
   

会  議  録 

会議の名称 令和４年４月定例教育委員会 

開催日時 令和４年４月 25日(月) 午後１時から午後２時 10分まで 

開催場所 市役所７階 会議室７ 

出席者(欠席委員) 

説明者 

出席委員：野木森教育長、江口教育長職務代理者、丹羽委員、松本委員、 

岩井委員、（押谷委員） 

説 明 者：教育こども未来部長、学校教育課長、生涯学習課長、子育て支援

課長、管理指導主事、指導主事、学校教育ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

会議の議題 

1 開会 

2 前回会議録の承認 

3 教育長報告 

4 協議事項 

議案第 12号 岩倉市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について   

（学校教育課） 

議案第 13号 岩倉市いじめ問題専門委員会委員の委嘱について    

（学校教育課） 

議案第 14号 岩倉市教育振興基本計画推進委員会委員の委嘱について  

（学校教育課） 

議案第 15号 岩倉市教育支援委員会委員の委嘱について （学校教育課） 

議案第 16号 令和４年度学校評議員の委嘱について   （学校教育課） 

議案第17号 令和４年度岩倉市学校給食センター運営委員会委員の委嘱に

ついて                 （学校教育課）   

議案第 18号 学校医の委嘱及び解職について      （学校教育課） 

議案第 19号 岩倉市社会教育委員の委嘱について    （生涯学習課） 

議案第 20号 岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について     

（学校教育課） 

5 報告事項 

6 自由討議 

7 閉会 

議事録の作成方法 ■要点筆記  □全文記録  □その他 

記載内容の確認方法 

 

□会議の委員長の確認を得ている 

■出席した委員全員の確認を得ている 

□その他(                ) 

会議に提出された 

資料の名称 

・次第 

・令和４年３月定例教育委員会会議録 

・議案 

・市町村立小・中・義務教育学校の校長の教職員評価制度苦情申出要領 

・令和３年度、４年度小中学校児童生徒・学級数 

・令和４年度 岩倉市学校別教職員数一覧 

・令和３年度、４年度園別（２号・３号）入園状況 

・５月行事予定 

公開・非公開の別 ■公開   非公開 

傍聴者数  ０人 



   

その他の事項 
 

 

審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）             

1 開会 

教育長：出席委員は、５人で会議は成立しています。これより、４月定例会を開催いたします。

よろしくお願いします。 

 

2 前回会議録の承認 

令和４年３月 28日開催の定例会の会議録について承認を受ける。 

 

3 教育長報告 

教育長：本日は、報告事項が６点あります。 

  １点目は、教育委員会事務局の人事異動についてです。４月の定期人事異動に伴い、渡辺管

理指導主事の後任として、扶桑町立高雄小学校校長であった佐藤振一郎先生を迎えました。 

  ２点目は、保育園や小中学校の新年度体制についてです。入園式や入学式、始業式は無事終

了し、それぞれの組織で、新体制がスタートしています。保育園の待機児童は０名で、小中学

校の学級数は、令和４年度から国の基準で小学校３年生までが 35人学級、小学校４年生と中学

校１年生が、愛知県の基準で 35人学級になっています。２年前までは、小学校２年生までしか

なかったので、少人数学級は、この２年間で３、４年生に 35人学級が適用されたことによっ

て、岩倉市の全小学校で６学級が増えました。それに伴い、１学級の人数が少人数となり学校

がやりやすくなっていると思います。なお、岩倉南小学校の５年生 78名は、令和３年度の４年

生に引き続き、校内の配置された教員でやりくりするという運用で１学級を増やしています。 

  ３点目は、丹葉地方教育事務協議会の新体制についてです。既に４月８日に幹事会、４月 15

日に事務協議会が開催されました。松本会長のもとで、新体制がスタートしました。事務協議

会には丹羽委員と江口委員にもご出席いただき、ありがとうございました。なお、岩倉市が事

務局ですので、事務局長を長谷川教育こども未来部長が、事務局次長を近藤学校教育課長が務

めていますのでよろしくお願いいたします。 

  ４点目は、校長の教職員評価の苦情申出制度についてです。校長への評価が次年度の処遇に

反映する仕組みが令和３年度から導入されました。それに伴い、苦情申出要領が策定され、評

価に対して校長から不服の申出があった場合は、教育委員会の中に苦情審査委員会を設けるこ

とになっています。その委員会は委員長、副委員長、委員の複数名で組織することとし、年度

当初に教育委員会で決定するとされています。そこで提案ですが、教育長による校長の評価に

対して、反対できる立場の人が委員長にならなければいけませんので、苦情審査委員会の委員

長を教育長職務代理者の江口委員にお願いしたいと思います。また、副委員長は教育こども未

来部長、委員は学校教育課長としたいと思いますがよろしいでしょうか。（全委員異議なし。） 

  ５点目は、配付しました教育振興基本計画の改訂版についてです。内容は、既にご存じのと 

おりですが、デジタル化やグローバル化、少子高齢化や新型コロナウイルス感染症の影響な 

ど、様々な社会情勢を反映した改訂版になっていると思っています。策定して終了ではなく、 

この計画に基づいて教育行政を進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

６点目は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策についてです。引き続き、対策が必要

であると思っているなか、学校行事などは対策に慣れてきて様々なノウハウができてきていま

すが、今困っているのは、水泳授業の可否です。学校の衛生管理マニュアルでは、水泳授業に

おける感染症対策は、昨年同様、プール内やプールサイドであっても２ｍのソーシャルディス

タンスを確保することや更衣室の人数制限など様々な対策があります。水泳授業の３年連続の

中止は避けたいと思うものの、対策がとれるかどうかを校長会等で検討しているところです。



   

現在のところ、何とか工夫して実施する方向で検討していますが、後ほどご意見がありました

らお聞かせいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

私からの報告事項は以上です。年度当初ですので、教育委員会が所管する各種組織の委員の

承認が主な議案ですので、慎重なご審議をお願いします。 

 

4 協議事項 

議案第 12号 岩倉市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について(学校教育課)  

原案どおり承認 

教育長：何かご意見やご質問はありませんか。 

全委員：（意見・質問なし） 

教育長：第 12号議案「岩倉市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について」は、異議ございま

せんか。 

全委員：異議なし。 

教育長：第 12号議案「岩倉市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について」は、承認します。 

 

 

議案第 13号 岩倉市いじめ問題専門委員会委員の委嘱について(学校教育課)  

原案どおり承認 

江口委員：何も起こらなければ会議を開催しませんか。 

事務局：年に１回程度、開催しています。令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響で未開

催でしたが令和３年度は開催しました。内容は、重大事案が起こった場合にどのような流れで

対応していくのかを、これまでの検討を踏まえた上で協議をしました。公表基準についても協

議し、今後整備していく予定としています。 

教育長：重大事案が起こってからの対応では遅いので、初期対応が円滑にできるようにマニュア

ルの作成など、年１回は開催しています。 

その他に何かご意見やご質問はありませんか。 

全委員：（意見・質問なし） 

教育長：第 13号議案「岩倉市いじめ問題専門委員会委員の委嘱について」は、異議ございません

か。 

全委員：異議なし。 

教育長：第 13号議案「岩倉市いじめ問題専門委員会委員の委嘱について」は、承認します。 

 

 

議案第 14号 岩倉市教育振興基本計画推進委員会委員の委嘱について(学校教育課)  

原案どおり承認 

 

教育長：何かご意見やご質問はありませんか。 

全委員：（意見・質問なし） 

教育長：第 14号議案「岩倉市教育振興基本計画推進委員会委員の委嘱について」は、異議ござい

ませんか。 

全委員：異議なし。 

教育長：第 14号議案「岩倉市教育振興基本計画推進委員会委員の委嘱について」は、承認しま

す。 

 

 

議案第 15号 岩倉市教育支援委員会委員の委嘱について(学校教育課)      原案どおり承認 

 



   

教育長：何かご意見やご質問はありませんか。 

全委員：（意見・質問なし） 

教育長：第 15号議案「岩倉市教育支援委員会委員の委嘱について」は、異議ございませんか。 

全委員：異議なし。 

教育長：第 15号議案「岩倉市教育支援委員会委員の委嘱について」は、承認します。 

 

 

議案第 16号 令和４年度学校評議員の委嘱について(学校教育課)        原案どおり承認 

 

教育長：各学校から推薦していただいた方を追認するということですがご意見ございませんか。 

岩井委員：以前は、年齢のことで言われたことがありますがどうですか。 

江口委員：経験豊富で活躍もできるので問題はないと思います。 

事務局：昨年度、年齢が高いことや、再任ばかりではなく新たな方にお願いすることで組織の活

性化に繋がるのでないかというご意見をいただきました。校長会などでは、学校評議員の委嘱

について、教育委員会からのご意見を踏まえて検討していただくよう話をしています。その結

果として、学校からは名簿のとおり推薦をいただいています。 

教育長：学校評議員を頻繁に変更しても、学校のことを理解していただけない部分もあります

し、適度な新陳代謝も必要なので、バランスは大切だと思います。 

その他に何かご意見やご質問はありませんか。 

全委員：（意見・質問なし） 

教育長：第 16号議案「令和４年度学校評議員の委嘱について」は、異議ございませんか。 

全委員：異議なし。 

教育長：第 16号議案「令和４年度学校評議員の委嘱について」は、承認します。 

 

 

議案第 17号 令和４年度岩倉市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について(学校教育課)  

原案どおり承認 

 

教育長：何かご意見やご質問はありませんか。 

全委員：（意見・質問なし） 

教育長：第 17号議案「令和４年度岩倉市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」は、

異議ございませんか。 

全委員：異議なし。 

教育長：第 17号議案「令和４年度岩倉市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」は、

承認します。 

 

 

議案第 18号 学校医の委嘱及び解職について(学校教育課)            原案どおり承認 

 

 

教育長：何かご意見やご質問はありませんか。 

全委員：（意見・質問なし） 

教育長：第 18号議案「学校医の委嘱及び解職について」は、異議ございませんか。 

全委員：異議なし。 

教育長：第 18号議案「学校医の委嘱及び解職について」は、承認します。 

議案第 19号 岩倉市社会教育委員の委嘱について(生涯学習課)                原案どおり承認 

 



   

教育長：何かご意見やご質問はありませんか。 

全委員：（意見・質問なし） 

教育長：第 19号議案「岩倉市社会教育委員の委嘱について」は、異議ございませんか。 

全委員：異議なし。 

教育長：第 19号議案「岩倉市社会教育委員の委嘱について」は、承認します。 

 

 

議案第 20号 岩倉市教育委員会後援名義の使用許可について(学校教育課)   原案どおり承認 

申請者   一般社団法人暮らし振興支援機構 代表理事 大田 麻美 

 事業名   「親の役割ってなぁ～に？」セミナー 

 目 的   親の立場で、子どもの将来の選択肢を広げる為の積極的な動機づけ 

 実施日   令和４年６月 19日 (日)午後１時～午後５時 

 開催場所  名古屋芸術大学アートスクエア（文化勤労会館） 

 

松本委員：対象は子育て中の方ですか。 

事務局：対象は限定されていません。 

教育長：第 20号議案「岩倉市教育委員会後援名義の使用許可」は、承認してよろしいでしょうか。 

全委員：異議なし。 

教育長：第 20号議案「岩倉市教育委員会後援名義の使用許可」は、可決されました。 

 

 

5 報告事項 

（学校教育課） 

・令和４年度小中学校児童生徒・学級数について（別紙） 

・令和４年度学校別教職員数について（別紙） 

・令和４年度の職員体制について 

  渡辺管理指導主事の後任として佐藤先生が高雄小学校から異動、その他学校教育課職員の異動 

なし。 

 

（生涯学習課） 

・令和４年度の職員体制について 

 生涯学習グループは新規職員が１名配属され、図書館グループは１名異動、スポーツグルー 

プは異動なし。 

・市民茶会について 

  ４月 29日(祝)に３年ぶりに開催。新型コロナウイルス感染症対策として、茶席に人数制限を 

設け、30分毎の入れ替え制で実施。午前 10時から午後３時まで８枠を設けて、事前申し込み 

制。本日現在で 96名枠のうち 57名の予約で、空きがある状況。場所は史跡公園で、内容は、 

抹茶での接待、琴の演奏、焼き物の作品展示、チャリティーなど実施。茶席料は、１席 200 

円。 

 

（子育て支援課） 

・令和４年度園別（２号・３号）入園状況について（別紙） 

  待機児童なし 

・放課後児童クラブについて 

  令和４年度通年利用児童数は 500名、令和３年度 457名に比べ 43名増。内訳は、岩倉北小学 

校区が 25名増、岩倉南小学校区が 26名増、五条川小学校区が２名増、岩倉東小学校区が 10名 

減、曽野小学校区は増減なし。 



   

・令和４年度の職員体制について 

  あゆみの家の所長と下寺保育園の園長の定年退職に伴い、保育園園長が４名異動。児童館及 

び放課後児童クラブ職員の異動なし。 

・放課後児童クラブについて 

  ４月７日（木）からの岩倉北小学校放課後児童クラブ開設に伴い、学校内での放課後児童クラ

ブの実施は４校となり、残りは曽野小学校のみ。曽野小学校放課後児童クラブ施設は、令和４年

度に設計業務、令和５年度に建設工事を実施し、令和６年度から開設予定。 

 

（令和４年５月行事予定について） 

・予定表のとおり。 

 

（その他） 

・なし 

 

6 自由討議 

 

江口委員：教育長報告で話のあった水泳授業について、民間事業者に委託する学校はどこですか。 

事務局：令和４年度は、岩倉東小学校、岩倉北小学校に加えて、新たに五条川小学校が民間事業者

に水泳授業を委託する予定です。 

江口委員：民間施設にはどのように行くのですか。 

事務局：バスの送迎です。 

江口委員：ソーシャルディスタンス２ｍはどうやってとるのですか。民間事業者との打ち合わせを

実施していますか。 

事務局：実施する小学校３校のスケジュールについては民間事業者と調整済で、今後、水泳授業の

実施が決定すれば、５月中に担当教員と施設見学に行く予定です。現在、施設内での新型コロナ

ウイルス感染症対策について確認しているところです。 

教育長：確認段階では、消毒の徹底、更衣室の人数制限、指導者のマスク指導など万全な体制をと

っていると思います。他市町でも同じ民間事業者で昨年度に水泳授業を実施しているところもあ

り、実施に向けての詳細は民間事業者と調整しているところです。 

  水泳授業は、複数の目で見ないと安全対策ができないということで、２学級合同で実施する必

要があります。しかし、そうなるとソーシャルディスタンス２ｍへの対応が難しくなってきます。

また、１学級での実施となると、担任教員１人では安全対策が難しいため、授業のない教員を充

てるなど工夫をして何とか水泳授業をやれないかと、校長会で検討しています。学校事情によっ

て実施できる学校とできない学校があり、統一的に決定していく必要があるため、その調整に苦

慮しています。 

江口委員：児童生徒の水泳授業を平等とするため、回数を減らして実施することもあるのですか。 

教育長：カリキュラム上は、年間 10 時間の水泳授業が予定されていますが、時間割を組んで難し

い場合は減らす可能性もあります。 

松本委員：中学校も同じですか。 

教育長：中学校も同じように検討しています。 

江口委員：中学校は水泳授業を学校内で実施しますが、民間事業者に委託して実施する小学校は大

変ですね。 

教育長：民間事業者に委託する小学校が気をつけなければいけないのは、送迎バスや更衣室内での

感染症対策です。指導面では、指導者に任せておけば、感染症対策はとっていただけると思って

います。 

松本委員：問題は、水泳の授業中よりも密となる更衣室であると思います。 

教育長：今まで、水泳授業でクラスターがでたということは聞いたことはないです。 



   

丹羽委員：民間のスイミングスクールも中止とせずに通常どおり実施しています。 

教育長：１校でも水泳授業ができないところがあれば、足並みを揃えるなど市として統一的にした

ほうがいいという意見があります。 

丹羽委員：将来的に水泳授業はなくなっていく方向ですか。 

教育長：今のところなくなるというのは国レベルではでていないです。 

丹羽委員：県によっては、水泳授業をやっていないところもあると聞いたことがあります。 

教育長：学習指導要領には、水泳授業は入っていると思います。 

江口委員：学校のプールは年間稼働率も低く、維持管理費も高いため、修繕よりも委託する方向に

なっています。 

教育長：水泳授業を民間委託している他市町の評判は、２つの意味で高いです。教員の体力が維持

できるということと、専門の指導者に指導してもらえば泳力が伸びるということです。 

江口委員：学校によっては、プールを防火水槽として使用される場合もあり、そういう点ではプー

ルが必要ですよね。 

事務局：消防法上、水利が一定間隔置きに確保されていればよいと思います。五条川小学校のプー

ルは、防火水槽に指定されていません。 

教育長：保護者の立場からすると、水泳授業を実施してほしいということですよね。 

 その他に何かございませんか。 

江口委員：曽野小学校のスクールガードをやっている方で、曽野小学校から他校へ異動された教員

から、「今まで子どもたちを見守っていただいてありがとうございました。」とお礼を言われたこ

とが嬉しかったとの報告を受けました。 

岩井委員：昔の話ですが、岩倉中学校の自転車通学者の雨合羽を自転車の上で乾かしていたところ、

風で自転車が倒れ、雨合羽が破れたなどの被害を耳にしました。そういった対策はどうしていま

すか。 

教育長：自転車は屋根付きですので、雨合羽を自転車の上で乾かしています。雨足の強いときなど

は、傘置きや靴置き場まで持っていきます。 

岩井委員：雨合羽専用の乾燥場所などがあったらよいと思います。 

教育長：場所については、学校に相談しておきます。 

以上で令和４年４月定例教育委員会を閉会します。次回は５月 30 日、午後１時より五条川小学

校で開催します。 
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