
 西 尾 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

招 集 日 時 令和３年１２月８日（水） 午前１０時 

開 会 場 所 市役所 ４１会議室 

開 会 時 間 午前１０時 閉 会 時 間 午前１０時５０分 

教 育 長 稲垣 寿 

出 席 委 員 武内 基亘  尾﨑 まゆみ  石崎 光子  平岡 将暢 

欠 席 委 員  

委員会出席者 

教育部長 齋藤武雄、教育庶務課長 原田高行、教育庶務課主幹 岩瀬 一、学校教

育課長 伊藤嘉樹、学校教育課主幹 論田清高、学校教育課主幹 高木善隆、生涯学

習課長 鈴木貴之、文化財課長 齋藤俊幸、図書館長 原田依子、交流共創部長 内

藤貴久、観光文化振興課長 石川孝次、スポーツ振興課長 味岡 淳、教育庶務課課

長補佐 木下政之、教育庶務課主任主査 越野弘幸 

 

 

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 その他 

（１）教育委員会が所管する事務の評価について【教育庶務課】 

（２）私立高等学校・専修学校授業料補助金の交付申請の状況について【教育庶務課】 

（３）花ノ木小学校校舎増築実施設計について【教育庶務課】 

（４）平坂中学校校舎増築基本設計について【教育庶務課】 

（５）特別教室・給食室・配膳室エアコン整備計画（案）について【教育庶務課】 

（６）学校給食スペシャルメニューについて【教育庶務課】 

（７）西尾市岩瀬文庫特別展「『新編西尾市史 資料編３ 近世１』刊行記念 江戸時 

代の西尾」の開催について【文化財課】 

 

添付書類  教育委員会名義使用 ２件 



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１２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 

感染状況が落ち着き、教育活動が平常に戻りつつあります。修学旅行も残すとこ

ろ小学校二校となり、今月中旬には完了できる見通しです。このまま第六波が低め

に済んでくれることを願います。 

弥富市であまりに痛ましい事件が起きてしまいました。報道では僅かな発言や状

況をもとに、さまざまな憶測や推論が飛び交い、当初は被害者生徒との関わりに何

らかの因果関係を求めようとしていました。その中で、立命館大の広井教授は「ネ

ガティブな関係も人間関係の重要な一面だが、いじめ防止のため小さなトラブルに

も大人が介入するなどし、ここ十数年、子どもの間でネガティブな関係の取り方が

育ちにくくなっているのではないか」と話されていました。これは、昨今の教育施

策に対する非常な警鐘に思えます。しかしながら、加害生徒との人間関係は、殺人

という信じがたい行動を起こす際のきっかけや、その対象を特定する時の一要因と

しては想定できますが、問題の本質に向かっているようには思えないのです。 

今回の事件の関連として、学校の安全性を問う記事を読んだ際、ずっと前のこと

ですが、海外教育視察でフランスの高校を訪れた時のことを思い出しました。そこ

では校門に金属探知機がありました。理由を聞いてみると、前年、生徒間の宗教的

な争いから校内で銃撃事件が起きたのだそうです。それ以来、金属探知機が設置さ

れるとともに、ヒジャーブやクロス等、宗教色を窺がわせるものを学校内で身につ

けることは一切禁止とされました。この措置の教育的評価は議論の分かれるところ

ですが、このような背景が明確な事件は、大抵沈静化したり解決していきます。 

近年、児童生徒の問題行動のうち、解決の困難なケースとして、単純な因果関係

で解き明かせない事案が目につきます。児童生徒本人さえ、原因を理解できていな

いことも少なくありません。不登校についても、友人関係や学力不振など、外因的

なタイプは改善の見通しが立ちやすいものですが、一方、大半を占める「理由不明

の情緒不安・無気力など」に対しては、２０年以上にわたる教育課題として、教師

や保護者は言うまでもなく、教育学者、心理学者等の専門的知見を総動員しても、

未だに有効な手立ては確立されていません。学校は、集団所属感や自己有用感を重



視した学校運営によって、未然防止に全力を尽くしていますが、残念ながら深刻化

の傾向にあります。 

もともと思春期を迎えた生徒たちは、大人の知らない世界をもっているものです

が、これまでそれは、私たち大人の想像範囲近くで収まっていました。しかし今、

子どもたちの心の内が見えにくくなっているように感じます。これは私たち大人だ

けでなく、児童生徒本人にとっても同様な気がします。自己理解を促進させるため

には、他者との緊密なかかわりが不可欠ですが、ＳＮＳ依存で育まれる人間関係は、

厳しさを回避しながら、心地良い距離感を保障するために、自己変革を必要としな

い安住と独断に陥りがちと思われます。 

加害者の生徒は、直近のアンケートの中で、「クラスは楽しい」と回答していま

すが、彼にとって「楽しい」とは、どんな人間関係と学校生活であったのか、また、

「今思えば、悪いことをした」という、過ちを犯してしまってから理由を探してい

るような物言いも、不可解極まります。 

私たち教育に携わる者は、今回の事件をけっしてサイコパスによるものと片づけ

ることなく、全ての児童生徒の心の内を探り慮った教育を模索する必要があると思

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 私からは、２点ご報告させていただきます。 

１点目は、現在会期中の西尾市議会１２月定例会についてです。 

教育委員会の関係議案は、横須賀ふれあいセンターの調理室をミーティングルー

ムに改修することに伴う関係条例の改正及び補正予算の合わせて２件です。 

補正予算の主な関係分は、学校給食センターに係る給食用消耗品の購入費用、令

和４年度の学級数の増加に伴う教室空調設備工事及びＧＩＧＡスクール用電源キ

ャビネット設置工事等の費用、校内ＩＰカム更新費用、あゆみ学級にしおを明るい

雰囲気にするための環境整備費用の追加計上などです。 

この議案は、昨日の文教委員会に付託され、挙手多数で「原案どおり可決すべき

もの」と決しました。今後は１２月２０日の本会議最終日において正式決定されま

す。 

次に、一般質問ですが、既に新聞紙上やキャッチの映像などで報道されておりま

すが、１２月１日から３日までの３日間で行われ、１８名の議員から通告があり、

教育委員会関係分は、再質問も含めると８名から質問がございました。 

主な内容は、子どもの健康について、児童・生徒の不登校対策について、学校給

食の安全について、ＰＦＩ契約解除に伴う、吉良中学校に対する方針について、奨

学金の支給要件の緩和について、医療的ケアが必要な児童生徒に対する支援つい

て、ヤングケアラーについてなどがございました。 

答弁内容につきましては省略させていただきますが、大半は、現在の取り組み状

況や今後の課題の確認などでありました。 

なお、今後の教育委員会の取り組みに影響する答弁が３つございました。１つ目

は、「吉良中学校については少しでも早く建て替えしてまいりたい。まずは、建て

替トイレの洋式化等の修繕を行い、建て替えまでの間の学習環境を整備していく」

という答弁をしております。２つ目は給付型奨学金について成績に関する支給要件

の緩和を検討していく」という答弁、３つ目は医療的ケアが必要な児童生徒に対す

る対応として「保護者がインシュリン接種をしているケースについて看護師による



接種など支援内容の見直しを検討していく」という答弁です。 

２点目は、山本眞輔彫刻展についてです。 

山本眞輔彫刻展「人間賛歌―祈りのかたちを求めて―」が１２月４日から今週末

の１２月１１日まで幡豆ふれあいセンターで開催されております。山本氏は、一色

町のご出身で日本芸術院会員・日展理事として活躍されるわが国を代表する彫刻家

で、西尾市の名誉市民であります。 

本彫刻展は、合併１０周年並びに西尾市文化協会法人化記念として行っているも

ので、山本氏から市に寄贈いただいた５０点の作品を展示しております。 

これらの作品につきましては、会場に隣接する幡豆資料館の１階に収蔵する予定

です。 

また、来年度も５０点の作品を寄贈いただく予定で今年度と同様のかたちで市民

の皆さんに披露することを考えております。 

そして、今年度の作品と同様に幡豆資料館の１階に収蔵する予定です。 

なお、これらの作品については、何らかの形で市民の皆さんの披露する機会を設

けていく必要があると考えており、交流共創部とともに方策を検討しております。 

私からは以上です。 

教育長 日程３を終わります。 

日程４、その他を議題とします。 

（１）「教育委員会が所管する事務の評価について」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）教育委員会が所管する事務の評価

について、ご説明申し上げます。 

はじめに、教育委員会が所管する事務の評価につきましては、「地方教育行政の

組織及び運営に関する法律」第２６条の「教育委員会は、毎年、その権限に属する

事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書

を作成し、これを議会に提出するとともに公表しなければならない」との規定によ

り、実施するものでございます。 

令和２年度に実施した事業につきまして、例年どおり、教育委員会５課の５事業

を西尾市行政評価委員会に依頼し、評価をしていただきました。 

それでは、その他議題（１）資料をご覧ください。 

裏面に亘り、評価の所見をいただきましたので、順にご説明申し上げます。 

１番目は、教育庶務課の奨学金支給事業です。 

経済的な理由で就学が困難な高等学校等の生徒に対し、学業に必要な費用を奨学

金として支給する本事業は、教育機会均等の観点から必要な支援であると評価しま

す。 

将来を担う人材の育成に寄与する本事業の性質を鑑み、近隣市の状況や学校の意

見を参考にしながら、支援が必要な家庭に奨学金が行き届くように、常に制度を見

直しながら広く周知を行ってください、というものでございました。 

２番目は、学校教育課の外国人児童生徒教育支援事業です。 

市内の小・中学校に通う日本語指導が必要な児童・生徒に対し、日本語初期指導

教室の設置や、学習支援・個別相談、高校進学支援などの就学支援を行っているこ

とは大いに評価します。 

人材不足が課題とのことですが、その打開は、外国人との共生を地域ぐるみで取

り組むことにも繋がります。 



良い循環を継続するために、子供たちの教育支援に関心のある方、語学に堪能な

方、海外経験を有する方など、広く市民を巻き込む仕組みを関係機関と連携しなが

ら構築していってください、というものでございました。 

３番目は、生涯学習課の令和３年成人式です。 

新型コロナウイルス感染症によって開催自体が危ぶまれる中で、３部構成での実

施やＹｏｕＴｕｂｅでのライブ配信、オリジナルＬＩＮＥスタンプの配布など苦慮

しながらも工夫を凝らした式典が開催できたものと評価します。 

開催後の反省点を参加者等から聞きながら、成人式実行委員会の企画運営をサポ

ートし、社会情勢にあった式典の形を模索してください、というものでございまし

た。 

４番目は、文化財課の発掘調査事業です。 

西尾市でも多くの埋蔵文化財が発掘されており、その学術的価値は非常に高いも

のですが、まだまだ認知がされていないものと考えます。 

現在行っている見学会や展示会の情報発信や、学校の教材として活用するなど文

化財の活用に努めてください、というものでございました。 

５番目は、図書館の図書館資料配送事業です。 

急速なデジタル化の推進に伴い子どもが図書に触れる機会が少なくなりがちな

昨今において、学校からの配送依頼にも対応しており、必要性の高い事業であるも

のと評価します。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、市民の生活様式が変わり、求められる

サービスも刻々と変化をしています。利用者の声を聴き、活用しやすい図書事業と

なるよう要望します、というものでございました。 

教育委員会事務局といたしましては、この結果を真摯に受け止め、今後、事業内

容等に反映させてまいりたいと考えております。 

なお、この評価結果につきましては、市ホームページで公表してまいります。 

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）「私立高等学校・専修学校授業

料補助金の交付申請の状況について」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（２）「私立高等学校・専修学校授業

料補助金の交付申請の状況について」、ご説明申し上げます。 

その他議題（２）資料をご覧ください。 

この補助金は、公立、私立学校間における授業料負担の格差是正を図り、もって

教育の機会均等の原則を確保することを目的とし、私立高等学校等に在籍する「生

徒の保護者」に対して、授業料を補助するものであります。 

国、県においても私学助成の一環として、保護者に対する授業料補助を実施して

おりますが、昨年度、制度改正が行われ、所得区分や補助金額の見直しにより、国、

県の補助額が大幅に増額され、今年度も増額しています。 

本市においても、昨年度から低所得者層の方への更なる補助額の引き上げをして

おります。 

それでは、今年度の支給状況等についてご報告します。 

資料の上から４番目の表「申請及び支給状況」をご覧ください。 



Ａ欄の対象人数は、私立学校等に通っている生徒数になり、Ｂ欄は、国県等の授

業料補助などにより、授業料が全額免除されている人数です。 

また、Ｃ欄につきましては、Ａ欄の「対象者」からＢ欄「全額免除者」を差し引

いた人数であり、市の補助金の実質対象者人数となります。 

令和３年度につきましては、実質対象者３４０人に対し、申請者数がＤ欄にあり

ますように２８９人、支給金額は、一番右の欄ですが、４１２万７，９５０円とな

りました。 

次に、資料の最下段「令和３年度申請内訳」の表をご覧ください。 

補助額は、所得区分に応じて異なります。こちらの表は、その区分ごとの内訳と

なっております。 

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。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして（３）「花ノ木小学校校舎増築実施設

計について」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（３）「花ノ木小学校校舎増築実施設計

について」、ご説明申し上げます。 

花ノ木小学校の校舎増築工事につきましては、昨年度、基本設計を実施しており、

今年度は、現在、実施設計を行っているところでありますが、設計の内容がまとま

ってまいりましたので、工事の概要を説明させていただきます。 

１ページをご覧ください。 

１ 構造につきましては、校舎は鉄筋コンクリート造２階建て、渡り廊下は、鉄

骨造２階建てでございます。 

２ 面積につきましては、増築部分の建築面積は５８２．０１㎡、１階２階合わ

せた延床面積は、１１３３．８３㎡でございます。 

２ページ 配置図、面積表をご覧ください。 

増築校舎の位置ですが、配置図の左側にあります特別教室棟の南側のプールの跡

地に計画するものでございます。 

３ページが増築校舎の１階の平面図になります。増築部分が赤色で色塗りしてあ

りますが、普通教室２教室のほか、多目的室、教材室、収納倉庫、男・女トイレ、

多目的トイレ、給食用配膳室、倉庫を整備し、廊下には、ベンチを配置した交流ス

ペースを計画しています。 

黄色で色塗りしてありますのが既設校舎の改修部分で、増築する校舎と渡り廊下

で接続するため、図工室の一部を改修して廊下を整備するものでございます。 

次に４ページをご覧ください。２階部分は普通教室４教室のほか、男・女トイレ

や給食用配膳室、準備室、廊下にベンチを配置した交流スペースを計画しています。 

黄色で色塗りしてありますのが既設校舎の改修部分で、増築する校舎と渡り廊下

で接続するため、家庭科室の一部を改修して廊下を整備するものでございます。 

５ページをご覧ください。増築校舎の南北の立面図でございます。 

６ページをご覧ください。増築校舎の東西の立面図でございます。 

最後のページをご覧ください。増築校舎のイメージになります。奥が特別教室棟、

手前が増築校舎となり、２階建が連なる形になります。 

１ページにお戻りください。 



３ 整備する教室数は、ご覧のとおりでございます。カッコ内の数字が、部屋の

数になります。 

４ 既設校舎で改修する教室は、１階の図書室と２階の家庭科室の一部が廊下に

なります。 

５ 工事スケジュールでありますが、令和４年４月中旬の入札を予定しており、

工期は、令和４年４月下旬から令和５年２月下旬の３００日程度を想定していま

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。 

武内委員 １ページの資料では１階２階ともに男子トイレと女子トイレを整備するとあり

ますが、平面図では男子トイレと女子トイレが１つの空間にあるように見えます。 

壁はありますでしょうか。 

教育庶務課長 図面ではわかりにくいですが、壁があり、仕切られています。 

教育長 他に質問がないようですので、続きまして（４）「平坂中学校校舎増築基本設計

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（４）「平坂中学校校舎増築基本設計に

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。 

平坂中学校につきましては、同校区内で行われております土地区画整理事業の影

響により、生徒数が増加しており、その対応のために、特別教室を普通教室に改修

して教室を確保しておりますが、令和５年度には改修できる特別教室がなくなるた

め、校舎を増築して教室を確保するものでございます。 

現在、基本設計を行っているところでありますが、設計の内容がまとまってまい

りましたので、工事の概要を説明させていただきます。 

１ページをご覧ください。 

１ 構造につきましては、校舎は鉄筋コンクリート造３階建て、給食室は鉄筋コ

ンクリート造平家建て、渡り廊下は、鉄骨造３階建てを予定しております。 

２ 面積につきましては、令和５年度に実施する校舎及び渡り廊下の第１期工事

の増築部分の建築面積は１３６８．８０㎡、令和６年度に実施する第２期工事の建

築面積は２４．５㎡になります。 

また、令和５年度に実施する校舎の第１期工事の増築部分の１階から３階までの

延床面積の合計は２９１６．０４㎡、渡り廊下の合計が９６．７５㎡になります。

令和６年度に実施する第２期工事の延床面積の１階から３階までの合計が７３．５

０㎡になります。 

２ページの配置図をご覧ください。 

増築校舎の建設場所ですが、既設校舎の管理教室棟の南側、現在のテニスコート

がある位置に計画するものでございます。 

３ページをご覧ください。増築校舎建設予定場所の現況図でございます。 

４ページをご覧ください。仮設計画図になりますが、写真左側校庭の写真の既設

校舎と接続する赤い部分が増築校舎の建設予定場所になります。青の斜線部分が工

事エリアになります。工事車両の侵入経路につきましては、西側のグラウンド側の

門と東側の給食室北側の門を使用する予定になっております。 



５ページをご覧ください。増築校舎の１階の計画平面図になります。増築部分が

赤色で色塗りしてありますが、理科教室及び理科準備室のほか、会議室、生徒会室、

生徒室、和室、男女別トイレ、多目的トイレを計画しております。 

また、生徒数増加により既設の給食室では、必要な給食数の調理や食器の保管な

どができなくなるため、増築校舎の東側に平家建ての給食室を整備する計画でござ

います。 

６ページをご覧ください。２階部分は普通教室６教室のほか、男・女トイレや給

食用配膳室を計画しています。 

黄色で色塗りしてありますのが既設校舎の改修部分で、左側の普通教室は、増築

する校舎を渡り廊下で接続するため、廊下と多目的室に改修するものでございま

す。こちらの工事は令和５年度の校舎及び渡り廊下の建設に併せて改修する予定で

ございます。次に右側の配膳室でございますが、令和５年度に校舎増築に併せて給

食室や給食用エレベーターが完成した後、令和６年度に既設の給食用エレベーター

部分を改修して渡り廊下と接続する計画になっております。 

７ページをご覧ください。３階の計画平面図でございますが、内容は２階部分と

同じでございます。 

８ページ。９ページにつきましては増築校舎の断面図でございます。 

１ページにお戻りください。 

３ 予定する教室等は、ご覧の表のとおりでございます。 

カッコ内の数字が、部屋数になります。 

４ 既設校舎で改修する教室は、増築校舎と渡り廊下で接続するため、①第１期

工事、②第２期工事でそれぞれの用途に変更されます。 

５ 取り壊しをする建物でございますが、給食室１８２．７０㎡を令和６年度に

計画しております。 

以上、その他議題（４）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（５）「特別教室・給食室・配膳室エ

アコン整備計画（案）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（５）「特別教室・給食室・配膳室エア

コン整備計画（案）について」、ご説明申し上げます。 

初めに、エアコン整備計画（案）の説明に入る前に、この整備計画に至るまでの

経過について説明をさせていただきます。 

２年前の令和元年度の３か年実施計画で、令和２年度に全学校の特別教室にエア

コンを設置するための実施設計業務、そして令和３年度にエアコンの設置工事を計

画して関係部局に要望しておりましたが、不採択となりました。 

そして、昨年、令和２年度の３か年実施計画でも前年同様に２か年でエアコンの

設置工事を要望しておりましたが、不採択になるところ、関係部局と再度調整して、

給食調理員の労働環境改善のため、４校の給食室と配膳室へのエアコン設置だけ、

採択されることになりました。 

エアコンを整備するにあたり、必要な電力量を確保するため受変電設備を改修す

る必要がありますので、給食室と配膳室のエアコン設置工事の実施設計業務を特別

教室にエアコンを設置する場合も含めて、今年度で行っています。 



そのため、今年度の３か年実施計画では、過去２年間で計画していたように、全

ての学校の特別教室を一斉にエアコン設置の要望は難しいので、令和２年度に採択

されました４校の給食室と配膳室のエアコン設置に併せて、その学校の特別教室に

エアコンを設置する方針に変更し要望したところ、関係部局から他市の特別教室の

エアコン設置状況を踏まえて採択されたことになりました。それを受けまして、令

和４年度以降に計画的に整備するものでございます。 

整備スケジュールでございますが、令和４年度は花ノ木小学校始め４校、令和５

年度は八ツ面小学校始め６校、令和６年度は鶴城小学校始め５校を予定していま

す。また、令和７年度以降は、記載のとおりでございます。 

花ノ木小学校と平坂中学校は、校舎増築に併せて既設校舎の特別教室のエアコン

を設置します。 

なお、エアコンを整備する学校の順番でございますが、老朽化している受変電設

備を更新する順番に併せて計画しております。 

教育委員会としましても設置の開始から終了まで、６年間の計画をしております

が、関係部局からはこの計画でも難しいと聞いています。次年度以降の計画では、

１校でも前倒しして設置できるよう関係部局と調整してまいりたいと思います。 

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 近隣他市がほぼ特別教室のエアコン設置が終了している状況があって、それが議

会で話題になり、西尾市はどうするのかという中でやっていくということになった

訳ですが、中々スピード感をもって取り組みにくい状況にあってこのような現状、

計画である。教育委員会としては、子ども達のことを考えればもっともっと早くと

は思うのですが、このような状況にあります。ご理解ください。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして（６）「学校給食スペシャルメニュー

について」説明をお願いします。 

教育庶務課主幹 ただいま議題となりました、その他議題（６）学校給食スペシャルメニューにつ

いてご説明申し上げます。資料その他議題（６）をご覧ください。 

この事業は、今年、２期目となる中村市長が掲げられた３６項目からなる政策目

標、いわゆるマニフェストの１つでございます。 

事業概要ですが、学校給食では、新型コロナウイルス感染症の影響により黙食な

どの制約を受けている児童生徒が、質の高い給食を食べて笑顔になり、また、地産

地消により郷土の食文化に触れることを通して西尾愛を感じられるよう、令和４年

１月から月に２回程度、スペシャルメニューの給食を提供してまいります。 

事業費としましては、給食費相当額となります賄材料費に１食あたり平均１００

円の市費を上乗せすることとし、令和３年度分、約６６０万は現計予算で対応して

まいります。 

予定するメニューでございますが、１月の１回目は、「一色うなぎのちらし寿司」、

２回目は「西尾の抹茶ゼリー」、２月の１回目は「愛知県産豚肉のみそカツ」、２回

目は「蒲郡みかんの米粉ケーキ」で、学校行事等が多い３月は、全員に提供するこ

とが難しいため実施しないこととしております。 

なお、この事業につきましては、今月２１日に予定されております定例記者会見

でお知らせすることとしております。 



以上、その他議題（６）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。 

平岡委員 事業概要に「西尾愛を感じられるように」と記載がありますが、２月はいずれも

西尾市のものではないものが挙げられています。西尾市の食材で２月についても給

食を提供することはできないでしょうか。 

教育庶務課主幹 スペシャルメニューにつきましては、栄養教諭が中心となって知恵を出し合って

様々な食材の中で検討いたしました。地元産ということで考えますと西尾市の食材

で賄えればそれに越したことはありませんが、少しエリアを広げて考えておりま

す。西尾愛という表現に関しましては、このスペシャルメニューの中で地元産を使

用するということでご理解をいただきたいと思います。 

教育長 西尾産のメニューを一生懸命考えたのですが、西尾産のものをメインにしたメニ

ューが中々できなくて、今苦慮していて、来年度も実施を予定しているので、それ

に向けて工夫をしていこうと取り組んでいます。当面は、子ども達が喜べばという

ところで、本当は西尾産のものがあるといいのですが、また何かお心当たりのもの

があれば教えてください。よろしくお願いいたします。 

教育長 他に質問がないようですので、続きまして（７）「西尾市岩瀬文庫特別展「『新編

西尾市史 資料編３ 近世１』刊行記念 江戸時代の西尾」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（７）西尾市岩瀬文庫特別展「『新編西尾

市史 資料編３ 近世１』刊行記念 江戸時代の西尾」開催について、ご説明申し上

げます。 

その他議題（７）資料をご覧ください。 

西尾市岩瀬文庫では、今年７月に刊行した『新編西尾市史 資料編３ 近世１』に

収載の資料の実物をご覧いただき、先人から受け継いだ「ふるさと西尾」への愛着

や、文化財を大切にする気持ちをより深めていただくことを目的として、特別展「江

戸時代の西尾」を開催しています。 

会期は令和４年２月２７日日曜日までです。 

本展は、近世西尾の多面的な世界をご覧いただくまたとない機会でありますの

で、謹んでご案内申し上げます。 

以上、その他議題（７）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４を終わります。 

教育長 教育委員会名義使用として２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。 

生涯学習課長 資料はございませんが、３点ほど生涯学習課から報告をさせていただきます。 

１点目はふれあいセンターの臨時休館についてです。矢田ふれあいセンターの区

画整理事業地内では急ピッチで事業が進められております。その関係で電気設備の

移設工事があり、２月８日火曜日と２月９日水曜日に施設内が停電しますので臨時

休館を行います。市民の皆様には広報、ホームページ、そして施設内の掲示で周知

をしていきたいと思います。 

２点目は生涯学習推進計画に係る市民アンケートの実施です。来年度１０年目で



改訂時期を迎えます生涯学習に係る市民意識調査を１月に実施を予定しておりま

す。二十歳以上の２，０００人を無作為抽出して実施します。質問数は２０問程度

です。 

３点目はお手元に配布いたしました１月９日に開催する成人式の出席案内であ

ります。前年度と同様に３部構成で行いますので、どの部にご出席いただけるか、

今月末までにご報告いただきたいと思います。 

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４年１月１２日水曜日午前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１２月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 


