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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 

いったん落ち着きを見せたコロナでしたが、ここ数日再び感染者の増加が目立ち

始めました。学級閉鎖も散見されます。今のところ、修学旅行をはじめとする主な

学校行事が、ほぼ順調に実施できていることに安堵しています。 

今月２日に始まった中学校体育大会も、残すところ、野球とバスケットボールの

準決決勝、そして剣道のみとなりました。各種目を視察して回りましたが、どの会

場においても熱戦が繰り広げられていました。柔道会場では力強い選手宣誓が皆の

心に響いたそうです。 

「僕たち３年生は、１年生の間、休校や部活動中止で、思うように部活動ができ

ませんでした。そのような中でも大会を開いてくださった先生や協会の方々、そし

て柔道ができることに感謝の気持ちを抱きながら最後まで正々堂々戦い抜くこと

を誓います。」 

今年の中３の生徒たちは、部活動においても特に不遇な時を過ごしてきました。

コロナ休校からスタートした学校生活で、正式入部が叶ったのは夏休み前。１年生

だった彼らの多くは３年生の最後の夏を応援することすらままならなかったこと

と思います。その後始まった練習も、蔓延防止措置により、中断したり縮減したり。

今日に至るまでの練習時間のトータルは、例年に比べておそらく３割以上は少なか

ったでしょう。そのため今大会は、技能的には今一つであったかもしれません。し

かしながら、この大会にかける生徒たちの想いは、例年以上に試合会場に溢れてい

たように感じました。応援するベンチも下級生も一体となっての姿でした。生徒た

ちは、試合の勝敗よりも、自分たちの全力をぶつけられる、自己表現の舞台を欲し

ていたように見えました。この若者らしいエネルギーの発露は、まさに生徒たちが

自らを成長させようとする萌芽です。部活動の先行きは見通しにくい状況ですが、

このような機会を教育課程に的確に位置付けていくことが重要になると思います。 

本年３月に西尾税務署長より租税教育推進についての感謝状をいただきました。

本市の小中学校では租税教育が特にしっかりと取り組まれているということで、教

育委員会に感謝状が授与されることは全国的に見ても稀とのことでした。租税教育



の内容としては、主に夏休みの課題となる作文やポスターをはじめ、税務署の出前

講座による授業があります。この授業では「もしも税金がなくなったら・・」とか

「税金は社会を支える会費」といった具合に、納税の大切さについて分かりやすく

教えてもらえます。これは、子どもたちが現代社会の仕組みを学ぶ上で、格好の教

材の一つだと思います。教育課程上でも小６と中３の社会科で税金について学習し

ますが、税務署や納税貯蓄組合の方の講話をもとに、子どもたちに身近なことから、

社会や政治、国のあり方を引き寄せて考えさせることは、社会科の目標である公民

的資質を育む上で極めて効果的と思われます。ここで培われる社会認識力は、子ど

もたちが幸せな未来を切り拓いていくための力になると考えられます。教育委員会

としては、このような意義が校長先生方に理解され、租税教育が推進されているこ

とに頼もしさを感じるところです。 

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、２つのことをお伝えします。 

１点目は、議会人事についてです。 

６月２２日の６月議会最終日に議会人事が行われました。お手元の「西尾市議会

常任委員会委員等名簿」をご覧ください。 

第５８代議長に鈴木正章議員、第６４代副議長に磯部雅弘議員が選任されまし

た。そして、教育委員会が所管となる文教委員会につきましては、７名の議員で構

成され、委員長に本郷照代議員、副委員長に山本道代議員が選任されました。 

新たなメンバーになりましても引き続き、教育委員会の各種施策についてご理解

いただくよう丁寧な対応をしてまいります。 

２点目は、西尾市議会７月臨時会についてです。 

去る７月６日に西尾市議会７月臨時会が開催されました。 

２つの議案について審議が行われました。一つは、花ノ木小学校の校舎増築工事

の請負契約に係るもので、６月２３日に国の補助金の認定がなされたためこのタイ

ミングでの議案提出となりました。もう一つは、補正予算で物価高騰の影響を受け

る私立保育園の給食費の増額分を補助するためのものです。ともに賛成多数で可決

されました。 

なお、給食につきましては、学校におきましても、物価高騰の影響が出てきてお

り、食用油や小麦粉をはじめとする食材が値上がりしております。現時点では何と

か１食当たり小学校２７０円、中学校３１０円の中で給食を提供できております

が、既に９月以降の値上げが通告された食材もあり、今後、保護者に負担いただい

ている賄材料費だけでは対応できなくなった場合には、増加分を市で負担していく

ことになる見込みです。 

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３０号 西尾市私立高等学校等授業料補助金交付要綱の一部改正につ

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３０号 西尾市私立高等学校等授業料補助

金交付要綱の一部改正について」提案理由を、ご説明申し上げます。 



資料１ページをご覧ください。 

本改正案は、私立高等学校等授業料補助金の対象に、通信制課程を追加するため、

要綱の一部を改正するものでございます。裏面２ページをご覧ください。 

「１ 制度概要及び変更理由」につきましては、 

公私立の学校間における授業料負担の格差是正を図り、教育の機会均等の原則を

確保することを目的に、現在、国、県、市が、それぞれ授業料補助を実施しており

ます。本市の補助金の内容について参考に記載させていただいておりますが、世帯

年収の区分に応じて「年額３万円から１万円」を補助しております。 

国は令和２年度、愛知県は令和４年度から制度を改正し、新たに「通信制高校」

を対象に追加しております。 

そのため、西尾市私立高等学校等授業料補助金につきましても、「通信制高校」

を対象に追加し、併せて対象者要件を見直すものでございます。 

「２ 変更内容」につきましては、 

（１）対象となる私立高等学校等は、これまで「全日制高校、定時制高校、専修

学校」となっておりましたが、今回、「通信制高校」を追加いたします。 

（２）対象者要件として、これまで「当該学校が定める正規の修業年限又は４年

を超えていない生徒」としておりましたが、通信制高校は単位制で修業年限がない

こと、また、休学、留年、退学後の学び直しなど、様々な事情の方が広く補助を受

けられるよう、「当該補助金の交付が４回を超えていない生徒（最大４回まで）」に

変更いたします。 

「３ 変更後の申請者数及び補助金額の影響」につきましては、本市の申請実績

や近隣市の申請比率などから推測しますと、通信制高校分で約１０％の増加、具体

的には申請者数約３０人、補助金額約５３万円の増加を見込んでおります。 

なお、増加金額分については、当初予算の範囲内で賄える見込みとなっておりま

す。 

資料３ページ「新旧対象表」をご覧ください。 

第３条第１項、第２項３号及び４号、附則について、それぞれ記載のとおり改正

しておりますのでご確認をお願いします。 

施行日につきましては、「令和４年８月１日」とし、今年度申請分から適用され

ることになります。 

なお、資料５ページ以降に「改正後の要綱」を参考に添付させていただいており

ますので、ご確認をお願いします。 

以上、議案第３０号「西尾市私立高等学校等授業料補助金交付要綱の一部改正に

ついて」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。議案第３１号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。 

当指導員は、「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６条に

より、教育委員会が委嘱することになっており、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ます。新たに委嘱しましたのは、髙原典満（たかは

ら のりみつ）氏で、任期は、令和４年７月１日から令和５年３月３１日までであ

ります。 

専決処分事由につきましては、八ツ面小学校のスポーツ開放において、従来の管

理指導員のみでは業務の遂行が困難な状況となってきており、円滑なスポーツ開放

を実施するため、複数名で管理を行うべく、新たに指導員を委嘱する必要が生じた

ためでございます。 

本件につきましては、７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３１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 日程４を終わります。 

日程５、その他を議題とします。 

（１）「吉良中学校校舎改築基本計画の策定について」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）「吉良中学校校舎改築基本計画の

策定について」、ご説明申し上げます。その他議題（１）資料をご覧ください。 

吉良中学校につきましては、本年度、校舎改築に向けて基本計画を策定してまいり

ますが、入札を実施し、委託業者が決定いたしましたので、計画の概要を始め、検

討項目など説明させていただきます。 

 １ 概要でございますが、吉良中学校の校舎改築にあたり、建物の配置や平面計

画、空間の構成、建築物として必要とされる機能や性能を検討し、大まかな建物の

ボリュームや予算等を把握するとともに、設計や工事の工程を基本計画としてとり

まとめるものです。なお、計画の策定に際しまして、専門的な知見を有する民間事

業者に業務を委託するものでございます。 

 ２ 計画における主な検討項目としまして、（１）設計条件等の整理から（８）

透視図、イメージ図の作成までの８項目を予定しています。（３）住民や学校関係 



 者などのニーズ調査では、ワークショップを開催いたします。参加者につきまして

は、吉良中学校区小・中学校のＰＴＡ関係者から２名、地区の代表として各学校の

学校評議員から１名を選出していただきます。これに加え、吉良中学校から校長と

教頭、合せて２０名で実施する予定でございます。 

３ 委託業者等でございますが、 

（１）受注者は、刈谷市の株式会社加藤建築事務所で、 

（２）業務期間は、令和４年６月２７日から令和５年３月１５日まで、 

（３）委託金額は、８０６万３千円でございます。 

 最後に、４ スケジュールでございますが、 

（１）建築条件等の確認を、令和４年７月に実施し、 

（２）ワークショップを、令和４年８月から１０月にかけて３回程度実施してま

いります。 

（３）基本計画案の作成を、令和４年１２月までに行い、 

（４）パブリックコメントは、令和５年１月中旬から２月中旬までの期間で実施

し、 

（５）３月１５日に委託業者から最終案が提出されますので、３月末に計画策定

及び公表を行っていく予定です。 

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。 

特に質問がないようですので、続きまして、（２）「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 ただいま議題となりました、その他議題（２）「教職員の業務改善について」ご

説明いたします。その他議題（２）資料をご覧ください。 

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。 

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、教職員の健康の保持･増進と心身の休養を図るため、令和元年度より

夏季休業中に「対外的な学校業務を行わない日」を設定しています。 

今年度は、８月１０日（水）～１６日（火）までの７日間となります。 

その期間に、学校の固定電話に電話がかかってきても、原則対応しないこととし

ます。 

児童生徒の事件・事故等が発生した場合など、保護者が緊急で学校と連絡をとる

必要があるときは、各学校の緊急用の携帯電話へ連絡してもらうよう、保護者に文

書で通知しております。 

それ以外の場合で、緊急で学校に連絡する必要があるときは、学校教育課から各

校の教頭または校長へ連絡し、対応を依頼するようにしてまいります。 

以上で、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。 

特に質問がないようですので、続きまして、（３）「令和４年度社会を明るくする

運動・青少年健全育成市民大会の開催について」説明をお願いします。 



生涯学習課長 ただいま議題となりました、その他議題（３）「令和４年度西尾市社会を明るく

する運動・青少年健全育成市民大会の開催について」、ご説明申し上げます。 

資料１７ページをご覧ください。 

本大会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和２年度と

３年度は中止としましたが、本年度は、参加人数を会場の収容定員の半数とする感

染対策を講じたうえで開催をいたします。１ 開催趣旨、２ スローガンにつきまし

ては記載のとおりであります。３ 日時は、令和４年８月１８日木曜日、午後２時

から４時まで、４ 会場は、西尾市文化会館大ホールであります。５ 大会の次第で

ありますが、①開会の辞については、西尾市教育委員としており、武内教育長職務

代理にお願いを予定しています。④大会宣言については、石崎委員にお願いを予定

しています。⑤⑦の中学生の主張は、中学校・義務教育学校後期課程の代表生徒の

皆さん２０名が多様な意見を発表する場であります。「中学生の主張」は今まで「少

年の主張」として行ってまいりましたが、昨年度の少年の主張の中に「少年」とい

う言葉に疑問を呈する少年の主張があったため、ジェンダーに配慮し、「中学生の

主張」に変更しました。 

なお、委員の皆様には、お手元に大会の案内文及び駐車券を配付させていただい

ております。ぜひご出席くださいますようお願いいたします。 

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。 

特に質問がないようですので、続きまして、（４）「第９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９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す。広く皆さんから文章作品を募集し、郷土の作家・

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。 

募集する作品は、４００字詰め原稿用紙５枚以内の作文・エッセイで、日本語で

書かれた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お送りいただ

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、全戸配布します。用

紙は市ＨＰからもダウンロードできます。 

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。締切は、９月３０日です。 

賞につきましては、最優秀賞及び優秀賞が各１点、入選及び佳作は、小学生の部、

中学生の部、そして高校生・一般の部の三部門それぞれに若干名です。 

受賞者の発表は、２月上旬を予定しており、昨年、一昨年とコロナ禍で中止した

表彰式は今年は開催の予定で、２月１８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。 

特に質問がないようですので、続きまして、（５）「第６８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 

ただいま議題となりました、その他議題（５）「第６８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、（一社）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

の主管の下で開催するものです。 

競技種目、開催期日につきましては、別紙一覧表のとおりでございます。 

なお、例年１０月の第１金曜日に開催しておりました総合開会式につきまして

は、今年度から開催方法を簡略化するとともに、競技開催前に実施することを目的

に、５月２８日（土）の西尾市スポーツ協会定時社員総会に合わせて、西尾市中央

ふれあいセンターで開催させていただいております。 

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。 

特に質問がないようですので、日程５を終わります。 

教育委員会名義使用として、１９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４年８月１０日水曜日 午前１０時から、市役所５１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。 

 


