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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、平岡委員、尾﨑委員 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 

梅雨間に青空がのぞくと、ちょっと出かけたい気分にもなりますが、今は我慢の

時と言い聞かせ「お家時間」を模索しています。先月２４日を皮切りに学校訪問が

始まりました。子どもたちは制約の多い学校生活の中でも健気に頑張っています。

小学生は言うまでもなく、中学生が生き生きと挙手する姿を見るにつけ、このひた

向きさに私たちはどう応えるべきかと自問しています。 

本日は二点についてお話します。 

一点目は、働き方改革のゆくえについてです。電車内で目にする就職支援予備校

の中刷り広告がすっかり変わりました。今まで教員採用だった枠がいつの間にか医

療事務になってしまいました。教員採用試験の倍率も下がるわけです。勤務実態と

して楽とは言えないことは認めますが、超過勤務時間や病気療養者数を上げ連ね

て、教員が一律に不幸であるように吹聴されるのは大変心外です。教師冥利を実感

したことのない人の一方的な幸福論の押し付けのようにも感じます。ブラック職業

にしておいた方が都合のいい人たちもいるのではないかとついつい勘繰ってしま

います。昨今、学校教育の抱える課題は増大する一方であるにもかかわらず、国は

学校教育に大きな人件費を投入することを忌避し、その代わりに学校の役割を限定

することで多忙化解消を図ろうとしています。国の通知に従って地域コミュニティ

や老人会のお手伝いを遠慮させていただくことはやむを得ないとしても、子どもた

ちが楽しみにする部活動を学校から切り離し、あまつさえ保護者負担すら厭わない

方針は、本末転倒した机上の暴挙に思われます。この方向で進んでいくと、学校教

育の未来形は、分業化でしょうか。これは産業的に見れば新たなビジネスチャンス

であり、経済活動につながっています。タブレット配備の拙速な計画にもこの傾向

が見られましたが、教育現場の実情と乖離し、公教育の信頼感を損ねかねない心配

があります。控え目に言っても、公教育の一部を民間に任せるのであれば、家庭の

経済格差が教育格差につながらないような支援は不可欠だと思います。 

二点目は、リスクマネジメントについてです。緊急事態宣言の継続により、やっ

と新規感染者数が低下しつつありますが、未だに予断を許さない状況が続いていま



す。特に最近では以前と違い、家庭内感染により子どもたちが陽性となる事例が相

次いでいます。また、先日の新聞報道にあった刈谷市の中学校でのクラスターは、

憂慮される深刻な事案です。校内感染がどうして起きてしまったか。水際対策が乗

り越えられ、校内に菌が持ち込まれたのは何故か。さらには校内での生徒同士の感

染がどのようにして起きたのか。研究した上で最大限の対策を講じていきたいと思

います。 

当面は、現状の対策を一層強化し、レベル３を徹底するとともに、校外活動の情

報にも注意するよう校長会でお願いしました。リスクマネジメントの基本はできる

限り先を見通すことと最悪を想定すること、そして関係者全員への相手意識をもつ

ことです。有事と心得て引き続き対応していきたいと思います。 

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 私から４点ご報告させていただきます。 

１点目は、令和３年度の水泳指導についてです。 

昨年度は、コロナ禍の影響で小中学校のプール指導は中止といたしましたが、今

年度につきましては、感染防止対策を講じて実施してまいります。 

ただし、緊急事態宣言発令中または、校内における感染拡大の恐れがあると判断

された時は、その間の水泳指導は中止いたします。 

コロナ禍の影響によりシーズン全てを中止するのではなく、シーズン中に水泳指

導の可能な日があれば１回でも２回でも実施していくというものであります。な

お、民間委託校である矢田小、花ノ木小、横須賀小につきましては、夏場だけに限

らず、事業者と契約しているほぼ通年の中で対応してまいります。 

水泳指導の実施につきましては、プールは残留塩素がございますので、適切に管

理されていれば、水中感染リスクは低いと言われています。国におきましても密集

密接の場面を避けるなど、感染防止対策を講じることを前提として水泳授業を実施

することは差し支えないと言っております。そして、２年連続で水泳授業を行わな

いことは体育指導上好ましくない状況であるということから、実施の判断をいたし

ております。 

２点目は、ＰＦＩ事業における見直し対象外施設の改修工事の進捗状況について

です。 

本件につきましては、資産経営課が６月２日の市議会企画総務部会で、報告いた

しました。お手元にはその時の資料を参考に配布しております。 

現在の状況といたしましては、令和２年７月２９日付けで締結した「見直し対象

外事業に係る合意書」による改修施設５施設のうち、３施設の改修工事に着手して

おります。 

一色町体育館は、トイレの洋式化や床の張替え、空調、屋根の改修などのリニュ

ーアル工事を行ってまいります。同体育館を使用していた一色中学校につきまして

は、学校活動に支障をきたさないよう、工事期間中は隣接する一色Ｂ＆Ｇ海洋セン

ターを優先的に利用できるようにしております。 

資料館につきましては、１階展示フロア及び空調システム等の改修で９月オープ

ンに向け現在工事中であります。幡豆歴史民俗資料館につきましては、入口の扉を

改修いたします。 

また、工事未着手の寺津小中学校につきましては、エレベーターやトイレの改修、

窓ガラス飛散防止フィルムの施工などを予定しており、現在ＳＰＣと工事日程等の



詳細を調整中であり、夏休み期間を中心に施工することで、学校運営に影響を及ぼ

さない形で工事が進んでいく予定であります。 

３点目は、６月１日付け人事異動についてです。 

新型コロナワクチン接種推進体制の強化のため、６月１日付けで人事異動が行わ

れました。 

具体的には、健康福祉部の体制強化で、総務部税務課から健康課へ１名の異動が

ございました。教育委員会事務局での関係者はございませんでした。 

４点目は、新型コロナの余剰ワクチンの接種についてです。 

西尾市における新型コロナワクチン接種につきましては、集団接種に加え、個別

接種が６月７日から市内医院等で順次始まりました。 

ワクチンは、開封後の使用時間に制限があるため、各会場において余剰が生じな

いよう予約による計画的な接種が進められていますが、様々な事情で突発的に余剰

が生じることがあります。 

そのような場合には、ワクチンの有効活用と早期接種、学校における感染リスク

の軽減を図るため、学校の教職員等へのワクチン接種を案内することといたしまし

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３５号 令和３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。 

教育庶務課主幹 ただいま議題となりました、「議案第３５号 令和３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。 

議案第３５号の資料をご覧ください。 

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

りまして、委員は、教育委員会が任命すると規則で規定しております。 

提案理由は、委員の任期が令和３年６月３０日に満了を迎えることに伴い、新た

な任命が必要なためでございます。 

承認を受けたい任命者は、別紙委員名簿（案）のとおりでございまして、任期は

令和３年７月１日から令和４年３月３１日までとなります。 

以上、議案第３５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。 

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３５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３６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３６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。 

この委員は、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３年６月３０日で任期満了となることから、この

度、別紙案のとおり７名の方を新たに任命したいというものでございます。 

任期は、令和３年７月１日から令和４年６月３０日の１年間であります。 

なお、令和３年度の同委員会の開催予定でございますが、令和２年度分の評価を

７月に、令和３年度前期分の評価を１２月頃、審議していただきたいと考えており

ます。 

以上、議案第３６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３６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３７号 専決処分の承認、西尾市公民館及び西尾市地

域交流センターの開館時間の変更について」、「議案第３８号 専決処分の承認、西

尾市立図書館及び分館３館の開館時間の変更について」、「議案第３９号 専決処分

の承認、歴史公園内施設の開館時間短縮について」、及び「議案第４０号 専決処

分の承認、鶴城体育館始め２４体育施設の利用時間短縮について」は、関連があり

ますので、一括して提案理由の説明をお願いします。 

教育部長 ただいま議題となりました議案第３７号から議案第４０号につきましては、関連

がございますので、一括して提案理由のご説明を申し上げます。 

これらの案件につきましては、愛知県に発出された新型コロナウイルス感染症の

拡大防止に係る国の緊急事態宣言を受け、５月１２日から市内公共施設の閉館を午

後８時としてまいりましたが、５月１３日に開催された市の新型インフルエンザ等

対策本部会議において、本市における公共施設の取り扱い方針を一部変更すること

が決定されましたことから、西尾市中央ふれあいセンター始め１６の生涯学習施

設、西尾市立図書館及び分館３館、歴史公園内施設及び鶴城体育館始め２４体育施

設の利用時間を短縮する旨、専決処分させていただいたものでございます。 

期間は令和３年５月１８日から５月３１日まで、但し、「緊急事態宣言」が短縮

または延長された場合は宣言解除の日までとし、利用時間は午前９時から午後５時

まででございます。 

これらの案件につきましては、５月１８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、

その承認を求めたいとするものでございます。 

なお、参考資料にもあるとおり、緊急事態宣言が６月２０日まで延長されたこと

から、市内公共施設の閉館を午後５時までとすることも延長しております。 



以上、議案第３７号から議案第４０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３７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３８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３９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４０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４１号 西尾市公民館運営要綱の一部改正について」

及び「議案第４２号 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４１号及び４２号につきまして、一括してご説

明申し上げます。 

資料１５ページ議案第４１号をご覧ください。 

西尾市公民館運営要綱の一部改正につきましては、提案理由ですが、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止などにより公民館の開館時間を変更した場合に利用区分

時間に満たない施設使用料の減免及び公民館を選挙の投票所等として利用する場

合の利用許可に係る規定を追加するためでございます。 

具体的な改正案につきましては、資料の２７ページ新旧対照表をご覧ください。 

要綱の第２２条第５号、教育委員会が規則第２条に規定する開館時間を変更した

場合において、その変更により利用者の利用区分時間が４時間に満たなくなったと

きと、第２項、使用料の減免を受けようとする者は、規則第１１条第１項の規定に

かかわらず、西尾市公民館使用料減免申請書の提出を省略することができるという

２つの規定を追加しました。 

また、第２５条、館長は、利用者が公職選挙法に規定する選挙の投票所等として

使用するときは、規則第２条から第４条までの規定にかかわらず、当該公民館の利



用を許可することができる、という項目を追加したものであります。 

引き続きまして、議案第４２号です。 

同様に資料２９ページに同様の提案理由があります。そして、変更点であります

が、資料の３６、３７ページ、新旧対照表に公民館の要綱改正と全く同じ条文を追

加しております。 

説明は以上です。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４１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４２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）「西尾市岩瀬文庫企画展「塩」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）西尾市岩瀬文庫企画展「塩」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。 

西尾市岩瀬文庫では、令和３年５月２９日土曜日から８月２９日日曜日までの期

間、企画展「塩」を開催します。 

私たちの生活に不可欠な塩を手に入れるため、岩塩を持たない日本では古くから

「藻塩焼」「入浜式塩田」など、海水から塩をとる様々な製塩方法が編み出されて

きました。 

本展では、文献資料から先人たちが行ってきた古代から近代までの塩づくりの工

夫や歩みを紹介します。 

また、市内沿岸部には江戸時代以来約３５０年にわたり塩田による塩づくりが行

われてきました。岩瀬文庫所蔵資料に加えて、新編西尾市史編さん事業に伴い発見

された一色・吉良・幡豆の塩田に関する史料も併せて展示し、当市内の塩づくりの

歴史をひもときます。 

岩瀬文庫が所蔵する多様な古典籍からみた日本の塩づくりと、塩づくりの歴史を

もつ西尾市の郷土史を学ぶことのできる一石二鳥の展示です。 

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。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして（２）「西尾市無形文化遺産活性化事

業について」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（２）西尾市無形文化遺産活性化事業につ



いて、ご説明申し上げます。 

その他議題（２）資料をご覧ください。 

西尾市内には多くの無形文化遺産が伝承されており、主に保存会や町内会がその

運営を担ってきました。しかし、令和２年度は新型コロナウイルスの影響によって

多くの行事が縮小・中止となり、ただでさえ高齢化や少子化による担い手の減少傾

向に加え、３年度以降の行事再開も不透明な中、継承を危惧する無形文化遺産もあ

ります。 

このような危機を乗り越えるため、西尾市無形文化遺産活性化事業に取り組んで

まいります。 

実施主体は西尾市無形文化遺産活性化実行委員会で、構成者は裏面のとおりであ

ります。事業費は１２，９８０，０００円です。財源は文化庁の事業費１００％補

助であります芸術文化振興費補助金を活用するものです。同補助金は補助の対象と

なる者が地域の無形文化遺産の所有者、保護団体等によって構成される実行委員会

などに限られるため、上記委員会を新たに組織しました。 

内容は大きく３つの事業からなります。 

１つめはＰＲ動画作成による魅力発信支援事業です。西尾市内で文化財指定を受

けている無形文化遺産の動画を作成・発信し、地域の歴史・文化資源への理解度を

深め、その特色と魅力をＰＲするものです。 

２つめは、専用ウェブサイトの開設事業です。１つめの事業で作成した動画や、

保存会等で所持する画像等を掲載し、西尾市内の無形文化遺産を紹介する専用ウェ

ブサイトを開設します。一つのサイトに情報を集約することで情報発信拠点として

の有効性、および利用者の利便性を向上させ、伝承者と来訪者とをつなぐ窓口とし

ます。 

３つめは、デジタルアーカイブ構築事業です。市教育委員会や各保存会等が所蔵

する無形文化遺産の古写真や記録映像、史資料等を一括集約してデータベース化

し、貴重な資料の散逸を防ぐとともに、誰でも簡単に検索・閲覧・利用できるデジ

タルアーカイブを構築します。 

以上、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。 

平岡委員 今回の財源は、文化庁の補助金１００％ということですが、事業期間が来年の３

月３１日までとなっておりまして、来年の４月１日以降、ランニングコストが発生

する見込みであるのか、発生する際は西尾市の公費で賄っていくのかというところ

を教えてください。 

文化財課長 専用のホームページを新たに立ち上げますので、来年度以降、コストが発生しま

す。それにつきましては、今のところ市の財源を投入することを考えています。 

平岡委員 ランニングコストが今のところ来年の４月以降、どの程度年額かかるのか、現状

で把握している部分があれば教えてください。 

文化財課長 １か月３～５万円程度と聞いております。 

平岡委員 デジタルアーカイブをブラッシュアップするときなどは別途、次年度以降は予算

立てをしていくという解釈でよろしいでしょうか。 

文化財課長 そのように考えています。 

教育長 無形文化遺産の中身について、裏面に委員名簿があり、鳥羽の火祭り、田貫の棒



の手、西尾祇園祭、寺部祇園祭がありますが、これ以外にもたくさんあると思いま

す。ほかにどのようなものがあるか、覚えている範囲でご紹介ください。 

文化財課長 国の指定では三河万歳と鳥羽の火祭り、県の指定ではてんてこ祭と田貫の棒の

手、有形になりますが一色の大提灯などがあります。 

教育長 取り扱っていく文化財の一覧を事業完了の際にご案内ください。 

教育長 他に質問がないようですので、続きまして（３）「西尾市ふれあい広場の指定管

理者の選定について」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（３）西尾市ふれあい広場指定管理者の

選定についてご説明申し上げます。 

その他議題（３）の資料をご覧ください。 

西尾市ふれあい広場の指定管理者は、現在、豊和辻村グループと協定を結んでお

りますが、今年度末で契約が終了するため、来年度以降も引き続き、指定管理によ

り管理運営を行いたいので、公募を行ってまいります。 

指定期間は、令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間です。 

スケジュールは、令和３年８月号の広報にしおにて募集をします。公募説明会を

９月６日に予定しており、その後、指定管理候補者の選定を行い、市議会１２月定

例会に指定管理者の指定についての議案を提出してまいります。 

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。 

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１２件提出されています。 

ご確認をお願いいたします。 

平岡委員 ４６ページの愛知サマーセミナー実行委員会の申請書ですが、教育委員会で定め

ている様式１号とは違っていても内容が充足されていれば様式には捉われないと

いうことでよろしかったでしょうか。 

学校教育課長 内容を満たしているという判断で受付しております。 

教育長 様式を定めており、その様式でなければならないという規定があるわけではな

い、という理解でよいかという質問の趣旨だと思います。 

学校教育課長 確認します。 

教育長 この他、何か連絡事項はありますか。 

教育庶務課長 ５月定例会のその他報告として、教育部長からご説明しました教育委員会におけ

る障害者雇用の推進について、進捗状況をご報告いたします。 

人事課との協議の結果、用務員業務の一部である、教育委員会と学校との間で行

われる文書交換などの連絡便について、専任の配送員を導入することとし、その業

務を障害者の方に担っていただくこととしました。 

具体的には、２名の配送員が毎週、月曜日、水曜日、金曜日に各学校を巡回し、

教育委員会から学校宛の文書などを配送するとともに、学校から教育委員会宛の文

書などを受け取ってまいります。 

６月２日水曜日、６月４日金曜日に教育庶務課職員の同行の元、試行的に業務を

行い、６月７日月曜日からは、配送員のみで巡回する本格運用を開始しました。 

配送業務の実施に当たっては、学校のご理解を深めるため、校長会及び教頭会に

おいて、丁寧な説明を行い、現在のところ特に問題もありません。 



配送員の導入により、用務員が学校用務に専念できるなど、学校の負担軽減も期

待できるところです。 

なお、配送員の所属は人事課となり、火曜日と木曜日は保育園の配送業務を行っ

ています。 

以上、教育委員会における障害者雇用の推進についてのご報告とさせていただき

ます。 

平岡委員 本年度の市内小学校運動会のこれまでと今後の実施状況につきまして、簡単で結

構ですので、お知らせください。 

学校教育課長 緊急事態宣言下に入り、小学校の運動会については延期をしております。早いと

ころでは宣言明けの６月下旬の開催を予定しています。また、２学期に移して開催

するなどの調整を行っているところもあります。 

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３年７月１４日水曜日午前１０時から、きら市民交流センター 会議

室１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。 

 


