中心になって、免許の状況を確認しています。 

平岡委員 教育委員会でも確認していないのですか。 

学校教育課長 教育委員会でもチェックするような体制を整えています。 

尾﨑委員 期限後に更新の場合もあるようですので、期限が切れて何年も経っても大丈夫な

のですか。 

学校教育課長 旧免許と新免許というものがありまして、旧免許状の方は、何年経っていても休

眠状態であれば講習を受けて復活はできます。ただし、新免許状は期限を終えてし

まうと完全に免許が失効してしまいます。 

教育長 他に質問がないようですので、日程５を終わります。 

教育長 教育委員会名義使用として４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３年５月１２日水曜日午前１０時から、市役所第３会議室で予定され



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４月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 


