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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３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、尾﨑委員、平岡委員 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。 

（平岡委員より一部修正の申し出有り） 

それでは、ただいまの部分を修正し、承認してもよろしい方は、挙手をお願いい

たします。 

（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、一部修正のうえ

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 

先週、各中学校と佐久島しおさい学校で、卒業式が滞りなく挙行されました。教

育委員の皆さんにも告示の大役をお願いいたしました。いずれの学校でも例年のよ

うな歌唱はできませんでしたが、その分、卒業生の凛とした姿に気持ちが込められ、

立派な式ができたようで頼もしく思いました。 

また先日の日曜日には西尾マラソンがありました。テントさえ飛ばされそうな強

風の中、極めて厳しいコンディションでしたが、ゴールしたランナーの満ち足りた

笑顔が実に印象的でした。蔓延防止措置発出中のため、中学生のボランティアの参

加を見送らざるを得なかったのは残念でした。来年こそは活躍と体験の場にさせた

いと思います。 

本日は２点について報告します。 

１点目は、教職員評価制度についてです。今年度から校長の勤務評価が、次年度

の給与に反映することになりました。達成度評価は期末勤勉手当に、特性や能力評

価及び職務の状況評価は給与、俸給に反映します。いずれも上位４割を上限として、

成績上位者にインセンティブを付与することになります。 

そもそも教師力を絶対評価することは容易ではありません。況や地域性や伝統な

ど、個々に様々な要因を内包する学校について、その経営手腕を評価し比較するこ

とは至難であり、公平性に欠きやすいと言わざるを得ません。できる限り客観的に

かつ説得力が得られるように留意しながら、校長先生たちのモチベーションを上げ

られるような評価に努めることにしました。 

２点目は、近年の学校事情についてです。毎年この時期になると、愛知県小中学

校長会の研究集録が届きます。今年の生徒指導委員会の報告の中に「勤務校で問題

行動が多いと感じるか」というアンケートの結果が載っていました。多いと感じて

いる校長は、中学校で２６パーセント、小学校では２７パーセントでした。この初

めての逆転現象は、昨今の学校の現状を如実に象徴していると思います。実際、小



学校の学校経営の困難度は、急上昇しています。とりわけ集団生活に馴染めないた

めに、特別な配慮を要する児童は増えており、小学校低学年の指導は、以前に比べ

て格段に難しくなっています。一方、以前にも報告しましたが、解決の困難な問題

行動の原因について複数回答で尋ねた結果は、「家庭環境」と「保護者の方針・考

え方」がともに８割を占めました。実際、子どもの問題行動について保護者の理解

が得られないために、指導効果が上がらない事案は少なくありません。このような

ケースが小学校で特に増加していることが、前述の逆転現象の要因となっているも

のと思われます。今後の人事配置にも配慮を要すると考えています。 

私からは以上です。 

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 私からは、２点ご報告させていただきます。 

１点目は、西尾市議会３月定例会についてです。 

現在会期中の市議会３月定例会ですが、２月２２日に開会し、２月２４日の施政

方針に対する質問では４会派から代表質問があり、２月２５日、２８日、３月１日

の一般質問では２１名から通告があり、教育委員会関係では、１５名の議員の質問

に答弁いたしました。 

主なものとしては、子ども・若者総合相談センター「コンパス」の運営、ＩＣＴ

教育の推進、西尾特別支援学校との連携、第２次生涯学習推進計画の策定、図書館

運営基本計画の策定、（仮称）生涯学習センターの建設、きめ細やかな教育の推進、

温水プールを利用した小学校水泳授業、小中学校の部活動の今後、不登校の子ども

たちへの対策、小中学校の通学区域などに関する質問がございました。 

また、議案審議では、２月２２日の本会議で、稲垣教育長の任命の同意について

全員賛成で議会の同意をいただきました。任期は令和４年の４月１日から令和７年

３月３１日の３年間です。またそのほかの教育委員会関係議案につきましては、委

員会付託され、昨日開催された文教委員会において、すべて原案どおり可決すべき

ものと決しました。そして、令和３年度補正予算と令和４年度当初予算については、

昨日の委員会後に開催された予算決算委員会文教分科会において、認定すべきとさ

れました。 

最終的には、３月２２日の会期最終日に、すべての議案の採決が行われます。 

２点目は、令和４年度主要事業の概要についてです。 

これは、西尾市の令和４年度当初予算の中の主要事業をピックアップしたもので

ございます。 

教育委員会関係では、表紙をはねていただきますと目次の右側に１２教育委員会

事務局とあり、（１）花ノ木小学校児童数増加対策事業をはじめ１４の事業がござ

います。新規事業としては、（３）吉良中学校校舎改築事業、（９）生涯学習センタ

ー（仮称）建設事業、（１２）西尾城大手門跡整備事業がございます。 

１４事業の令和 4年度予算の総事業費は約１７億円で、これらの中には、複数年

かけて実施するハード整備の大型事業も複数ございます。これ以外にも多くの事業

を抱える中、限られた人員体制で非常に厳しい状況ではありますが、しっかりと事

業を進めていくよう教育委員会事務局職員一丸となって取り組んでまいります。 

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１１号 西尾市生涯学習推進員の任命について」提案理由の説明をお願

いします。 

生涯学習課長 ただいま議題となりました、「西尾市生涯学習推進員の任命について」提案理由

をご説明申し上げます。議案第１１号をご覧ください。 

提案理由は、西尾市生涯学習推進員会規則第３条に基づき、任期満了を迎える生

涯学習推進員の任命を教育委員会に求めるためであります。 

任命を求める推進員は、議案の裏面にあります、浅岡文雄氏をはじめとする９名

の方々であります。 

なお、生涯学習推進員は、市内に在住し、または市内で生涯学習活動を行う者で

あって、生涯学習について知識及び経験を有するものが任命要件で、任期は、令和

４年４月１日から令和６年３月３１日までの２年間であります。 

以上で議案第１１号の提案理由の説明とさせていただきます。 

よろしくご審議くださいますよう、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１１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 日程４を終わります。 

日程５、その他を議題とします。 

（１）「きめ細やかな教育の推進事業実施要綱の一部改正について」説明をお願

いします。 

学校教育課主幹 その他議題（１）「きめ細やかな教育の推進事業実施要綱の一部改正について」

説明いたします。資料３ページをご覧ください。 

本要綱は、第１条の（目的）にありますように、きめ細やかな教育を推進するた

めに教育委員会が学校等に配置するパートタイム会計年度任用職員並びに教育委

員会が委嘱します、学校等への専門的な助言、相談、支援等を担う有識者の職名、

職務、勤務条件、報酬等について定めております。 

今回は、５ページ以降の別表の下線の部分を改正いたします。 

改正内容を新旧対照表により説明しますので、１１ページをご覧ください。表の

右半分が「旧」の改正前、左半分が「新」の改正後になります。 

まず、「別表１ 会計年度任用職員の勤務条件等」の１２ページ⑭学校事務アドバ

イザーは、勤務時間を業務量に応じた時間数、週１６時間から１８時間に改正しま

す。 

次に「別表 会計年度任用職員の報酬」の①非常勤講師（教科担任）、③非常勤講

師（養護教諭補助）及び⑥日本語教育指導アドバイザー兼日本語初期指導教室長の

報酬は、愛知県教育委員会の「市町村立小中学校非常勤講師等に対する報酬支給要

綱」に準拠しており、県の要綱の取扱いに準じて令和４年度からの報酬額を１時間

２,８８０円から２,８２０円に改正します。 



次に１３ページの「別表３ 有識者等の委嘱条件等」の⑩スクールソーシャルワ

ーカーの委嘱基準に「社会福祉士や精神保健福祉士の資格を所有する者」以外に「学

校現場での生徒指導等の活動経験が豊富な者」を加え、委嘱人数は「若干名」に改

めます。 

改正後の本要綱は、令和４年４月１日から施行します。 

以上で、その他議題（１）の説明を終わります。 

教育長 ただいまの説明につきまして、質問やご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）「西尾市就学援助費事務取扱

要綱の一部改正について」説明をお願いします。 

学校教育課主幹 その他議題（２）「西尾市就学援助費事務取扱要綱の一部改正について」、説明い

たします。資料１７ページをご覧ください。 

本要綱は、第１条の（目的）にありますように、経済的な理由により就学困難な

児童又は生徒の保護者に対して、市が必要な援助を行い、義務教育の円滑な実施に

資することについて、定めたものであります。 

今回改正します内容２つを新旧対照表により説明しますので、２４ページをご覧

ください。 

まず、１つ目は第２条の冒頭の「西尾市に住所を有し」の前に「原則として」を、

後ろに「かつ、」を入れ、「就学援助の対象となる者は、原則として西尾市に住所を

有し、かつ、西尾市立の小中学校及び義務教育学校に在学する児童若しくは生徒又

は就学予定者の保護者」に改めます。これは、西尾市の小中学校に通学する市外に

住民登録のある区域外就学者等も経済状況によって、西尾市で認定を可能にするた

めです。 

２つ目は、援助費目等を定めた第３条第１項各号の最後に第１１号として、「オ

ンライン学習通信費」を加え、学校からＩＣＴを活用して提供される教材による家

庭でのオンライン学習に必要な通信費に対して、就学援助認定世帯に年１４,００

０円を支給いたします。２５ページの別表にも「オンライン学習通信費」を加えま

す。 

改正後の本要綱は、令和４年４月１日から施行します。 

以上で、その他議題（２）の説明を終わります。 

教育長 ただいまの説明につきまして、質問やご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）「西尾市寺子屋にしお事業実

施要綱の一部改正について」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）「西尾市寺子屋にしお事業実施

要綱の一部改正について」ご説明申し上げます。 

寺子屋にしおは、文部科学省が平成１７年度に「地域子ども教室推進事業」

としてスタートした事業で、本市も同時に開設しました。その後「放課後子ど

も教室推進事業」と名称が変更になり、国・県より補助金交付を受けて事業を

継続してまいりましたが、令和２年度に補助金交付条件が変更されたことによ

り、現在は国庫補助を受けずに事業を実施しています。このため、本事業の実

施要綱について、名称変更と合わせて、実態に即して整理し、改正することに

いたしました。 

それでは主な改正内容をご説明いたしますので、資料３０ページの新旧対照



表をご覧ください。 

要綱の名称は、放課後子ども教室推進事業（寺子屋にしお）を寺子屋にしお

に改めました。 

第４条の実施場所では、寺子屋にしおの実施場所を別表にまとめました。資

料３２ページをご覧ください。これが寺子屋にしおの実施場所の別表で、最上

段の寺子屋にしお八ツ面は新年度より１２番目の寺子屋として新たに開設され

るものです。 

資料３０ページにお戻りください。 

第９条の運営委員会を設置する規定については、補助金の交付要件でありま

したので削除します。 

最後に、本要綱の施行日は令和４年４月１日とします。 

以上、その他議題（３）の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明につきまして、質問やご意見はありませんか。 

平岡委員 新旧対照表で削除となる部分、第９条、第１０条、第１２条が削除になり、各条

項を除いて、それぞれ繰り上がっていくという解釈でよろしいでしょうか。 

生涯学習課長 第１１条で規定しています実行委員会は、要綱上では削除しますが、寺子屋にし

おの受け皿として実行委員会の組織としては残します。それ以外は単純に削除して

繰り上がります。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして（４）「西尾市社会教育関係団体活動

費補助金交付要綱の一部改正について」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（４）「西尾市社会教育関係団体活動費補

助金交付要綱の一部改正について」ご説明申し上げます。 

改正の理由としましては、西尾市子ども会育成連絡協議会に対する補助内容を変

更するためであります。 

改正内容を説明しますので３６ページの新旧対照表をご覧ください。 

第４条の補助対象経費は別表にまとめました。 

その別表では、西尾市子ども会育成連絡協議会の補助対象経費として単位子ども

会の保険料を新たに加え、協議会の活動に対する補助金交付額の上限額も見直しま

した。 

なお、単位子ども会の保険料を負担する制度変更に伴い、単位子ども会活動に対

する補助金は廃止を予定しています。 

本要綱の施行日は令和４年４月１日とします。 

以上、その他議題（４）の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明につきまして、質問やご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）「西尾市子ども・若者総合相談

センター設置要綱の一部改正について」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（５）「西尾市子ども・若者総合相談セン

ター設置要綱の一部改正について」ご説明申し上げます。 

要綱の改正理由については、子ども・若者総合相談センター「コンパス」の新年

度からの相談支援体制の拡充のため、業務時間を見直すためであります。 

改正内容を説明しますので、資料３９ページの新旧対照表をご覧ください。 

第５条で規定されています業務時間の終了時刻である午後６時を１時間延長し



て午後７時に改正するものであります。 

なお、本要綱の施行日は令和４年４月１日であります。 

以上で、その他議題（５）の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明につきまして、質問やご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）「西尾市公民館運営要綱の一部

改正について」及び（７）「西尾市地域交流センター運営要綱の一部改正について」

は、関連がありますので、一括して説明をお願いします。 

生涯学習課長 その他議題（６）西尾市公民館運営要綱の一部改正について及びその他議題（７）

西尾市地域交流センター運営要綱の一部改正については関連しているため、一括し

てご説明申し上げます。 

はじめに、要綱の改正理由につきましては、公民館及び地域交流センターの使用

料が後納できる規定を実務上適切となるよう見直すためであります。 

次に改正内容をご説明しますので、資料５３ページの新旧対照表をご覧くださ

い。 

第２１条で使用料が後納できる団体として、国もしくは地方公共団体またはこれ

らに準ずるもの、国または地方公共団体が実施する事業の委託を受けたまたは委託

を受ける予定である団体に改めるものであります。 

なお、地域交流センター運営要綱につきましても、同様の改正を行うものです。 

これらの要綱の施行日につきましては、令和４年４月１日です。 

以上でその他議題（６）及びその他議題（７）の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明につきまして、質問やご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）「西尾市岩瀬文庫企画展「刀 ～

書物からみる刀の魅力～」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（８）西尾市岩瀬文庫企画展「刀～書物か

らみる刀の魅力～」について、ご説明申し上げます。 

資料６３ページをご覧ください。 

西尾市岩瀬文庫では、令和４年５月８日日曜日まで、企画展「刀～書物からみる

刀の魅力～」を開催しております。 

昨今は漫画やゲームの題材となって若者層にもファンを広げるなど、人々を魅了

してやまない刀ですが、古典籍の宝庫・岩瀬文庫の蔵書の中にも刀に関する資料が

多数見られ、今に限らず昔から人々は刀に高い興味・関心を抱いていたことがうか

がえます。 

本展では、そんな岩瀬文庫の古典籍を通して、刀作りの技術や工夫、刀の歴史、

刀にまつわる秘伝などを紹介し、ただ「美しい」「かっこいい」だけではない刀の

魅力に迫ります。 

また、会期中には、感染対策に十分気をつけながら、昔の人々が読んでいた刀に

関する本を読み解く古文書講座や展示解説、親子向けのバルーンアートなどの関連

行事も計画しています。 

よくある刀剣展示とは一味違う、バラエティに富んだ蔵書を誇る岩瀬文庫ならで

はの書物から刀について迫り、その魅力を知る展示です。なお会場には、古典籍の

記述と対応する刀や刀装具の実物も展示協力者のご厚意により展示しております。 

以上、その他議題（８）の説明とさせていただきます。 



教育長 ただいまの説明につきまして、質問やご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）「西尾っ子読書フェスティバル

の開催について」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その他議題（９）西尾っ子読書フェスティバルについ

てご説明申し上げます。 

お手元の資料をご覧ください。 

西尾市内の図書館４館では、毎年「４月２３日の子ども読書の日」の記念イベン

トとして、「西尾っ子読書フェスティバル」を行い読書啓発を図っております。 

令和４年度は、４月１６日・１７日を中心に、子どもたちが図書館に親しみ、本

を読む楽しさにふれることができる各種行事を市内の図書館すべてで開催します。 

裏面をご覧ください。メイン行事としまして、４月１７日に西尾市立図書館本館

にて、落語家 桂文我さんによる「おやこ寄席」を開催します。 

桂文我さんは、多くの落語絵本や紙芝居を出版されており、図書館でも子どもた

ちに人気のある絵本作家さんです。また、落語という日本の古典文学に親子で触れ

ることのできるチャンスですので、ぜひ多くの方に楽しんでいただきたいと考えて

おります。 

各イベントの申し込みは、３月１２日土曜日から開催館へ直接申し込み、または

３月１３日日曜日から電話受付いたします。 

以上、その他議題(９)の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明につきまして、質問やご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１１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４月１３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３月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 


