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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８月定例会を開会いたします。 

本日は、定例会傍聴の申し出が１名の方からありました。西尾市教育委員会傍聴

人規則に基づき、傍聴の許可をいたしましたのでご承知おきください。 

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。 

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、前回定例会及び臨時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 

開催の是非が問題視されたオリンピックが終わりました。連日の日本人選手の活

躍に、手の平を返したようなマスコミ報道には辟易しましたが、一方、今まで世界

では戦えないと思っていた競技でも大活躍が見られ、勇気づけられた思いがしまし

た。スケートボードの１０代の選手たちの活躍は、環境が人を育てることを証明し

ているようにも感じました。 

コロナの感染状況は首都圏を中心に深刻化の一途をたどっています。本市におい

ては、一時、増加傾向にあった児童生徒の感染がやや落ち着いてきました。お盆を

挟んだこの後、新学期に向けて感染が拡大しないように願うばかりです。 

本日は、学校教育の公共性についてお話します。ずいぶん前になりますが、ある

小学校が、修学旅行でお賽銭を投げて物議を醸したことがありました。それ以来、

学校行事では「参拝」という語句は禁忌となり、東大寺も春日大社も「見学」であ

り、歴史や文化の学習の一環であることが確認されました。また、最近では、本市

においても外国籍の児童生徒も増えてきたことから、学校に礼拝場所やラマダンへ

の配慮を求める声も聞いたことがあります。この件について学校の信頼感を維持し

ていくためには、保護者の方たちに明確な対応姿勢を示していく必要があります。 

ご承知のように個人の思想や宗教、信条の自由は、日本国憲法において保障され

ています。一方で、多様な個人の集まる公教育の場では、特定の宗教に関わる教育

を禁じています。学校教育法第九条（宗教教育）には、次のような条文があります。 

② 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他

宗教的活動をしてはならない。これは、憲法の政教分離の規定を受けて、国公立学

校の宗教的中立性、すなわち宗教教育の限界（特定の宗教のための宗教教育ないし

宗教的活動の禁止）を示すものである。 

※「宗教的活動」の意味については、「行為の目的が宗教的意義をもち、その効

果が宗教に対する援助、助言、促進または圧迫、干渉となる行為」（昭和５２年最



高裁判決）とされている。 

以上のような法的根拠に基づいて考えれば、市立学校においては、学校内に礼拝

スペースを設けるとか、学校給食のハラール対応などは不適切ということになりま

す。しかし一方で信仰の自由は保障しなくてはなりませんから、周囲に迷惑をかけ

ないようにお祈りすることや、弁当を持参することは当然認めます。また健全な子

ども集団の中では、その友達の宗教的な行動は、グローバル教育の生きた教材とし

て活用できる貴重な体験となる可能性もあると考えています。 

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 私からは、議会関係について二つお伝えします。 

一つ目は、市議会７月臨時会についてです。 

市議会議員の改選後の初の議会として去る７月１５日に開催されました。 

まず冒頭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５７代議長に神谷雅章議員、第６３代副議長に大河内博之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、委員長に黒辺一

彦議員、副委員長に犬飼勝博議員が選任されました。 

そしてその後、市長所信表明演説が行われ、続いて条例制定をはじめとする３議

案について審議が行われ、すべて原案の通り可決されました。 

教育委員会に直接関係するものはございませんでした。 

二つ目は、９月１日に開会する西尾市議会９月定例会について、３点ご報告させ

ていただきます。 

１点目は、日程でございます。 

９月１日の水曜日に開会し、９月２９日の水曜日までの２９日間の会期となり、

９月定例会では予算決算委員会において令和２年度決算の審査も行われます。 

２点目は、教育委員会関係の提出議案です。 

平岡委員の任期満了に伴う、教育委員の任命の同意についての議案です。 

人格識見ともに優れた平岡委員に、引き続きお願いしたいとして、議案提出して

まいります。 

そして、補正予算もございます。 

小中学生のタブレット端末の家庭への持ち帰りを見据え、国の補助金を活用した

家庭にＷｉ－Ｆｉ 環境のない就学援助を要する児童生徒への貸出用Ｗｉ－Ｆｉル

ータの購入費用、平坂中学校の生徒数増加に対応するための校舎改修工事費、子ど

も・若者総合相談センター コンパスへの相談者増に対応するための運営業務委託

料の追加などを予算要求してまいります。 

３点目は、一般質問についてです。 

一般質問は、本会議２日目の９月２日と、３日目の３日、さらに予備日として６

日の３日間が予定されております。 

改選により多くの新人議員の皆さんが選出されました。また、教育に対しては、

議員の皆さんの関心が高いところであり、多くの質問の通告が予想されます。しっ

かりと答弁調整を行い、きちんとした答弁が出来るよう、準備してまいります。 

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５０号 専決処分、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 

ただいま議案となりました「専決処分の承認について」ご説明申し上げます。 

議案第５０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。 

「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ます。 

管理指導員は、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。 

今回は、学校体育施設スポーツ開放を実施している福地北部小学校の管理指導員

であった田代氏が体調面の都合により急遽業務継続が困難となったため、別の者を

早急に委嘱する必要が生じたためのものであります。 

新たに委嘱しましたのは、米津英子氏で、任期は、令和３年８月１日から令和４

年３月３１日までであります。 

管理指導員の委嘱につきましては、令和３年８月１日に教育長に対する事務委任

規則第３条の規定により処理をいたしました。 

また、第４条の規定により、次の教育委員会の会議において承認を得なければな

らないと定められておりますので、承認を求めるものでございます。 

以上、説明といたしますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

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５０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５１号 専決処分の承認、歴史公園内施設の利用時間

短縮について」提案理由の説明をお願いします。 

観光文化振興

課長 

ただいま議題となりました議案第５１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５１号資料をご覧ください。 

今回、専決処分をしました案件は、令和３年８月５日に愛知県に対して適用され

た「まん延防止等重点措置」を受け発出された「西尾市新型インフルエンザ等感染

症対策本部長通知」に従い、歴史公園内施設の利用時間を短縮したいとするもので

ございます。 

期間は令和３年８月８日から８月３１日まででございますが、「愛知県まん延防

止等重点措置」が短縮または延長された場合は、措置解除の日までとするもので、

利用時間は午前９時から午後９時まででございます。 

本件につきましては、８月６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。 

以上、議案第５１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５１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）「西尾市学校給食センターについて」説明をお願いします。 

教育庶務課主幹 その他議題（１）西尾市学校給食センターについてご説明申し上げます。資料を

ご覧ください。 

始めに、施設の概要でございますが、名称は西尾市学校給食センター、所在地は

西尾市須脇町高河原８４番地でございます。敷地面積６，０７６.１０㎡、延床面

積３，５３５．６６㎡で、鉄骨造２階建て、建設費は約２５億円でございます。供

用開始は令和３年９月１日を予定しております。 

２ 調理等の基本事項でございますが、西尾市学校給食センターは、現在の学校

給食センターの提供先である小学校１１校と中学校３校に加え、隣接する県立特別

支援学校に、年間１９０日程度、給食を提供してまいります。また、献立の作成及

び食材の発注は市が行い、調理業務は民間に委託してまいります。 

県立特別支援学校に対しまして、普通食及び障害に応じた調整食の対応を行って

まいります。 

３ 安全安心な給食の提供に関しまして、西尾市学校給食センターには「食物ア

レルギー対応室」を設置しております。特定原材料及び特定原材料に準ずるもの２

８品目を対象品目に、令和４年１月から食物アレルギー対応を行ってまいりたいと

考えております。 

４ 食育の推進としまして、児童生徒の食育を推進する施設として、調理の様子

や給食ができるまでの工程等を見学することのできるスペースを設けております。 

５ 施設の管理運営でございますが、所長及び栄養教諭等の職員を配置し、市が

管理運営を行ってまいります。 

最後に、６ 既存の学校給食センターの今後でございますが、学校給食の提供は

令和３年１学期までとなります。 

一色学校給食センターは、令和３年９月１日に廃止いたします。 吉良学校給食

センターでは、廃止後、改修工事を実施し、令和４年４月１日から園児用給食を提

供してまいりますが、その改修工事の期間、幡豆学校給食センターで、園児用給食

を提供し、令和４年４月１日に廃止する予定でございます。 

なお、８月２４日に西尾市学校給食センターの開所式を予定しておりまして、平

岡教育長職務代理者にご出席をお願いしております。 

また、１０月の教育委員会会議は、この新しい学校給食センターの会議室で開催



する予定でございますので、その際に施設をご案内させていただきます。 

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、続きまして（２）「学校行事等の今後の動きにつ

いて」説明をお願いします。 

学校教育課長 その他議題（２）資料をご覧ください。 

「学校行事等の今後の動きについて」ご説明いたします。 

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴い、各学校が修学旅行や運動

会・体育大会等の学校行事を見直し、実施日を変更したり、行事の精選を行ったり

した結果を一覧にしましたので、ご承知おきください。 

現在、東京都を中心に爆発的な感染拡大の深刻な状況にあります。本県において

も、８月８日より１２の市町村で「まん延防止等重点措置」が適用されることとな

りました。今後の感染状況により、学校行事等のさらなる延期や中止も検討してい

かなければならない場合があるかもしれませんが、現在は、そこにお示しした期日

と行先で実施する方向で進めております。 

なお、運動会や体育大会、学芸会などの宿泊行事以外の学校行事につきましては、

例年、来賓をお招きしておりますが、本年度につきましても昨年度と同様、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のため、児童生徒と保護者のみの開催とさせていただ

き、来賓のご案内は控えさせていただきますので、ご承知おきください。 

何とか無事に各学校行事等が実施でき、児童生徒の生き生きと輝いた表情や姿が

見られることを、心より願っております。 

以上で、その他議題（２）資料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（３）「令和４年西尾市成人式につい

て」説明をお願いします。 

生涯学習課長 その他議題（３）「令和４年西尾市成人式について」、ご説明申し上げますので、

資料をご覧ください。 

はじめに成人式の開催については、コロナ禍の影響を心配する新成人やその家

族、関係事業者の方から多くのお問合せをいただいております。そのため、皆さん

の不安を少しでも解消できればと考え、現時点における成人式の概要をお知らせい

たします。 

１の開催趣旨及び２の主催者につきましては、ご覧のとおりです。運営形態につ

きましてもこれまで同様、新成人で構成する成人式実行委員会に委託して開催して

まいります。 

３のテーマでありますが、成人式実行委員会の委員２０名の総意で、「Ｎｅｗ Ｗ

ａｖｅ～再出発～」 に決定いたしました。 

このテーマには、「新型コロナウイルス感染症感染拡大の波に何度も襲われ、こ

れまでは当たり前と思っていた生活が送れない日々が続く中、たくさんの人に支え

られ励まされて成人を迎える一人一人は、とても微力な存在ですが、みんなが当た

り前な日常に感謝し、前向きな気持ちで新しい波、Ｎｅｗ Ｗａｖｅを起こすこと

で、コロナ禍から再出発して笑顔があふれる未来に向っていく原動力へとつなげて

いきたい。」という想いが込められています。 



次に、４の開催日時及び会場でありますが、令和４年１月９日の日曜日に前年度

と同様、中学校区を３つのグループに分けた３部構成にて文化会館大ホールで開催

します。 

５の案内状発送対象者については、平成１３年４月２日から平成１４年４月１日

までに生まれたおおよそ１，８００人で、原則として令和３年１１月１日時点で西

尾市に住民登録のある方になります。 

以上で、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、続きまして（４）「子ども・若者総合相談センタ

ー「コンパス」の利用状況について」説明をお願いします。 

生涯学習課長 その他議題（４）「子ども・若者総合相談センター コンパス」の利用状況につ

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。 

市が６月１日に中央ふれあいセンターで開設しました子ども・若者総合相談セン

ター「コンパス」の約１か月半の利用状況をご報告申し上げます。 

はじめに、１、６月１日から７月１５日までの利用状況でございます。（１）当

事者、つまり、様々な悩みを抱えて支援が必要と思われるかたは５７人でその内訳

は、男性が２８人、女性が２７人、現時点では不明２人でございます。 

５７人の①年齢分布については、グラフにありますように、高校生と２０歳から

３９歳までの年齢層が多くなっております。 

また、コンパスの対象外である中学２年生以下の当事者も少なくないことから義

務教育年齢の方のニーズも高いことがうかがえます。 

当事者５７人の②相談内容については、グラフにありますように、多岐にわたる

悩みについての相談を受けております。不登校、ひきこもり、就労に関する相談が

多いことは他市のセンターとほぼ同様の傾向になります。 

資料の裏面をご覧ください。 

（２）当事者５７人のことでコンパスに相談してきた人の内訳でありますが、③

初回相談者は、グラフにありますように母・当事者・父の順になっており、傾向と

しては他市のセンターに比べて当事者本人からの直接相談が多くなっています。 

④コンパスに相談することになったきっかけについては、広報にしおが最も多

く、次が知人からの情報提供、いわゆる口コミによりコンパスの存在が周知されて

いるようです。 

次に（３）コンパスがこれまでに実施しました支援実績４５０件の内訳について

でありますが、⑤支援内容のグラフにありますように圧倒的に多いのはＬＩＮＥ相

談で、最近では１日平均１０件程あり、増加傾向が続いています。ＬＩＮＥのよう

なＳＮＳを活用した相談窓口があることが当事者から直接相談が多いことにつな

がっていると考えています。また、当事者相談の中には、悩みが複雑なケースも多

いことから、関係機関との会議や調整も多くなっています。 

次に、２ 今後の利用状況の見込みと対策でございますが、７月は関係機関によ

る周知拡大などにより新規相談者が、月２０人のペースで増加しているため、９月

には年間想定利用人数の８０人を超えて１００人に達することが見込まれます。ま

た、相談者の当事者率が高いため、当事者に対する定期的、継続的な支援に移行し



ているケースが多く、一つのケースにかける時間も増加しています。そのため、コ

ンパスでは、次の３つの対策、相談員の拡充、これまでは曜日で区分していた相談

日と支援日の統合、新たな相談室の確保により、相談や支援が滞ることのないよう

にしていきたいと考えています。 

以上でその他議題（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。 

尾﨑委員 多くの方が利用されていて、悩んでいる方が多いことを感じました。その中で対

策が３つありますが、もう少し具体的に教えてください。 

生涯学習課長 １つ目の相談員の拡充につきましては、委託料を増額しまして、新たな相談員を

１人増員していきたいと思っております。 

２つ目の支援日の統合につきましては、実際には７月から行っておりまして、区

分を分け隔てなく相談を受ける状況で対応しております。 

３つ目の相談室の確保は、現在中央ふれあいセンターにコンパスを設置していま

すが、センターの中で空き室を工夫して、相談室を確保するよう準備をしておりま

す。 

尾﨑委員 とてもいいことを始めたと感じています。一人で悩んでいる人が多くおり、家族

も悩んでいる、そういう人達がコンパスをきっかけに新たなスタートができるとい

いと思います。 

武内委員 相談件数と利用状況について質問します。 

６月１日から７月１５日までに５７人の当事者がいて相談されているとのこと

で、予算上足らなくなり増額の予算を計上することになると思うのですが、１００

人に達するということが今後の利用状況の見込みと対策に書かれています。 

１か月と半月で５７人の相談件数がありますので、もっと増えるのではないかと

想定するのですが、どれくらいの予算の増額をお考えですか。 

生涯学習課長 予算的には３００万円の増額を予定しています。そのうち約２００万円弱が人件

費であります。これによって相談員を補充しますが、その想定で年間１２０人まで

対応できるような体制を整えます。ただし、委員の仰るとおり、ＬＩＮＥの相談者

が非常に多いのと、夏休み明けにこうした相談が非常に多くなります。 

そうした場合は、今の相談員の勤務時間を増やしながら、対応していきたいと思

っておりまして、なるべく受付から相談までを時間をかけずに面談ができるような

体制をしていきたいと考えております。 

武内委員 極力できる限りの対応をしていただきたいと思います。 

平岡委員 利用実績が多いとのことでございますが、相談事業を中心に、お一人にかける時

間はそれぞれだと思います。今回は補正予算により１人増員をしていただくという

ことになると思いますが、もしかしたら今の人数の何倍という数字も可能性として

は出てくるかもしれませんので、より効果的なものにするためには、しっかりとデ

ータを取って、分析をしていただき、データベース化していただいて、次年度以降

にわかりやすい資料となるよう作っていただけるとありがたいと思います。 

生涯学習課長 来年度予算までに想定以上の人数が対応できるような予算準備をしたいと思い

ます。 

教育長 他に質問がないようですので、続きまして（５）「にしおマラソン参加者募集に

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「にしおマラソン参加者募集について」ご説明申し上

げます。 

その他議題（５）資料をご覧ください。 

自治体主催の市民参加によるフルマラソン大会としては県内初で、西尾市におい

ても初のフルマラソン大会となります「にしおマラソン」を令和４年３月６日日曜

日に開催を予定しております。 

お配りしたカラー刷りの募集要項裏面にコースが載っていますのでご覧くださ

い。 

フルマラソンのコースは、西尾市文化会館南側をスタートし、西尾市役所北側を

通過し、矢作古川沿いに南下して吉良町、一色町を通り、一色マラソン大会のコー

スでありました一色町体育館周辺と一色さかな広場を通ります。このポイントがコ

ースの半分程度となり、その後、海岸沿いを経由して寺津町、奥田町をまわり、矢

作川を北上し、上塚橋から市街地に向かって進み、最後に歴史公園の丑寅櫓を眺め、

西尾公園総合グラウンドをフィニッシュとするコースで開催いたします。 

募集要項をご覧ください。大会の種目や参加定員に関しましては、新型コロナウ

イルス感染症の影響も考慮し、当初の計画より縮小しての開催を予定しておりま

す。 

種目は、フルマラソンが、年齢別に６つのカテゴリーとなっており、２キロの部

が、車いすでの参加もできる４つのカテゴリーでの開催となります。 

定員は、フルマラソンで４，０００人、２キロの部で３００人の４，３００人を

予定しています。 

フルマラソンの参加料は、１２，４００円としました。これは、「いいにしお」

という語呂合わせになっております。他にも本市のうなぎなどの特産品付のプレミ

アムエントリーとして２４，０００円を設定し、こちらも「にしお」の語呂合わせ

となっているなど、募集要項の中でも、いろいろなスタイルで「にしお」をＰＲし

ております。 

２キロの部の参加料は、１，５００円となっております。 

また他にも、当日参加できない方のために、次回の参加出場権が獲得できるスマ

ートホンアプリを利用したオンラインイベントも計画しており、１，０００人の募

集定員で、参加料２，４００円を予定しております。 

フルマラソンの申し込みにつきましては、西尾市民先行エントリーの他に、昨年

度実施しました一色マラソンファイナルオンライン完走者を対象に８月１６日月

曜日から２７日金曜日まで行います。 

その後、一般エントリーとプレミアムエントリー及び２km の部の申し込みを、９

月１日水曜日から１０月３１日日曜日まで行います。 

他にも、西尾市・東海地区にゆかりのあるゲストランナーや市内企業の皆様方の

ご協力による給水・給食ポイントでの本市の魅力ある特産品の提供などを計画して

おり、ご参加いただく多くのランナーの方たちに楽しんで、喜んでいただける大会

にしていきたいと考えております。 

参加者の募集については、広報にしお８月号やにしおマラソンの公式ホームペー

ジ等を通じて周知するとともに、募集要項を１０，０００枚印刷し、西三河はもち

ろんのこと県内の体育施設やスポーツショップにも置いていただき幅広くＰＲし

てまいります。 



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。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして（６）「令和２年度西尾市ふれあい広

場指定管理者管理運営状況の評価について」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、「令和２年度西尾市ふれあい広場指定管理者管理運

営状況の評価について」ご説明申し上げます。 

その他議題（６）資料をご覧ください。 

西尾市ふれあい広場は、平成２９年４月１日から５年間、指定管理者により管理

運営されています。 

管理運営につきましては、西尾市ふれあい広場指定管理者評価委員会において評

価することとしており、令和３年７月５日月曜日に評価委員会を開催し、令和２年

度の１年間の評価を実施いたしましたので、その結果をご報告いたします。 

議題資料の１ページをご覧ください。 

[施設名]は「西尾市ふれあい広場」、[指定管理者]は「豊和、辻村グループ」で

あります。 

[指定期間]は、平成２９年４月１日から令和４年３月３１日までの５年間で、[指

定管理料]は、令和２年度分といたしまして、１億２千５３万４２８円となってお

ります。 

[主な業務内容]は、「（１）施設の利用許可に関すること」を始め、１３項目とな

っております。 

次に[利用者数]と[利用料金収入]ですが、月単位で、指定管理者制度導入前の平

成２３年度から令和２年度を含めた過去１０年分の数値を表示しております。 

[利用者数]につきましては、令和２年度の合計は１３万４千３２３人で、前年度

対比では、２２万１千８人の減となりました。 

[利用料金収入]につきましては、令和２年度の合計は３千３７０万８千円で、前

年度対比では、５千７５６万３千円の減となりました。 

減となった要因は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、４月１日から６

月１５日まで全館休館、開館時の利用人数を定員の半数にしたこと、また、７月か

ら９月までプールの利用を西尾市民限定にしたことなどがあげられます。 

次に、資料２ページをご覧ください。 

収支状況でありますが、収入額は、１億８千５８０万３千２８７円、支出額は、

１億９千１０４万９千９４円で、収支といたしましては、５２４万５千８０７円の

減収でありました。収入の欄のその他収入３千１５６万４千８９円の内訳は、健康

づくり教室などの参加料１６５万２千９４４円と、４月、５月の臨時休館、及び利

用制限に伴う補償金の６月１５日から８月３１日分として２千９９１万１千１４

５円であります。 

次に、[利用者意見の把握方法]でありますが、職員による声かけと、受付に設置

してあるアンケート用紙に記入していただく方法をとっておりますが、用紙の投函

による苦情・要望はございませんでした。 

２ページの下の欄、管理運営状況の総合評価でございますが、左の欄のスポーツ

振興課の評価といたしましては、「新型コロナウイルス感染症予防による臨時休館

や、その後の利用制限、時短営業により、通常とは大きく異なる状況の中で、適正



な施設管理及び運営をおこなった。利用者の安全を第一に考え、事故防止、感染予

防対策を徹底した結果、クラスターの発生はなく、安心して楽しめる施設運営を継

続している。」として評価は「Ｓ」であります。 

右の欄の評価委員会の評価は、「新型コロナウイルス感染予防を実施しながら、

何が正しいかわからない中でも、適正な施設管理を継続したことを評価します。大

変な１年でメリット・デメリットもあったと思われます。利用者からの苦情がない

ことは、多くの利用者が満足し安心して利用している証です。市民が楽しく利用で

きる施設として、今年度も頑張ってほしいです。」として、評価は同じく「Ｓ」で

あります。 

以上、その他議題６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１８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３年９月８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８月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 


