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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 28 号 西尾市社会教育委員の任命について【生涯学習課】 

   議案第 29 号 西尾市ふれあい広場指定管理者評価委員の任命について 

【スポーツ振興課】 

 

５ その他 

（１）幡頭神社境内社熊野社本殿、境内社神明社本殿の重要文化財追加指定に 

ついて【文化財課】 
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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６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 

先日、東京在住の知人から、コロナ対策の実態を聞いて驚きました。東京では、

すでに会食時の人数制限や時間制限は緩和されているのだそうです。私たちが現在

守っているのは愛知県のローカルルールということになります。子ども間、教員間

のコミュニケーション不足が心配さています。できるだけ早期の制限緩和を望みた

いです。 

本日は地域部活動について報告いたします。 

国は来年度からの三年間で、土日の部活動を地域移行し、将来的には全面移行も

示唆していますが、義務教育の理念や教育現場の実情とやや乖離しているように感

じられます。 そこで「部活動は公教育の一部」という視点から、気になる点を整

理してみました。 

１ 学校教育の在り方にかかわる疑問 

 ➀今まで部活動によって育まれてきた能力や心情の重要性については、学習指

導要領に学校教育の一環として扱われていること以上に教育現場は実感し

ている。その教育価値は今後どのような教育によって補完されるのか。 

 (※教育価値・・忍耐力、協調性、所属感、自己有用感 等々) 

 ➁公教育である以上、公平性が担保されるべきである。現状受け皿の目処が立

たず、地域格差や経済格差に大きく影響される懸念のある施策は、拙速では

ないのか。 

 ➂部活動が学習指導要領から削除された場合、部活動の公教育性は薄まり、地

域部活動への取り組み（子どもたちがスポーツに親しむ環境整備）は、各県

や市町村に全面的に委ねられるのか。また、最終的には民間に移行して家庭

に任せる形が、スポーツ庁の描く着地点なのか。 

 ④働き方改革を進めるための施策であるならば、教員を大幅加配するなどし

て、超過勤務時間がクリアされれば、部活動の地域移行は不要ではないのか。 

２ 移行の実際における課題 

 希望する全ての生徒に地域部活動を保障することを前提とした場合、以下の三



点の解決を要する。 

➀ 部活動数に応じた指導者が必要となる。 

    事故対応等を想定すると、一部活に最低二人は指導者がほしい。しかし、技

術面のみの指導者は地域に多数いるものの、管理監督責任を請け負う指導者は

少ない。土日に指導を希望する教員も多くはなく、全体として減少傾向にある

ため、指導者を確保できる目途は立ちそうもない。 

➁ 管理監督責任を負う組織が必要となる。 

  活動中の事故をはじめ、生徒指導上の問題、保護者間の問題などへの対応が

求められるとともに、指導者の数と質を維持するための組織が不可欠となる。 

➂ 多額の予算措置を要する。 

教員の兼業を考えた場合、３時間で２８５０円以上の謝金が必要となる。保

護者負担の割合によって変動するが、指導者の謝金や生徒の保険料、場所によ

っては会場費なども必要となる。 

 

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つ目は、西尾市議会６月定例会についてです。 

現在会期中ですが、６月２日に開会し、６月２２日までの２１日間とされました。

初日の６月２日に議案審議が行われました。教育委員会関係分では、補正予算とし

て、国の令和３年度補正予算が繰り越されたことに伴うコロナ対策のための学校経

営交付金の追加などがございます。委員会に付託されており、６月１０日開催の予

算決算委員会文教分科会で審議されます。 

また、一般質問は、今期も２３名と多くの議員が質問をされ、６月３日と６日、

７日の３日間で行われました。 

教育委員会関係分といたしましては、１０議員から１３議題に対する質問をいた

だきました。主な内容といたしましては、歴史的文化資源の伝承、地域部活動、食

材高騰に伴う給食費、児童生徒のマスク着用、吉良中学校や生涯学習センターなど

の教育関係施設、について現在の状況と今後の考え方等を確認されるものでありま

した。 

給食費の扱いにつきましては、一部報道等でも話題になっておりますが、本市で

は、令和２年度から１食当たりの給食費を小学校で３０円、中学校で４０円値上げ

をしていること、また、日ごろから栄養バランスを維持しつつ費用を抑えるよう献

立の工夫をしていることなどから、現時点においては、子供たちの成長に必要な栄

養価を確保した給食を安定供給できています。そのため、値上げや公費負担をする

予定はございません。しかし、今後さらなる物価上昇が続き、現在の給食費では、

食材費を賄うことができない状況となった場合には、公費負担も視野に入れて検討

してまいります。 

また、教育関係施設については、今後、学校施設の大規模改修等が集中してくる

など、施設長寿命化計画を進めていくにあたって、増大する財政負担への対応とい

う大きな課題を再認識させられるものでありました。このことにつきましては、教

育委員会といたしましては、学校運営に支障をきたすことのない方策を講じていく

ように資産経営局、財政課とも協議してまいります。 



２つ目は、先日新聞にも報じられた資料館の指定管理取消についてです。 

資料館をはじめとする公共施設については、地方自治法の規定により、市の条例

の定めるところにより指定管理者を指定することができるとされています。そのた

め、市では（具体的には）「西尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等条例」

および、それぞれの施設の「設置及びその管理に関する条例」の規定により、指定

管理者の指定や取り消しを行っています。 

西尾市資料館については、施設の設置管理に関する条例が昭和５２年に制定され

た当時から現在に至るまで終始一貫して教育委員会が所管しています。 

そのため、平成１８年度から５年間は都市施設管理協会、平成２３年度からの５

年間はシルバー人材センターが指定管理者として指定されておりますが、この時も

教育委員会が指定しております。施設の権限実態は教育委員会に存在するためこの

ような取り扱いがなされています。 

ところが、資料館については、「西尾市資料館の設置および管理に関する条例」

では、第２条の２において指定管理者の指定は「市長」が指定するものとなってい

ます。 

施設の権限管理運営の実態と条例の条文に齟齬が生じている状況であります。 

今後の対応といたしましては、条例を改正する必要はもちろんですが、今までの

指定管理に関する取扱いや、その影響については顧問弁護士とも協議をしておりま

して、考え方が定まった段階で、必要な説明をしていくことになります。 

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２８号 西尾市社会教育委員の任命について」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「議案第２８号 西尾市社会教育委員の任命につい

て」、ご説明申し上げます。資料１ページをご覧ください。 

社会教育委員は、西尾市社会教育委員設置条例第２条の規定により、学校教育及

び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある

者の中から、教育委員会が委嘱するものでございます。 

この度、令和４年６月３０日をもちまして２０名の委員の任期が満了となります

ので、新たに別紙１１名の方々を委嘱したく、同意を求めるものでございます。 

委員の構成につきましては、近隣市の状況を踏まえ、機能的で活発な審議が行え

るよう、各分野の方から少人数にて選出しております。 

なお、委員の任期につきましては、設置条例第４条の規定により、令和４年７月

１日から６年６月３０日までの２年間でございます。 

以上、議案第２８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２８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２９号 西尾市ふれあい広場指定管理者評価委員の任

命について」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２９号 西尾市ふれあい広場指定管理者評価

委員会委員の任命について」、提案理由のご説明を申し上げます。 

資料３ページをご覧ください。 

本委員は、西尾市ふれあい広場指定管理者評価委員会規則第３条第２項の規定に

より教育委員会が任命することになっております。 

委員の任期は、１年であり令和４年６月３０日で任期満了となることから、この

度、別紙のとおり７名の方を新たに任命するものでございます。 

任期は、令和４年７月１日から令和５年６月３０日の１年間であります。 

以上、議案第２９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２９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）「幡頭神社境内社熊野社本殿、境内社神明社本殿の重要文化財追加指定に

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（１）幡頭神社境内社熊野社本殿、境

内社神明社本殿の重要文化財追加指定について」、ご説明申し上げます。 

その他議題（１）資料をご覧ください。 

すでに５月２１日（土）に中日新聞をはじめ各紙で報道されたところでございま

すが、幡頭神社の境内社熊野社本殿と境内社神明社本殿が、国の重要文化財に追加

指定されることが決まりましたので報告いたします。 

吉良町宮崎の三河湾を臨む岬の先端に位置する幡頭神社は、本殿が大正１０年に

すでに国の文化財指定を受けていました。今回、檜皮葺の建物３棟が立ち並ぶ景観

が、歴史的に価値が高いと国に評価され、１０１年ぶりに本殿両脇の２棟が重要文

化財に追加指定されることになりました。今回の指定は、西尾市が実施してきた幡

頭神社の建物調査の成果が認められたもので、関係者の皆さんとともに喜んでおり

ます。 

国の重要文化財指定となることで、西尾市に優れた歴史的建造物があることを広

く周知できたという名誉や宣伝効果のみならず、修理の際に最大８５％の国庫補助

金が得られることになり、所有者や市の負担軽減に大きな効果があります。 

 文化財課では、今回の指定を機に、同じく国の重要文化財指定を目指している旧 



 糟谷邸の調査にも一層精力的に取り組んでいきたいと考えております。 

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、日程５を終わります。 

教育委員会名義使用として、１６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。 

図書館長 教育委員会５月定例会「議案第２５号専決処分の承認について」で添付しました、

西尾市図書館協議会委員名簿について、訂正をお願いしたいと思います。 

本日お配りしました名簿をご覧ください。 

名簿の下から４番目、青山勝委員の所属団体を福地ふれあいセンターと記載して

おりましたが、正しくは米津ふれあいセンターでございます。また、最下段の伊與

田明美委員の、伊與田の「與」の字を新字体で記載しておりましたが、正しくは資

料のとおり旧字体でございましたので、訂正をお願いいたします。 

申し訳ございませんでした。 

教育長 この他、何か連絡事項はありますか。 

学校教育課長 

 

５月定例会でご質問いただきました、学校茶摘みの昨年との比較について、ご報

告させていただきます。昨年度は緊急事態宣言の発令が茶摘みの時期と重なりまし

て、茶摘みを実施できた学校は、中学校６校のうち平坂中学校の５日間と鶴城中学

校の１日のみでした。西野町小学校は２日とも実施をしております。 

なお、今年度につきましては、全校予定どおり実施をしております。 

 昨年度、茶摘みの謝金が減ってしまったことへの対応について、各学校へ確認し

ましたところ、学校経営交付金やコロナ対策補助金の活用などで補っていたとのこ

とです。 

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７月１３日水曜日 午前１０時から、市役所多目的室で予定され

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６月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

令和４年６月８日 
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