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議 題 

１ 会議録署名委員の指名について 

 

２ 前回会議録の承認について 

 

３ 報告事項 

（１）教 育 長 報 告 

（２）教育部長報告  

 

４ 議案審議 

  議案第 25号 令和３年度西尾市教育支援委員会委員の任命について 

【学校教育課】 

  議案第 26 号 専決処分の承認について（西尾城跡保存活用計画策定検討委員会

委員の委嘱）【文化財課】 

  議案第 27 号 専決処分の承認について（西尾市子ども読書推進委員会委員の任

命）【図書館】 

  議案第 28号 専決処分の承認について（西尾市図書館協議会委員の任命） 

【図書館】 

  議案第 29号 専決処分の承認について（歴史公園内施設の利用時間短縮） 

【観光文化振興課】 

  議案第 30 号 専決処分の承認について（西尾市立小中学校体育施設スポーツ開

放運営委員会委員の委嘱）【スポーツ振興課】 

  議案第 31 号 専決処分の承認について（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）【スポーツ振興課】 

  議案第 32 号 専決処分の承認について（西尾市公民館及び西尾市地域交流セン

ターの開館時間の変更）【生涯学習課】 

  議案第 33号 専決処分の承認について（歴史公園内施設の利用時間短縮） 

【観光文化振興課】 

  議案第 34 号 専決処分の承認について（鶴城体育館始め１４体育施設の利用時

間短縮）【スポーツ振興課】 

 

 

 



５ その他 

（１）令和３年度学校訪問要項について【学校教育課】 

（２）令和３年度特色ある学校づくり推進事業実施要項について【学校教育課】 

（３）令和３年度各種委員会等の組織について【学校教育課】 

（４）令和３年度外国語指導助手（ＡＬＴ）について【学校教育課】 

（５）令和３年度学校司書の配置について【学校教育課】 

（６）子ども・若者総合相談センター「コンパス」の開設について【生涯学習課】 
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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５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、武内委員、石崎委員 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 

さわやかな初夏の風に緑を濃くした梢が揺れています。ゴールデンウィークに

は、たも網とバケツをもった親子連れや釣竿を積んだ中学生も見かけました。ほど

よい田舎の密集を避けられる利点です。 

本日は二点についてお話します。 

一点目は、これからのコロナ対応についてです。一昨日、臨時の校長会を行いま

した。緊急事態宣言に対応して、校内での感染拡大防止対策を確認するためです。

現在、感染状況は、日増しに深刻化しています。市内感染者も１０人台だったのが

一気に３０人を超えました。それに伴い小中学生の感染者も連続しています。今ま

では、家族に感染者が出ても、子どもたちは罹患しないケースが大半だったのです

が、最近は子どもたちもしばしば陽性となります。昨年までとは明らかに異なる感

染力のようです。昨年６月の学校再開以来、学校では、「新しい生活様式」を定着

させるとともに、「子どもが濃厚接触者になる可能性のある段階」で、自主的な欠

席を保護者に促し、水際対策で何とか凌いできました。しかしながら、これだけ感

染者が増加し、年齢に関係なく拡散していく状況となると、水際対策に遺漏が生じ、

校内での感染拡大の可能性が高まります。一旦、感染力の強い学校内クラスターが

発生すると、濃厚接触者が劇的に拡大し、２週間の出席停止児童生徒が増加を続け、

長期間の休校を余儀なくされるケースも危惧されます。休校に至らなくても欠席者

が多い場合、授業を進めるわけにはいきません。その結果、該当の学校だけ、昨年

のように夏休みを返上しての授業ということにもなりかねません。これは何として

も回避したいと思います。子どもたちの安全を守り、教育課程を維持するために、

さらに手綱を引き締め、市内全校足並みを揃えて感染防止対策を徹底するよう校長

先生方にお願いした次第です。 

二点目は、生理の貧困についてです。小学校高学年になると、友達と自分を比較

したり、自分にかかわるさまざまなことを気にするようになってきます。高学年か

ら中学生においては、そういう思春期を迎えた児童生徒の心情に十分配慮した指導

でなくてはなりません。子どもの成長に必要なものは、本来保護者が与えることが、



正常な親子関係を形成する意味で望ましいと考えます。特に生理用品については、

思春期の子どもにとっては、他人に打ち明けにくい性質のものであることから、特

に保護者が買い与える方が適切です。また、日常的に様々な心の悩みの相談を受け

る保健室には、生理用品も常備されていますが、生活困窮を理由とした生理用品の

不足を養護教諭に相談することは、児童生徒にとっては、ひけめを感じる辛いこと

であり、教育上は避けたいものです。そもそも子どもに責任はありません。この点

は保護者が本来請け負うべきで、行政はそれを支援すべきと考えています。 

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、３つのことをお伝えいたします。 

１つ目は、西尾市議会６月定例会についてであります。 

６月定例会は、５月１０日に最終日を迎え、すべての議案について原案通り可決

されました。前回ご紹介しました教育委員会関係議案の補正予算、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につきましても、無事可決成立しま

したので、今後着実に執行してまいります。 

２つ目は、緊急事態宣言の発出に伴う市の公共施設の取り扱いについてです。５

月１１日付けで西尾市新型インフルエンザ等感染症対策本部から市の方針として

４つの決定事項が示されました。 

「①市内公共施設の利用の自粛を呼びかける。②市の公共施設は午後８時を超え

て開館しない、８時を限度として閉館する。③すでに予約された８時を超える申し

込みについてはキャンセルとし、利用料金は還付する。また、感染防止を理由とす

るキャンセル料は免除あるいは還付対応とする。④対象期間中の午後８時以降施設

の新規予約は受け付けない。」です。これは、第３波到来の緊急事態宣言の際と同

様になります。 

教育委員会及び交流共創部関係施設につきましても開館時間を８時までに短縮

する施設があり、この後専決処分の議案としてあげさせていただいております。 

３つ目は、合併１０周年記念事業についてであります。 

西尾市は、去る４月１日に合併１０周年を迎え、４月１１日には文化会館にて合

併１０周年記念式典が盛大に開催されました。この式典開催を皮切りに今年度末ま

でに合併１０周年を祝う市主催の特別事業や冠事業が開催されます。 

また、市主催事業以外にも市民自らが主催する事業を市が支援して市民とともに

合併１０周年の節目を祝う市民公募事業の開催も予定されています。 

お手元に西尾市合併１０周年記念事業実施計画書を配布いたしました。 

今後開催される教育委員会及び交流共創部が関係する主な事業をご紹介いたし

ます。 

５ページをご覧ください。上から３つ目にございます「第１回にしおマラソン」

であります。 

スポーツ振興と観光振興の融合により地域活性化を図ることを目的に令和４年

３月６日日曜日に開催されます。市民が参加可能な自治体主催のフルマラソンとし

ては、県内初の大会であります。詳しいコース図については広報にしお５月号に掲

載されております。 

次に７ページをご覧ください。上から３つ目にございます「美術展開催事業（山

本眞輔展）」であります。 



西尾市一色町出身で日本芸術院会員として日本彫刻界を代表する山本眞輔氏の

作品展を合併１０周年記念して、また、一般社団法人西尾市文化協会設立記念事業

として行い、市民が文化芸術に親しむ機会を提供するものです。 

次に１０ページをご覧ください。ここから１４ページまでの２２事業が市民公募

事業になります。 

なお、掲載内容につきましては年度当初の予定であり、コロナウイルス感染症の

蔓延状況によっては中止となる事業もございますことをお断り申し上げます。 

教育委員会及び交流共創部といたしましても合併１０周年という慶事を市民と

ともに盛り上げていくように努めてまいります。 

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２５号 令和３年度西尾市教育支援委員会委員の任命について」提案理

由の説明をお願いします。 

学校教育課長 ただいま議題となりました、議案第２５号「令和３年度西尾市支援委員会委員の

任命について」ご説明申し上げます。 

議案第２５号の資料をご覧ください。 

提案理由は、西尾市教育委員会支援規則第３条に基づき、教育委員会が委員を任

命することになっているためでございます。 

議案の次のページが任命の承認を受けたい令和３年度西尾市教育支援委員会委

員名簿（案）になります。 

西尾市教育支援委員会は、小中学校・義務教育学校の児童生徒及びその就学予定

者のうち、心身の障害等により教育上特別な支援を必要とする児童生徒に対し、適

切な就学先などについて教育委員会に答申する附属機関であります。 

任期につきましては、令和３年６月１日から令和４年３月３１日までとなりま

す。 

以上、議案第２５号の説明とさせていただきます。 

よろしくご審議の上、ご承認ください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２５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２６号 専決処分の承認、西尾城跡保存活用計画策定

検討委員会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２６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、西尾城跡保存活用計画策定委員会委員の委嘱でご

ざいます。 

この委員は、西尾城跡保存活用計画策定検討委員会設置要綱第３条の規定により



教育委員会が委嘱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、１３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。 

平岡委員 西尾文化協会が法人化されましたので、所属団体や備考は一般社団法人と明記し

ていただいた方が良いのではないでしょうか。 

文化財課長 ４月１日付けで委嘱しまして、法人化したのは４月６日付けでございましたの

で、今回は委嘱時の団体名とさせていただきました。以後は一社西尾市文化協会と

して表記していきたいと思います。 

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２６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２７号 専決処分の承認、西尾市子ども読書推進委員

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２７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。 

お手元の議案第２７号の資料をご覧ください。 

今回、専決処分をいたしました事項は、西尾市子ども読書推進委員会委員の任命

でございます。 

この委員は、西尾市子ども読書推進委員会規則第３条により委員は１０人以内

で、子ども読書活動を推進する関係機関の職員及び図書館ボランティア並びに学識

経験のある者の中から、教育委員会が任命することになっています。 

委員の任期は、同規則第４条第１項にて１年間としており、早急に任命する必要

が生じましたので、令和３年５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報告し、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、教育委員会の承認を求めるもの

でございます。 

なお、１０名の任期は、令和３年５月１日から令和４年４月３０日まででござい

ます。 

以上、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２７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２８号 専決処分の承認、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２８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。 

お手元の議案第２８号の資料をご覧ください。 

今回、専決処分をしました事項は、西尾市図書館協議会委員の任命でございます。 

この委員は、図書館法第１５条及び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、１０名以内で学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の

向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命い

たします。現在の委員の任期は、令和２年５月１日から令和４年４月３０日までで

す。 

このたび、委員に就任していただいている西尾市教育研究会図書館部会部長及び

主任の役職に異動が生じたことに伴い、補欠委員を早急に任命する必要が生じまし

たので、令和３年４月２１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。 

任期は、前任者から引き継いだ令和３年４月２１日から残任期間の令和４年４月

３０日まででございます。 

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報告し、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、教育委員会の承認を求めるもの

でございます。 

以上、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。 

平岡委員 専決処分をする事由に「委員の任期満了に伴い」とありますが、今のご説明では

任期満了ではないと思います。 

図書館長 誤りでした。事由につきましては、役職の異動に伴い発生したものでございます。

訂正させていただきます。 

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２８号を採決します。 

本案は、一部を修正し、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、修正したうえで承認いたします。 

教育長 引き続きまして、「議案第２９号 専決処分の承認、歴史公園内施設の利用時間

短縮について」提案理由の説明をお願いします。 

観光文化振興

課長 

ただいま議題となりました議案第２９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。 



議案２９号資料をご覧ください。 

今回、専決処分をしました案件は、令和３年４月１６日に愛知県に対して適用さ

れた「まん延防止等重点措置」を受け、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点

から、歴史公園内施設の利用時間を短縮したいとするものでございます。 

期間は令和３年４月２０日から５月１１日まででございますが、「愛知県まん延

防止等重点措置」が短縮または延長された場合は、措置解除の日までとするもので、

利用時間は午前９時から午後９時まででございます。 

本件につきましては、４月２０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、その承認

を求めたいとするものでございます。 

なお、国の緊急事態宣言に基づき、本日５月１２日から５月３１日の期間で発出

されました愛知県緊急事態措置を受けての対応につきましては、後の議案第３２号

から３４号で一括してご説明申し上げます。 

以上、議案第２９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２９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３０号 専決処分の承認、西尾市立小中学校体育施設

スポーツ開放運営委員会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３０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、西尾市立小中学校体育施設スポーツ開放

運営委員会委員の委嘱でございます。 

当委員は「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５条第２項

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。 

学校体育施設のスポーツ開放を円滑に実施するために就任いただき、その任期は

１年でございます。 

このたび、令和３年３月３１日で委員の任期が満了となりましたので令和３年４

月１日付けで別紙の４６名を委嘱いたしました。 

本件につきましては、令和３年４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、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３０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３１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３１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。 

先ほど説明いたしました議案第３０号と同様に、「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

ます。 

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、任期は１年と

なっております。 

このたび、令和３年３月３１日で管理指導員の任期が満了となりましたので令和

３年４月１日付けで別紙の３９名を委嘱いたしました。 

本件につきましては、令和３年４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、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３１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３２号 専決処分の承認、西尾市公民館及び西尾市地

域交流センターの開館時間の変更について」、「議案第３３号 専決処分の承認、歴

史公園内施設の利用時間短縮について」及び「議案第３４号 専決処分の承認、鶴

城体育館始め１４体育施設の利用時間短縮について」は関連がありますので一括し

て提案理由の説明をお願いします。 

教育部長 ただいま議題となりました議案第３２号、議案第３３号及び、議案第３４号につ

きましては関連がございますので、一括して提案理由のご説明を申し上げます。 

追加で配布させていただいております議案第３２号、議案第３３号及び議案第３

４号資料をご覧ください。 

これらの案件につきましては、愛知県に発出された新型コロナウイルス感染症の

拡大防止に係る国の緊急事態宣言を受け、市の新型インフルエンザ等対策本部会議

において５月１２日から市内公共施設の閉館を午後８時とすることが５月１１日

に決定されましたことから、西尾市中央ふれあいセンター始め１６の生涯学習施

設、歴史公園内施設及び鶴城体育館始め１４体育施設の利用時間を短縮する旨、専

決処分させていただいたものでございます。 



期間は令和３年５月１２日から５月３１日まで、但し、「緊急事態宣言」が短縮

または延長された場合は宣言解除の日までとし、利用時間は午前９時から午後８時

まででございます。 

これらの案件につきましては、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、その承認を求めた

いとするものでございます。 

以上、議案第３２号、議案第３３号及び議案第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３２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３３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）「令和３年度学校訪問要項について」説明をお願いします。 

学校教育課長 その他議題（１）資料をご覧ください。 

「令和３年度学校訪問要項」について、ご説明いたします。 

主旨等については、変更点はございません。 

昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う臨時休業のため、１学期に

予定しておりました学校訪問につきましては、２学期以降に延期させていただきま

したが、本年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した上で、２６ペー

ジにお示ししました訪問計画のとおり学校訪問を実施していきたいと考えており

ます。 

それぞれの学校の日程については、学校規模・組み合わせ等によって開始時刻等

が変わってまいりますので、担当から改めてご連絡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）「令和３年度特色ある学校づく

り推進事業実施要項について」説明をお願いします。 

学校教育課長 次に、その他議題（２）資料をご覧ください。 



「令和３年度特色ある学校づくり推進事業実施要項」について、ご説明いたしま

す。 

裏面をご覧ください。交付金については昨年度と変更ありません。今年度も「評

定加算」として、「優秀」と評価された１０校に対して、１校当たり１５万円を加

算します。 

今後の予定につきましては、選考委員会を本日の１３時より行います。教育委員

の皆様には、加算校の選考にお力添えをいただきます。よろしくお願いします。 

教育長 ただいまの説明で質問、意見はありませんか。 

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年度各種委員会等の組

織について」説明をお願いします。 

学校教育課長 その他議題(３)資料につきましては、学校教育課関係の各委員会の名簿になりま

す。 

２９ページは、「令和３年度 西尾市いじめ問題対策連絡協議会」の名簿になり

ます。３０ページは、「令和３年度 いじめ問題対策連絡協議会 専門部会」の名

簿になります。３１ページは、「令和３年度 西尾市特別支援教育推進委員会」の名

簿になります。１点訂正をお願いします。２０番の健康課課長補佐は主査の誤りで

す。訂正をお願いします。３２ページは、「コンピュータ委員会」に替わり本年度

より新設しました「令和３年度 ＩＣＴ教育推進委員会」の名簿に成ります。３３

ページは、「令和３年度 西尾市ボランティア体験推進委員会」の名簿になります。 

以上、ご承知おきください。 

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）「令和３年度外国語指導助手（Ａ

ＬＴ）について」説明をお願いします。 

学校教育課長 その他議題(４)資料をご覧ください。 

「令和３年度外国語指導助手（ＡＬＴ）」について、ご説明いたします。 

外国語指導助手（ＡＬＴ）につきましては、１１名のＡＬＴが全ての小中学校を

巡回しております。昨年度より、(株) アルティアセントラルと派遣契約を結びま

したので、派遣先の学校長の指示により、授業以外の学校業務の補助なども行って

いただくことができるようになりました。 

また、本年度より実施を計画しております「イングリッシュキャンプ」において

も、本ＡＬＴを大いに活用していきたいと考えております。 

以上です。 

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（５）「令和３年度学校司書の配置に

ついて」説明をお願いします。 

学校教育課長 その他議題（５）資料をご覧ください。 

「令和３年度 学校司書の配置」につきましては、本年度は昨年度より１名増員

し、全体で１９名を配置しております。 

なお、昨年度までは、各校の図書環境の充実を図るために、本務校を週４日、担

当校を週１日として配置してきましたが、ほぼ初期の目的は達成でき、各校の図書

環境が整備されてきましたので、本年より本務校を週３日、担当校を週２日と学校

間の差を少しでも縮めるように配置していきます。 



以上で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（６）「子ども・若者総合相談センタ

ー「コンパス」の開設について」説明をお願いします。 

生涯学習課長 その他（６）をご説明申し上げますので、資料３９ページをご覧ください。 

１概要（１）設置目的は、ひきこもり、ニートや不登校など様々な悩みを抱える

子ども・若者とその保護者からの相談を受け、修学、就職又は生活に係る包括的な

支援をワンストップで行うために設置するものであります。 

（２）名称は西尾市子ども・若者総合相談センター「コンパス」で、命名理由と

しましては、センターが、様々な悩みを抱える子ども・若者が前へと進むお手伝い

をし、彼らが迷ったときにはいつでも近くで支えられる、彼らにとっての羅針盤、

いわゆるコンパスのような存在であり続けたいという想いを込めております。 

（３）設置場所は、西尾市錦城町１６２番地１４、中央ふれあいセンター北棟３

階でございます。 

（４）利用対象は、市内に在住在学の概ね１５歳から３９歳までの子ども・若者

及びその保護者などでございます。 

（５）開設時間ですが、火曜日から土曜日の午前１０時から午後６時までで、日

曜日、月曜日、祝日、年末年始は休業とします。なお、火曜日から木曜日の３日間

は主に相談日として、コンパスで相談業務を行い、金曜日と土曜日の２日間は主に

支援日として、訪問や同行支援などの業務を行ってまいります。 

（６）利用料金は無料です。 

（７）支援内容は、この表に示しているとおり、①相談支援から、資料裏面の⑩

その他までのメニューを行ってまいります。なお、一部の支援メニューにつきまし

ては、準備の都合上、７月からの開始を予定しています。 

（８）利用方法については、電話、メールまたはＬＩＮＥで面談予約をして、個

別面談後、利用者登録した上で支援を開始することとしています。 

次に２の運営主体でございますが、（１）設置者は西尾市です。 

（２）運営者は一般社団法人パーソナルラボで、市からの業務委託になります。 

（３）契約金額は、税込み１９，８４０，５３５円でございます。 

（４）契約期間は、令和３年４月２２日～令和４年３月３１日までで、次年度以

降につきましては、長期継続契約を検討しているところです。 

（５）人員配置は、施設長兼コーディネーター１人、副施設長兼相談員１人、相

談員１人、支援員３人、アドバイザー２人の８人となります。 

最後に３の開設日等でございますが、（１）開設日は令和３年６月１日火曜日、

（２）開設周知につきましては、子ども・若者支援に関する関係機関・団体に対し

てパンフレットを持参して説明し、市ホームページや広報にしお６月号で情報発信

します。なお、議会につきましては、今週５月１０日月曜日に文教部会に報告し、

プレスリリースも行っております。 

（３）想定年間利用実人数でありますが、８０人程度を見込んでおります。 

資料としましては、４１ページ、４２ページがセンターの設置要綱です。また、

本日お手元にコンパスのパンフレットも配布しておりますので、ご一読ください。 

以上で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。 

平岡委員 設置要綱によりますと、センターの実施主体は西尾市、ただし、市長は、この事

業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める法人等に委託す

ることができる、とあります。 

こちらに基づいて一般社団法人パーソナルラボに運営を委託するということだ

と思いますが、市との契約が公募であったのか、選定の経緯について、簡単で結構

ですので、ご説明ください。 

生涯学習課長 今回の業者選定につきましては、公募型プロポーザルを実施しております。 

４月上旬に業者の募集を行ったところ、１者の応募がありまして、４月の中旬に

関係者を委員としたプレゼンテーションを行い、基準点を合格したということで、

今回のパーソナルラボとの随意契約に至っております。 

平岡委員 ４０ページ２（５）人員配置のところで施設長以下、副施設長、相談員、支援員、

アドバイザーとのことですが、市の職員はこの配置の中に入っていないということ

でよろしいでしょうか。 

生涯学習課長 全てパーソナルラボのスタッフでございます。 

平岡委員 コンパスを開設するにあたり、生涯学習課の所管していただくことになっていま

すが、生涯学習課のスタッフは増えていないと思います。 

事務を円滑に遂行するために不十分な部分があれば、次年度に向けて調整をする

必要があると思いますので、率直なご意見をお聞かせください。 

生涯学習課長 昨年度から時間外勤務が多くなっておりまして、会計年度任用職員１名を増員い

たしまして、今年度につきましては、この１名の増員でコンパスの運営を始め、課

の業務を対応していきたいと考えています。次年度以降につきましては、コンパス

を開設した以降の状況を鑑みて検討してまいりたいと思います。 

平岡委員 運営開始が６月からということですが、せっかく開設してもうまく回らない、と

いうことがないようにしていただきたいと思います。予算に関わる部分では、早め

に要望を挙げていただいた方が良いと思います。 

武内委員 パーソナルラボについて、ホームページを拝見すると、昨年開設した一般社団法

人ということで、情報が少なかったので、少しお聞きします。他市町村の実績があ

るのかということと、パーソナルラボ自体がどのくらいの職員数や会員数で運営さ

れているのか教えてください。 

生涯学習課長 パーソナルラボの前身となる任意団体がございまして、２０１４年から活動して

います。活動内容は不登校、ひきこもり支援、地域活性化を軸とした活動を佐久島

で行っておりました。２０１７年にＯＮＥＳＴＥＰという名前でＮＰＯ法人とな

り、２０２０年にさらなる組織強化のために一般社団法人パーソナルラボを設置し

ました。 

これまでの実績ですが、県内全域で法人として１５０名程度の青少年の支援を行

ってきました。小学生から４０歳程度を対象とした支援実績の中では、２０名を超

えるひきこもり者の就職など、困難ケースからの復帰実績もあると聞いておりま

す。 

なお、ＮＰＯの時代につきましては、ＪＡや佐久島振興課、島を美しくつくる会

と連携して、不登校、引きこもりの当事者たちとともに、佐久島の芋焼酎の製造を

手伝ったと聞いております。以上です。 



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５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。 

教育庶務課長 教育委員会４月定例会でご案内しました教育委員会名義使用承認申請書の令和

３年３月４日に申請のありました、２０２１国立ボリショイサーカス夏休み岡崎公

演につきましては、５月７日に主催者の東海ラジオ放送株式会社から新型コロナウ

イルス感染拡大の状況下で、出演者が日本へ入国が困難なため、開催中止となった

旨の報告書の提出がありましたのでご報告いたします。 

教育部長 一定規模以上の事業所では、障害者雇用の人数が義務付けられています。西尾市

役所においても同様の状況で、また、昨年度から臨時職員が会計年度任用職員とい

う雇用形態に変わりました。それらに伴い、会計年度任用職員も含めた職員に対す

る障害者雇用の割合が求められており、障害者雇用の人数を達成しなければならな

いという厳しい状況です。 

人事課も含めた障害者雇用の推進を図る流れの中で、教育委員会においても雇用

を検討しています。具体的にどこまで可能か議論したうえで、学校等のご理解もい

ただき、進めていくわけですが、用務員の業務の一部を担っていく形で雇用ができ

ないか、現在検討しています。 

急な話ですが、早い段階、可能であれば６月から雇用したいと検討しています。

内容が決まりましたら、事後になってしまいますが、教育委員の皆様にもご報告申

し上げます。 

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６月９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５月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 


