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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７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 

梅雨明けが待ち遠しい頃となりました。早朝にはニイニイゼミの控え目な声に癒

されることもあります。前期分の学校訪問も終わりました。いずれの学校も落ち着

いた雰囲気で学習に取り組めていたと思います。また、中学校の夏季大会も始まり、

どの種目でも生徒たちの生き生きとしたプレイを目にすることができました。 

さて、本日は、教育界においてしばしば語られる不易と流行についてお話します。

進行する教育改革によって、学習活動の様子が変化しています。小学校英語しかり。

その最たるものは、タブレットを活用した授業でしょうか。主に知識理解において、

学習の効率化と個別最適化を目的としたＩＣＴ教育ですが、低学年の児童が自分の

タブレットに書いた考えを大型モニターに転送して発言する様は、タブレット配布

からわずか３か月にもかかわらず、隔世の感さえ抱きます。一方、昨今の風潮とし

て、時代のニーズで変遷する学習活動、指導方法の変化に囚われて、教育の根幹を

なおざりにした危うさが窺われます。教育の根幹となるのは、言うまでもなく教育

目標であり、理想とする人間像です。 

どんな人間を育てるか。日本全国には数多の学校があり、それぞれ地域の歴史や

伝統文化に裏打ちされた理念が表された校訓があります。しかしながら、それらの

文言はそれぞれ異なっていても、校訓に込められた願いに大きな差異はないように

思われます。私たちが求める人間像は、端的に表現すれば「優しくて強い人間」で

あり、古今東西万代不易の側面を有しています。 

グローバル化と情報化の急加速に加えて、ＡＩがもたらすと言われる第４次産業

革命によって、未来社会は、今までの経験値からは見通しの効かない社会であると

言われます。未来に生きる子どもたちが、そのような社会を担い、未来を切り拓い

ていくために必要な力とは何でしょうか。その能力を特定し、その素地を子どもた

ちに身につけさせたいと思います。 

学習指導要領には、「生きる力」として、「知・徳・体」のバランスの大切さが示

されています。子どもたちに培いたいものは、「心」と「力」に大別されますが、

ここでは「不透明な未来」という視点から、「力」について、もう一歩突き詰めて



考えてみます。不透明な未来では、前例のない問題を解決し、未知の苦境を乗り越

えていかなくてはなりません。そこでは、今の自分では解決のできない問題を解決

する力が必要となります。それは、問題に挑み、それに対応して自分を更新させて

いく力と、その力が得られるまで苦境に耐え続ける力ではないかと思います。すな

わち、「新たな力を取り込もうとする意志と吸収力、加えて忍耐力」ではないかと

思うのです。不易の校訓にしばしば用いられる「つよい」「たくましい」「かしこい」

等の言葉を以上のように斟酌したいと考えています。 

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 私から３点ご報告させていただきます。 

１点目は、西尾市議会７月臨時会についてです。 

市議会議員改選後初の議会で７月１５日に開催されます。 

議事日程は、議長選挙、副議長選挙、常任委員会委員の選任等の各種役職の決定

が行われた後に市長所信表明演説が行われます。 

続いて条例制定をはじめとする３議案が審議が行われます。 

なお、教育委員会に直接関係するものはございません。 

２点目は、通学路の安全確保についてです。 

先日、千葉県八街市で下校中の小学生の列にトラックが突っ込み、児童５人が死

傷するという痛ましい事故が発生しました。 

本市は大丈夫かというように思われることもあるかと思いますので、現在の取組

状況を報告いたします。 

まずは、年度当初に各学校の教職員がすべての通学路の安全の確認をしておりま

す。 

また、通学路の安全確保に向けた継続的な取り組みを行うことを目的に、平成２

７年度から「西尾市通学路交通安全プログラム」を策定し、道路管理者である市土

木課と交通安全部局である西尾警察署交通課、学校教育課の３者が連携して継続的

に通学路の安全対策を図っております。 

具体的には、学校からの申出のあった通学路の危険箇所や改善要望箇所を学校教

育課をはじめとする先の３者が合同で点検し、道路改修などの必要な対策を講じて

いくというものであります。全小学校２６校を５つのグループに分け、５年間で全

小学校の安全対策を一巡させております。 

これ以外にも町内会等の地域からの要望に基づき道路にグリーンベルトを引い

ていただく等の対策がなされるケースもあります。 

３点目は、小中学生に対する新型コロナワクチンの接種についてです。 

小中学生を含む１２歳から１８歳までの方に対する接種券が７月１６日金曜日

から発送されます。 

接種券が届いた方は、各自で集団接種会場での接種または、医院等での個別接種

の予約をしていただくことができます。集団接種の日程については、学校生活に極

力支障をきたさないよう夏休み中に接種ができるように配慮しております。 

また、今回の発送分につきましては、対象年齢の判断を６月３０日時点で行われ

ており、７月以降に１２歳に到達される方につきましては、今後概ね１月ごとに追

加送付される予定であります。 

小中学生にも該当者が存在するため、学校を通じて、その旨を児童生徒の保護者

に周知いたしました。 



なお、子供たちへのワクチン接種に対して非常に懸念を抱いて見える方も存在し

ているため、周知に当たっては、ワクチン接種は、接種者の意思に基づくもので強

制するものではないことを伝えるなどの配慮をしております。 

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４５号 専決処分、社会教育委員の委嘱について」提案理由の説明をお

願いします。 

生涯学習課長 議案第４５号、専決処分の承認について、ご説明申し上げます。 

専決処分書をご覧ください。 

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を行いました。 

専決処分する事項は、社会教育委員の委嘱になります。対象者は杉田愛次郎氏を

始め、５名の入れ替えです。 

任期につきましては、前任者の残任期間として、令和３年７月１日から令和４年

６月３０日の１年間でございます。 

専決処分をする事由は、任期期間中の委員に変更が生じたことによる承諾書の収

集が遅れたために専決処分にて委嘱を行いました。 

根拠法令につきましては、社会教育法第１５条及び西尾市社会教育委員設置条例

第１条でございます。 

次の資料は社会教育委員の名簿でございます。 

２０名以内という規定に基づきまして、新任の方も含めて委嘱をしています。 

説明は以上です。 

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４５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４６号及び議案第４７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」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。 

観光文化振興

課長 

ただいま議題となりました議案第４６号及び議案第４７号につきましては関連

がありますので、一括して提案理由のご説明を申し上げます。 

議案第４６号につきましては、令和３年６月１７日に愛知県に対して適用されま

した「まん延防止等重点措置」を受け、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６月２１日から７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。 

続きまして議案第４７号でございますが、こちらは「愛知県まん延防止等重点措

置」が解除されたことに伴い、令和３年７月８日付けで発出された愛知県「厳重警



戒宣言」を受け、歴史公園内施設の利用時間を引き続き午後９時までとしたいとす

るものでございます。 

期間は令和３年７月１２日から８月１１日まででございますが、愛知県「厳重警

戒宣言」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ございま

す。 

これらの案件につきましては、議案第４６号が６月２１日付けで、議案第４７号

が７月１２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。 

以上、議案第４６号及び議案第４７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４６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４７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）「教職員の業務改善について」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。 

「教職員の業務改善について」ご説明いたします。 

教職員の長時間労働につきましては社会問題となっており、「働き方改革」の必

要性が強く叫ばれています。そこで、西尾市教育委員会としましても、教職員が安

心して休暇を取得することができる体制を整え、健康の保持･増進と心身の休養を

図るため、一昨年度より「夏期休業中の対外的な学校業務を行わない日」を設定し

ました。 

期間は、令和３年８月１０日火曜日から８月１６日月曜日までの７日間です。 

その期間に、児童生徒の事件・事故等が発生した場合など、保護者が緊急に学校

と連絡をとる必要があるときは、各学校の携帯電話まで連絡を入れるように、事前

に保護者には文書で通知しました。 

原則、学校は固定電話に電話がかかってきてもとらないこととします。 

それ以外の場合で緊急に学校と連絡をとる必要があるときは、学校教育課から各

校教頭または校長へ一報を入れ、対応を依頼するようにしていきます。 

以上で、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。 



尾﨑委員 一昨年度より行われているわけですが、保護者の方にご理解いただいて、今まで

大きな問題はなく、スムーズにいっているのでしょうか。 

学校教育課長 昨年度は学校教育課に緊急の場合は連絡を入れるようにという文書を配布しま

した。昨年度は一件も学校教育課には連絡は入ってきておりません。 

本年度はコロナ禍ということもあり、学校の携帯電話に保護者からの緊急連絡を

受ける体制が定着してきておりますので、学校の携帯電話に保護者から連絡を入れ

ていただくことにしました。 

石崎委員 愛知県教育委員会が設定する夏季休業中の会議・行事等を行わない期間に合わせ

て設定したとのことですが、（２）に年休等の取得を勧めるとありますけれども、

これは休みと定義しているのであれば年休に充てるというのはリンクしないよう

に思いますがいかがでしょうか。 

学校教育課長 厳密に言いますと、行事を持たない日ということですので、勤務日になります。

ですので、この期間で年休や夏季休暇をまとめ取りができるような形としていま

す。 

教育長 他に質問がないようですので、続きまして（２）「矢田ふれあいセンターの駐車

場の変更について」説明をお願いします。 

生涯学習課長 その他議題（２）「矢田ふれあいセンターの駐車場の変更について」ご説明いた

しますので、資料をご覧ください。 

１の駐車場の変更理由でありますが、矢田ふれあいセンターは、西尾国森土地区

画整理事業地内に位置するため、同事業により施工される宅地及び道路等の整備な

どに伴い、現在の駐車場が北側に変更するとともに、県道刈宿住崎線からふれあい

センターへの進入路についても北側に変更するものであります。 

２の変更図ですが、図面にありますとおり、現在の進入路が北に移動し、駐車場

は南の未舗装の駐車場は全面廃止、舗装されている駐車場も一部廃止し、北側に新

たに駐車場の整備を組合が行っています。 

駐車場台数につきましては、現在が６５台で、整備後が６０台と５台ほど減少は

しますが、施設の運営上、大きな支障はないと判断しています。 

３の変更日は８月２４日に予定をしています。 

説明は以上です。 

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（３）「『新編西尾市史 資料編３ 近

世１』の刊行について」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（３）「『新編西尾市史 資料編３ 近世１』

の刊行について」、ご説明申し上げます。 

その他議題（３）資料をご覧ください。 

市史編さん事業でございますが、昨年の『資料編２ 古代・中世』に引き続き、

第３冊目となる『新編西尾市史 資料編３ 近世１』を刊行いたしました。 

『資料編３ 近世１』は、おおよそ１６００年の関ヶ原の戦いから、１８７１年

の廃藩置県ころに到る西尾市域の歴史について約３００点の資料を掲載しており、

Ａ５判、７９０ページ、上製本で口絵フルカラー、本文モノクロで、６００冊印刷

しました。 

価格は、１冊４千円で、付録として本文テキストデータを収録したＣＤ－ＲＯＭ、



及びＢ２判 江戸時代の西尾城下絵図がつき、７月１０日から頒布を開始しまし

た。 

資料裏面をご覧ください。 

上段は市史の内容となっています。 

資料中段のご購入方法の購入特典をご覧ください。頒布開始日から８月１０日ま

でに購入された方全員に、１２月４日から岩瀬文庫で開催する市史発刊記念特別展

の展示図録の無料引換券を進呈します。 

頒布場所は、岩瀬文庫のほかに、一色学びの館、尾﨑士郎記念館及び塩田体験館

で行います。 

最後に、今後の刊行予定でありますが、令和１１年までに、残り１１冊を順次刊

行してまいります。 

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。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして（４）「第８回尾﨑士郎賞作品募集に

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（４）「第８回尾﨑士郎賞作品募集に

ついて」、ご説明申し上げます。 

その他議題（４）資料をご覧ください。 

「尾﨑士郎賞」は、西尾市出身の小説家・尾﨑士郎の没後５０周年を記念し、平

成２５年度に創設された賞で、広く皆さんの文章作品を募集し、郷土の作家である

尾﨑士郎を顕彰するとともに、その文学への熱い想いを未来へ受け継ぐことを目指

します。 

募集内容は、４００字詰め原稿用紙５枚以内で記した作文・エッセイで、日本語、

未発表のものに限ります。 

テーマは、「生活の中の心の動きや感情を生き生きと表現したもの」、または尾﨑

士郎やその作品に関するものであります。 

部門は、小学生の部、中学生の部、そして高校生・一般の部の三部門です。 

応募方法は、作品に応募用紙を添えて文化財課まで郵送かメールで送付していた

だきます。応募用紙を添えたチラシを８月号の広報に折り込み、全戸配布いたしま

す。また、市内小・中・義務教育学校には各学校を通じ、チラシを全ての児童・生

徒に配布します。締切日は、９月３０日までです。 

資料裏面をご覧ください。 

次に、賞でありますが、最優秀賞及び優秀賞が各１点で、入選及び佳作は若干名

とありますが、令和元年度に行った第７回尾﨑士郎賞では、入選が１５名、佳作が

２２名でありました。 

発表は、１月下旬を予定しており、表彰式は２月１９日の土曜日に吉良図書館で

行います。 

審査員は、文芸評論家で愛知淑徳大学教授の清水良典氏にお願いしております。 

主催は、西尾市及び西尾市教育委員会であります。 

以上、その他議題（４）の説明とさせて頂きます。 

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（５）「第６７回西尾市市民体育大会



について」説明をお願いします。 

スポーツ振興

課長 

「第６７回西尾市市民体育大会について」、ご説明申し上げます。 

その他議題（５）資料をご覧ください。 

本大会は、西尾市、西尾市教育委員会、一般社団法人西尾市スポーツ協会の三者

の主催で陸上競技、軟式野球を始めとする２４競技をスポーツ協会加盟の２３競技

団体の主管の下で開催いたします。 

開催日につきましては、１０月２日土曜日、１０月３日日曜日をメインに開催い

たしますが、詳細につきましては、資料のとおりであります。昨年から続くコロナ

禍により水泳競技、空手競技の部につきましては中止いたしました。 

なお、総合開会式を１０月１日の金曜日、午後７時より西尾市総合体育館にて開

催いたします。昨年と同様に規模を縮小して行いますので、ご了承ください。 

以上、その他議題（５）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、日程５を終わります。 

教育長 教育委員会名義使用として１６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。 

平岡委員 梅雨の末期の雨の影響で、西日本など被害が出ているところもありますが、今年

から線状降水帯の情報が発令されることになっています。たまたま見かけたニュー

スで線状降水帯情報発令と通学するシーンが流れていました。 

事前の予測が無理なことは承知していますが、警報・特別警報も含めて、どのよ

うに整理されていて子供達や保護者に周知されているのか、教えていただきたいと

思います。 

学校教育課長 線状降水帯についての規定はまだできていません。ただ、これまでも暴風警報及

び特別警報については、朝６時の時点で発令されていればその日は休校となりま

す。 

児童生徒が登校した後に警報が発令された場合は、状況によりますが、安全が確

保できれば緊急集団下校、もしくは保護者の引き取りによって、下校させる体制に

なっております。 

暴風警報、特別警報以外、線状降水帯等にも関わってきますが、大雨警報や洪水

警報が発令されるような場合、今は雲の動きや降水の状況は事前に確認できますの

で、状況によって緊急に下校させる体制をとっております。 

大雨等が明らかなときは、市で統一して一斉に下校させるという対応が必要な場

合もありますが、地域性もありますので、例えば白浜地区のような南部で風が強い

場合であるとか、地域限定で豪雨が降り、下校を一時中断させるなど、地区ごとに

よってケースバイケースもありますので、その場合は教育委員会と校長が相談し

て、緊急的な対応をしていくという形をとっています。 

教育長 通学路の浸水箇所などは各学校で把握している部分もありますので、学校によっ

ては、帰りの通学路を変更したり、教員が随行したり、登下校を留めたり、様々な

対応をしているのが現状だと思います。 

これからも気を付けていきたいと思います。 

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８月１０日火曜日午前１０時から、市役所 ４１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７月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 


