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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 21 号 西尾市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域を定める 

規則の一部を改正する規則の制定について【学校教育課】 

  議案第 22 号 令和４年度西尾市学校給食運営協議会委員の任命について 

【教育庶務課】 

  議案第 23 号 令和４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 24 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 25 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 26 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 27 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】 
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（７）令和５年度使用教科書の採択について【学校教育課】 



（８）生涯学習に関するアンケート調査の結果について【生涯学習課】 

（９）西尾市岩瀬文庫特別展「三河大浜騒動 150 年～近代化の光と影～」について 

【文化財課】 

（10）西尾城北之丸堀跡の発掘調査説明会の開催について【文化財課】 

（11）西尾市図書館運営基本計画策定委員会設置要綱について【図書館】 
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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 

２年ぶりの規制なしのＧＷということで、観光地はどこも大賑わいだったよう

で、田舎の幡豆が名古屋ナンバーの車で渋滞しました。家族連れも多く、本市の子

どもたちにも楽しい思い出ができたことを願っています。先月下旬に部活動の春季

大会が行われました。冬場の練習不足に配慮した大会運営でしたが、生き生きとプ

レーする生徒たちは輝いていました。 

本日は二点報告いたします。 

１点目は、本市の学校運営についてです。昨年度来、本市の小中学校がよく頑張

っているという嬉しい声を幾つもいただきました。ＧＩＧＡスクール対応しかり、

コロナ対策や学校行事においても。とりわけ修学旅行については、コロナ禍にあり

ながらよく実施したというお褒めの言葉をいただきました。昨年度の修学旅行につ

いては、市町によっては、止む無く中止したり日程を縮減したところも少なからず

ありました。その中で、ご承知の通り、本市の小中学校では、感染対策や安全確保

のための延期を適切に行い、全ての学校で、子どもたちに一生に一度の充実した思

い出を残すことができました。子どもたちのことを思い、学校運営を工夫された校

長先生方の尽力の賜物と校長会でも感謝いたしました。本年度も昨年度同様に、安

全面を確実に担保しながら、できる限り実施の方向で進めていくこともお願いしま

した。 

２点目は、最近のマスコミ報道で、コロナ禍が子どもたちの精神面を蝕んでいる

という記事をしばしば目にするようになったことです。６日の新聞にも子どもの１

～２割がうつ症状という記事がありました。オンライン学習の過度の推奨に象徴さ

れるように、学校の役割を学力に特化してしまったの如き施策の暴走と、それを後

押ししてきたマスコミでしたが、今になってやっと教育の本質的な危機に目が向け

られた観があります。全国一斉休校という前代未聞の対応から始まった学校でのコ

ロナ対策ですが、子どもたちにとって最も深刻な影響を及ぼすのは、体力や学力の

低下以上に、心の問題になるであろうことは、ベテラン教師の誰もが、予想してい

たことでした。子どもたちの心は、三密のなかでこそ逞しく健全に育つものです。



世の中全体でその基盤が揺らいでしまっている現状は、学校教育始まって以来の深

刻な局面を迎えていると認識すべきだと思います。 

国の次期教育振興基本計画（令和５年度～令和９年度）について、諮問の概要が

公表されました。その中でキイワードと捉えられるものとして「デジタルとリアル

の最適な組み合わせ」がありました。平易に換言するなら「ＩＣＴを活用した学習

と体験学習のバランス」という意味かと思われます。これから教育課程を編成して

いく上で、重要な視点になっていくであろうことは論を俟ちませんが、教育改革の

奔流の中で立ち返るべきは、方法論よりも目標論だと思っています。私たちは、今

こそ、力を育てる教育と両輪を成すように、心を育てる教育を重視していく必要が

あると思います。学校行事や特別活動、部活動等は言うまでもなく、学校や家庭、

地域の全教育活動を駆使して、子どもたちの心を育てていきたいと考えます。 

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月定例会の会期日程」についてです。 

４月２５日に開催された議会運営委員会において、西尾市議会６月定例会の会期

日程が決定しました。６月２日木曜日に開会し、６月２２日水曜日までの２１日間

の会期となります。 

一般質問は、６月３日と６日の２日間で、７日は予備日となります。１０日金曜

日には教育委員会に関係する文教委員会と予算決算委員会文教分科会があります。 

今回も多くの一般質問の通告が予想されますが、しっかりと議員と質問調整を行

い、誠実に答弁してまいります。 

２つ目は、花ノ木小学校校舎増築等工事についてです。 

花ノ木小学校校舎増築等工事につきましては、去る４月１４日に、一般競争入札

により入札を実施し、仮契約を締結したところであります。 

昨年１２月の教育委員会定例会では、工事スケジュールの予定として、令和４年

４月下旬に臨時議会に諮り、正式に契約する旨の説明をしておりましたが、現在、

国の公立学校施設整備費負担事業の認定申請中であり、国庫負担事業の認定後に契

約する必要があります。 

そのため、４月での議案提出は見送り、今後、国庫負担事業が認定されましたら、

工事請負契約に係る議案を提出させていただく予定となったことをご報告申し上

げます。なお、国の認定は６月下旬を予定しております。 

３つ目は、神谷傳兵衛展についてです。 

一色学びの館では、「没後 100 年記念 神谷傳兵衛 ～生誕の地・西尾市一色～」

を５月２９日（日）まで開催しています。 

神谷傳兵衛の足跡をたどり、傳兵衛が近代日本に遺した業績の数々を紹介してい

ます。この地域では、三河鉄道、現在の名鉄三河線の敷設、路線拡大に尽力されま

した。傳兵衛さんについては、今まであまり市で扱うことはありませんでしたが、

今回様々な方の協力により企画展を開催する運びとなりました。是非、郷土の偉人

について知っていただく良い機会ですので、お時間が許せばご覧いただければと思

い情報提供させていただきました。 

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２１号 西尾市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域を定める 

規則の一部を改正する規則の制定について」提案理由の説明をお願いします。 

学校教育課主幹 

 

議案第２１号 西尾市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域を定める規

則の一部を改正する規則の制定について、説明いたします。資料１ページをご覧く

ださい。 

本則の一部改正は、提案理由にありますように「西尾寺津飛越狐塚土地区画整理

事業の工事完了により行われる換地処分に伴い、寺津小学校及び寺津中学校区の町

名を一部変更する」もので、寺津町飛越と同町狐塚の一部が寺津六丁目に換地処分

されることなどによります。 

改正内容を新旧対照表により説明しますので、３ページをご覧ください。このた

びの一部改正に併せて、表の「町名」欄の「寺津五丁目」の並び順等も整理したい

ため、３か所の改正になります。 

１つ目は「矢田小学校」の項中、末尾の「寺津五丁目」を「、寺津五丁目」に改

めます。 

２つ目は「寺津小学校」の項中「巨海町」を「寺津五丁目（一部矢田小）、寺津

六丁目、巨海町」に改め、「旧」の方の末尾の「寺津五丁目（一部矢田小）」を削除

します。 

３つ目は「寺津中学校」の項中「巨海町」を「寺津五丁目（一部平坂中）、寺津

六丁目、巨海町」に改めます。この項は前回の本則の制定で「寺津五丁目（一部平

坂中）」が抜けていましたので、今回追加します。 

以上、説明内容は、２ページの規則の一部改正の公布文にも載せています。改正

後のこの規則は、公布の日から施行します。 

公布の日は、４ページ１（２）の換地処分の効果の発生する令和４年５月１９日

となります。 

以上で、議案第２１号の説明を終わります。ご審議をよろしくお願いいたします。 

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２１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２２号 令和４年度西尾市学校給食運営協議会委員の

任命について」提案理由の説明をお願いします。 

教育庶務課長 ただいま議題となりました、「議案第２２号 令和４年度西尾市学校給食運営協議

会委員の任命について」ご説明申し上げます。資料７ページ、議案第２２号をご覧

ください。 

提案理由は、西尾市学校給食運営協議会規則第３条第２項に基づき、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。次のページが任命の承認を

受けたい令和４年度西尾市学校給食運営協議会委員名簿（案）になります。 



西尾市学校給食運営協議会は、学校給食の方針・運営に関すること、食物アレル

ギーに関することなどについて教育委員会の諮問に応じて、答申する附属機関であ

ります。任期につきましては、令和４年６月１日から令和５年３月３１日までとな

ります。 

以上、議案第２２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２２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２３号 令和４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２３号 令和４年度西尾市教育支援委員会

委員の任命について」ご説明申し上げます。 

議案第２３号の資料をご覧ください。 

提案理由は、西尾市教育支援委員会規則第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４年度西尾市教育支援委員会委員名簿（案）でございます。 

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。 

任期は、令和４年６月１日から令和５年３月３１日まででございます。 

以上、議案第２３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。 

平岡委員 名簿３番目に、にしお特別支援学校の校長先生のお名前がありますが、西尾市に

特別支援学校ができたことにより、今年度から新たに加わったということですか。 

学校教育課長 確認のうえ、ご報告させていただきます。 

教育長  昨年まで特別支援学校の校長先生は入っていなかったと思いますが、確認のうえ

報告させていただくということで、よろしいでしょうか。 

平岡委員 はい。確認のみでかまいません。 

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２４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 ただ今、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。資料１１ページをご覧ください。 

今回、専決処分をしました事項は、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条の規定により、教育委員会

が任命することになっております。同委員が令和４年４月３０日付けで任期満了

し、令和４年５月１日付けで早急に任命する必要が生じましたので、１０名を任命

いたしました。委員の任期につきましては、令和４年５月１日から令和５年４月３

０日まででございます。 

委員の任命につきましては、令和４年４月２８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、議案第２４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 引き続きまして、「議案第２５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 ただ今、議題となりました「議案第２５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。資料１５ページをご覧ください。 

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、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ことになっております。同委員が令和４年４月３０日付

けで任期満了し、令和４年５月１日付けで早急に任命する必要が生じましたので、

９名を任命いたしました。委員の任期につきましては、令和４年５月１日から令和

６年４月３０日まででございます。 

委員の任命につきましては、令和４年４月２８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、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２５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２６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。資料１９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

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。 

その目的は、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く

もので、任期は１年でございます。このたび、令和４年３月３１日で委員の任期が

満了となりましたので令和４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、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、議案第２６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。資料２３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。 

先ほど説明いたしました議案第２６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。 

その目的は、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４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４年４月１日付けで別紙の４０名を委嘱いたしまし

た。 

本件につきましては、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、議案第２７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 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４年度ＩＣＴ教育の推進について」説明をお願いします。 

学校教育課主

幹 

その他議題（１）令和４年度ＩＣＴ教育の推進についてご説明申し上げます。 

その他議題（１）資料をご覧ください。 

令和３年度から令和６年度までのロードマップです。 

令和４年度の大きな柱は、「授業における日常的な活用」「家庭学習における活用

拡大」「教員向けタブレット活用研修」です。 

授業における活用では、本年度は全ての学校で、学習者用デジタル教科書を活用

します。対象学年は、小学校５・６年生と中学校全学年です。対象教科は、全校共

通の英語＋各学校が選択した１教科です。 

家庭学習における活用では、小学校１年生以外で５月中旬より、週１回の持ち帰

りを実施します。小学校１年生は夏休み明けを予定しています。 

教員向け研修では、管理職研修、基礎研修、応用研修、アプリ活用研修等、各教

職員のステージやスキルに応じた研修を実施します。 

次のページをご覧ください。 

本年度も、西尾市ＧＩＧＡスクール通信を発行し、市内全教職員に対する情報発

信、情報共有に努めてまいります。 

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 愛知県の公立高等学校についても、本年の秋（９月）に生徒１人につき１台のタ

ブレットＰＣが配備されると承知しております。これに伴い、各小・中・高と全て

生徒１人につき１台の配備が終わることから、より効果的な利用のため、中高連携、

中高接続について、県教育委員会から何か話はありますか。 

学校教育課主

幹 

現時点において特に指示はございませんが、今後、必要なことであると考えてお

ります。 

教育長 

 

他に質問がないようですので、続きまして（２）「令和４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（２）資料をご覧ください。 

「令和４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。昨年度より実施しております「イングリッシュキャンプ」にお

いても、ＡＬＴを大いに活用する予定でございます。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。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして（３）「令和４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）資料をご覧ください。 

３１ページは、「令和４年度西尾市いじめ問題対策連絡協議会」の名簿です。 

３２ページは、「令和４年度いじめ問題対策連絡協議会専門部会」の名簿です。 

３３ページは、「令和４年度西尾市特別支援教育推進委員会」の名簿です。 

３４ページは、「令和４年度ＩＣＴ教育推進委員会」の名簿です。 

３５ページは、「令和４年度西尾市ボランティア体験推進委員会」の名簿です。 

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４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（４）資料をご覧ください。 

「令和４年度学校司書の配置」につきましては、本年度は昨年度に引き続き 1名

増員し、全体で２０名を配置しております。 

なお、昨年度より担当校を週３日と週２日に分け、学校間の差を少しでも縮める

ように配置しております。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。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして（５）「令和４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（５）資料をご覧ください。 

「令和４年度学校訪問要項」について、ご説明いたします。 

趣旨等について、大きな変更点はございません。 

今年度も、４２ページの訪問計画のとおり実施する予定でございます。 

それぞれの学校の日程につきましては、学校規模や組み合わせ等によって開始時

刻が変わってまいりますので、後日、改めて担当から連絡させていただきますので、 

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。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして（６）「令和４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 その他議題（６）資料をご覧ください。 

「令和４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。 

本年度の選考委員会は、都合により先程午前９時より実施いたしました。教育委

員の皆様には、加算校の選考にお力添えいただき、ありがとうございました。 

以上、よろしくお願いいたしします。 

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（７）「令和５年度使用教科書の採択

について」説明をお願いします。 

学校教育課長 その他議題（７）資料をご覧ください。 

「令和５年度使用教科書の採択」について、ご説明いたします。 



小・中学校、義務教育学校において使用する教科書については、「義務教育諸学

校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令」第１５条第１項の規定により、基

本的に同一の教科書を４年間採択しなければならないとされております。 

小学校の教科書は本年度で３年度目、中学校の教科書は本年度で２年度目となり

ます。 

従いまして、令和５年度の使用教科書につきましては、資料にあります令和４年

度使用の教科書と同一の教科書を使用することとなりますので、ご了承ください。 

以上、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。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして（８）「生涯学習に関するアンケート

調査の結果について」説明をお願いします。 

生涯学習課長 その他議題（８）「生涯学習に関するアンケート調査の結果について」、ご説明申

し上げます。資料４７ページをご覧ください。 

はじめに、１調査目的でございます。 

生涯学習に関するアンケート調査につきましては、今年度策定します、第２次生

涯学習推進計画の基礎資料とするため、実施したものであります。 

次に、２調査概要でございます。 

調査項目は、生涯学習に関する現状や今後のあり方、施設に関する２１の設問に

ついて、２０歳以上の無作為に抽出した市民２，０００人及び生涯学習施設の利用

者４９０人を対象にそれぞれ表で示す期間に調査を実施しました。 

回収状況につきましては、無作為抽出市民は８００通で、回答率は４０％、施設

利用者は４７２通で、回答率は９６％でした。 

次に、３調査結果でございます。 

無作為抽出市民対象と施設利用者対象では、ほぼ同じような調査結果の傾向がみ

られましたので、無作為抽出市民対象の主な設問について説明させていただきま

す。 

その他議題（８）資料２の１７ページをご覧ください。 

３今後の生涯学習について、問１２「今後、どのような内容の生涯学習をしたい

と思いますか」に対しては「スポーツ・健康づくり」が４１．９％と最も多く、次

いで「趣味・芸術的なもの」が４１.３％、「教養的なもの」が２０％となっていま

す。 

次に、２３ページをご覧ください。 

４生涯学習施設について、問１５「生涯学習のために市内の公共施設を利用した

ことがありますか」に対しては「利用したことがない」が３９．０％と最も高く、

次いで「ふれあいセンター・公民館・地域交流センター」が３３．６％、「市立図

書館・一色学びの館・吉良図書館・幡豆図書館」が２８．３％となっています。 

次に、２５ページをご覧ください。 

問１６「利用してみたいと思う生涯学習施設はどのような施設ですか」に対して

は「利用方法がわかりやすい施設」が５１．３％と最も高く、次いで「空き状況が

いつでも確認できて気軽に予約して利用ができる施設」が４３．０％、「誰もが気

軽に使える憩の場（フリースペース）のある施設」、「Wi-Fi 環境などインターネッ

トが使える設備のある施設」が３０．１％となっています。 



次に、３０ページをご覧ください。 

問１９「公共施設のアウトソーシングについて、どう思いますか」に対しては「効

率的な施設運営を行うことができるのであれば進めるべき」が４０．１％と最も高

く、次いで「民間のアイデアで利用者が増えるのであれば進めるべき」が２６．６％、

「公共施設の管理運営は市でも民間団体でもどちらでもよい」が１４．９％となっ

ています。 

最後に、３２ページをご覧ください。 

５今後の西尾市の生涯学習に期待することについて、問２１「西尾市の生涯学習

を盛んにしていくために、西尾市はどのようなことに力を入れるべきだと思います

か」に対しては「市民からの要望を反映させた生涯学習講座の実施」が４８．８％

と最も高く、次いで「市民の誰もが利用したいと思う生涯学習施設の整備」が４５．

６％、「市民の全世代に対する多様な学習機会の提供」が２３．８％となっていま

す。 

最後の４調査結果の公表でございますが、このアンケート結果につきましては、

本日から市のホームページに公表してまいります。 

以上で、その他議題（８）の説明を終わります。 

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（９）「西尾市岩瀬文庫特別展（三河

大浜騒動１５０年～近代化の光と影～）について」説明をお願いします。 

文化財課長 その他議題（９）「西尾市岩瀬文庫特別展（三河大浜騒動１５０年～近代化の光

と影～）について」、ご説明申し上げます。 

その他議題（９）資料及びちらしをご覧ください。 

西尾市岩瀬文庫では、令和４年５月１４日（土）から８月３１日（水）までの期

間、特別展「三河大浜騒動１５０年～近代化の光と影～」を開催します。 

明治４（1871）年、この三河の地で「大浜騒動」と呼ばれる事件が起きました。

明治新政府の急進的な近代化・中央集権化の号令の下、碧南市大浜にあった上総国

(かずさのくに)菊間藩の飛び地支配の役所・大浜出張所は、神前(しんぜん)祝詞(の

りと)の強要や寺院統廃合を支配下の村に発令しました。人々の信仰や暮らしと乖

離したこの政策に危機感を持った石川台嶺はじめ３０余名の僧侶が藩側と交渉を

試みた際、同調した門徒ら数千人が集結し、興奮状態の中、藩役人を殺害するに至

りました。騒動を主導したとみなされた台嶺と役人を殺害した門徒は西尾市葵町の

西尾藩の刑場で処刑、多くの僧侶・門徒らが投獄され、獄中死した者もありました。 

コロナ禍で開催が１年延期となりましたが、１５０年の節目を迎える今、「大浜

騒動」とは何であったのかを問い直し、大きな歴史の転換期にこの地域で生じた事

件の軌跡やその意味を考察します。 

関連行事として、展示解説講座を５月１４日及び７月３０日に行います。また、

７月２日には「再考！三河大浜騒動から問われていること」と題し、記念シンポジ

ウムを開催します。当時の社会情勢や地方役所の立場と、僧侶や民衆の側から見た

近代化と、二つの異なる視点から大浜騒動をとらえ直そうという、意欲的な試みで

す。以上、その他議題（９）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（10）「西尾城北之丸堀跡の発掘調査

説明会の開催について」説明をお願いします。 

文化財課長 その他議題（10）西尾城北之丸堀跡の発掘調査説明会の開催について、ご説明申

し上げます。その他議題（10）資料をご覧ください。 

西尾市教育委員会では、昨年度「西尾城跡(あと)保存活用計画」を策定し、西尾

城の本丸・二之丸地区に加えて、城下町全体の保存管理と整備活用を積極的に進め

ているところです。 

今回、錦城町の旧四方医院跡地の土地所有者の協力が得られ、現在、文化財課で

北之丸と三之丸の間の堀跡の確認調査を行っています。発掘調査の結果、廃城の折

に埋められた江戸時代の堀跡を初めて検出することができ、堀の幅が１５．５ｍで

あることが判明いたしました。 

それを受け、５月１５日（日）午前１０時から発掘調査現場の説明会の開催を予

定しております。当日は歴史公園駐車場から係員が現場まで案内いたします。 

この機にぜひご高覧ください。と大変意気込んでおりましたが、残念ながら天気

予報によりますと今週の天候は思わしくございません。木・金が雨の場合、現場の

状態が悪くなるため、日曜が晴れても説明会は中止となります。実施の有無は岩瀬

文庫ホームページトップのお知らせ欄で前日までに告知します。中止した場合は、

後日また報道発表などを通じて、その成果をご報告いたします。 

天候に恵まれ開催できましたら、ぜひこの機にご高覧下さいませ。 

以上、その他議題（10）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（11）「西尾市図書館運営基本計画策

定委員会設置要綱について」説明をお願いします。 

図書館長 その他議題（11）西尾市図書館運営基本計画策定委員会設置要綱について ご説

明を申し上げます。資料５３ページをご覧ください。 

はじめに資料の訂正をお願いします。西尾市図書館運営基本計画策定委員会設置

要綱（案）とありますが、本要綱はすでに制定済みでありますので、（案）の削除

をお願いします。申し訳ございませんでした。 

本要綱は、西尾市図書館運営基本計画を策定するにあたり、附属機関である西尾

市図書館協議会の所掌事務を補助するため、西尾市図書館運営基本計画策定委員会

を設置することを定めるものであります。 

第１条は委員会の設置について、第２条は所掌事務について定めております。 

第３条は組織を定めたもので、委員の定数を１０人以内とし、主な委員の内訳を

定めております。 

第４条は、委員の任期について定めたもので、西尾市図書館運営基本計画は令和

５年３月に完成予定ですので、委員の任期も令和５年３月までとなる予定です。 

第５条は委員長及び副委員長の設置及び職務について、第６条は会議の招集など

について、第７条は守秘義務について、第８条は委員会の庶務について定めており

ます。 

第９条は、委任規定であります。 

附則としてこの要綱は、令和４年６月１日から施行します。 

以上、その他議題（11）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８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。 

文化財課長 文化財課より、「西尾歳時記～祭礼デジタルアーカイブ～」の開設について、ご

案内申し上げます。お手元にお配りしたカラーコピーの資料をご覧ください。 

「西尾祭時記～祭礼デジタルアーカイブ～」は、西尾の民俗文化財の魅力と歴史

を紹介するウェブサイトです。 

昨年度６月の定例会で事業着手についてご報告したものですが、年度末の３月末

に完成いたし、動画配信の微調整を経てこの５月から本格開始いたしました。 

「三河万歳」「鳥羽の火祭り」をはじめ文化財指定を受けている１６件の民俗文

化財の歴史や特徴、開催日などを掲載しています。他にも、７本の民俗文化財の動

画公開と、市教育委員会や各保存会から提供を受けた様々な祭礼などの貴重な記録

写真・映像のデジタルアーカイブ化（1,341 件）を行いました。 

ＰＣはじめスマホやタブレットなどから、いつでもどこでもご覧になれます。 

学校で地域の歴史文化を学ぶ資料としてもお役に立てるものだと存じます。 

ふるさと西尾が営々と培ってきた歴史的・文化的な遺産の魅力をこのサイトから

伝えて参りますので、ぜひご高覧下さい。  

以上、「西尾歳時記～祭礼デジタルアーカイブ～」の開設についてご案内いたし

ました。 

教育長 この他、何か連絡事項はありますか。 

平岡委員 ２点についてお聞きしたいと思います。１点目は、学校の茶摘み体験活動の実施

についてです。ここ２年はコロナの影響で縮小を余儀なくされたと思いますが、今

年度の実施予定などをお知らせください。 

２点目は、公立高校の入試について、最新情報等をお知らせください。 

学校教育課長 学校茶摘みについては、本日の西野町小学校を皮切りに１９日まで、旧西尾市の

中学校で開催いたします。学校によって、２日間実施するところと１日だけのとこ

ろがございます。 

平岡委員 茶摘みの規模は、コロナ前と比べて今年はどうですか。 

来月に結果報告でもかまいません。 

教育長 来月まとめて、ご報告させていただきます。 

学校教育課主

幹 

高校入試の変更点について、現在、分かっていること５点をご説明します。 

１点目は、一般入試の学力検査が２回から１回になり、学校による採点に差異が

生じないように、マークシート方式になります。 

２点目は、推薦入試の日程が１か月早まります。 

３点目は、一般入試で面接を行うかどうか、学校ごとに判断できるようになりま

した。近隣では、鶴城丘高校と一色高校は面接がありますが、その他はありません。 

４点目は、特色ある選抜の方式が導入されます。近隣では、岡崎・刈谷高校は面

接とプレゼンテーション、碧南・一色高校は面接と基礎学力検査、吉良高校は面接

と作文で、特色ある選抜が実施されます。 

５点目は、校内順位の付け方が変ります。内申点９０点と当日点１１０点を、従



来は１対１のパターン、内申点を１．５倍するパターン、当日点を１.５倍するパ

ターンの３パターンありましたが、新たに、内申点を２倍するパターンと当日点を

２倍するパターンが追加され、５パターンになります。 

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６月８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５月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 
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