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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９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 

二学期が始まりました。学校には子どもたちの元気な声が戻ってきました。その

一方で、濃厚接触者になってしまったり、コロナ感染の心配を理由に欠席している

生徒も少なからずいます。各学校では、先週、家庭でのタブレット活用に向けて準

備の授業を行いました。欠席している子どもたちには、プリントに加えてタブレッ

トによる学習の支援をしていきます。 

本日は、２点について報告いたします。 

１点目は、校内におけるコロナ感染対策の変更についてです。本市の小中学校で

は、これまで保護者の協力による水際対策と、新しい生活様式の習慣化及び学習活

動の制限等により、校内における感染拡大を防いできました。しかしながら、現在

蔓延中のデルタ株の強い感染力は、子どもたちにも容赦がなく、家庭内感染も免れ

ない実態です。学校の安全を全力で保持するため、これまでの対策にいちだんと厳

しい措置を加えることにしました。既に緊急事態宣言中の修学旅行や体育大会は延

期していますが、さらに、マスクを外したり至近距離での活動が想定される部活動

や体育の実技は、当面の間中止としました。また、学級内で一人でも校内感染が疑

われた場合は、学級閉鎖とします。学級を跨いだ場合は学年閉鎖、学年を跨いだ場

合は休校というふうに、感染拡大の規模に応じて検討します。なお、家庭内感染に

よる場合でも同一学級内で３人以上の陽性者が出た場合は学級閉鎖とします。以上

の他にも水際対策を強化するため、学校開放等、一般への施設の貸し出しを全面的

に中止しました。現時点で考えられるあらゆる対策をもって、子どもたちの命と学

びを守ります。 

２点目は、ここ最近子どもを取り巻く社会問題の一つとして取り上げられている

「ヤングケアラー」についてです。ヤングケアラーとは、現在法律上の定義はあり

ませんが、「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行

っている子ども（１８歳未満）」とされています。社会問題としては、ネグレクト

の延長線上に捉えられがちですが、家庭の事情は様々であり、家族全員で力を合わ

せてやりくりしている家もあることから、否定的なイメージを烙印してしまうこと



は避けなくてはなりません。そもそもヤングケアラーは、褒められるべき立派な子

どもたちです。その状況が、一概に不幸とは限らないし、家族の一員として役割を

担うことで成長する側面もあります。しかし、子どもの成育上、不適切な家庭環境

に陥っているケースには手を入れなくてはなりません。 

学校における扱い方については、このような点も斟酌しながら、子どもたちにど

のように伝えるのか、慎重に検討したうえで、指導していく必要があると思います。

本質的には、子どもにとって、不適切な家庭環境をつくってしまっている保護者の

問題です。その大人たちをどう特定し、どのように支援あるいは指導するか。法整

備の声も聞きますが、線引きの難しい繊細な問題だと思われます。 

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、３点ご報告させていただきます。 

１点目は、西尾市議会における教育委員会委員の任命同意についてです。 

お手元に議案の写しを配付しましたので、ご覧ください。 

議会初日の９月１日に、平岡将暢委員の任期満了に伴う、教育委員会委員の任命

の同意について、議案が上程され、議員全員の賛成により、同意されました。 

任期は、令和３年１０月１日から令和７年９月３０日までの４年間となりますの

で、よろしくお願いいたします。 

２点目は、西尾市議会における一般質問についてです。 

２４人の議員から質問の通告がありました。２日目の９月２日と９月３日、９月

６日の３日間で行われました。 

教育委員会関係分では、図書館サービスの充実、安全な通学路、エアコン設置、

学校プール、ＧＩＧＡスクール、小学校部活動の今後、子ども若者・総合相談セン

ター「コンパス」の状況、小中学校の不登校対応、ヤングケアラーなどについて、

１１人の議員から１２議題５２項目という多くの質問をいただきました。 

今議会の一般質問で教育委員会にも今後大きな影響が予想される市長答弁がご

ざいましたのでご紹介します。 

３つあります。 

１つ目がエアコン設置についてです。市長は「特別教室までは責任をもって行っ

ていく。」と答弁しました。教育委員会としては、早急に予算要求も含めて頑張っ

てまいりたいと思っております。 

２つ目は小学校のプールについてです。市長は「学校プールについて温水プール、

いわゆる民間指導支援に移行していくべき。キャパシティを考えると公営プールを

造っていかざるを得ない。一色Ｂ＆Ｇ海洋センター周辺も候補地の一つとして値す

る場所である。」という趣旨の答弁がございました。今後、民間プールの受け皿が

ない部分で公営プールについて検討がなされていくものと考えております。 

３つめは、ＰＦＩ事業の今後の方向についてです。市長は、「この契約を続けて

いくことはない。年度末までに一定の結論を得られるように最善を尽くす」と契約

を解除していくことを明言いたしました。 

以上が市長答弁の抜粋でございます。 

３点目は、新型コロナウイルス感染症に関する学校の対応などについてです。 

先ほど大部分について、教育長が述べていただきました。それ以外について、私

から情報提供という形でお話をさせていただきます。 

初日にコロナの感染を恐れて欠席されたお子さんがいたということに呼応しま



して、感染・濃厚接触により登校できない児童生徒、感染を恐れて登校を控える児

童生徒に対しては、欠席とせず、出席停止等として扱うとともに、プリントやタブ

レット端末による家庭学習ができるように支援をしていくことを保護者に対して

もあらかじめ発信してまいりました。 

これは、コロナの感染拡大が止まらない中で、保護者等から休校や分散登校など

を望む声もたくさんいただいております。このことに対しての一つの対応でありま

す。 

オンライン学習等についても臨時休校等に対応できるように準備を進めており

ます。 

児童生徒等や教職員の感染が判明した場合に、感染者本人への行動履歴等のヒア

リングや濃厚接触者等の特定等のための調査は、通常、保健所が行いますが、緊急

事態宣言対象地域、又はまん延防止等重点措置区域における学校においては、保健

所が示す一定の基準に基づく濃厚接触者やその周辺の検査対象者となる者の特定

のため、校内の濃厚接触者等の候補者リストの作成に協力することが必要な場合が

あるということを８月２７日付で文科省からガイドラインとして発信されました。 

これは、保健所の手が回らない場合は、学校が代わり濃厚接触者の特定に至るま

での調査を行うというものです。従来も同様の協力はしていたわけでございます

が、今回、公式な事務連絡という形で明文化されました。 

いずれにいたしましても教育委員会といたしましては、子どもたちのためにどう

あるべきかという視点で、子どもたちを最優先にした対応をしてまいります。 

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５２号 専決処分の承認、公民館及び地域交流センターの開館時間の変

更及び臨時休館について」、「議案第５３号 専決処分の承認、文化施設の臨時休館

について」、「議案第５４号 専決処分の承認、西尾市立図書館及び分館３館の臨時

休館について」、「議案第５５号 専決処分の承認、歴史公園内施設の利用制限につ

いて」及び、「議案第５６号 専決処分の承認、体育施設の利用制限について」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５２号から議案第５６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。 

今回、専決処分いたしました事項は、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、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について、決定されましたこ

とから、専決処分させていただいたものでございます。 

議案第５２号の公民館及び地域交流センター、議案第５５号の歴史公園内施設及

び議案第５６号の体育施設は８月２７日から８月２９日または３０日まで利用時

間を午前９時から午後８時までに短縮し、８月３１日から９月１２日まで臨時休館

とするもの、議案第５３号の文化施設及び議案第５４号の西尾市立図書館及び分館

３館は８月３１日から９月１２日まで臨時休館とするもので、いずれも緊急事態宣

言が短縮または延長された場合は宣言解除の日までとするものでございます。 

これらの案件につきましては、８月２７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５２号から議案第５６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５２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５３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５４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５５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５６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５７号 西尾市ふれあい広場指定管理者選考委員の任

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５７号「西尾市ふれあい広場指定管理者選考

委員の任命について」ご説明申し上げます。 

議案第５７号の資料をご覧ください。 

提案理由でございますが、西尾市指定管理者選考委員会規則第４条第２項に基づ

き、教育委員会が委員を任命することになっているためでございます。 

議案の裏面をご覧ください。これが任命の承認を受けたい西尾市ふれあい広場指

定管理者選考委員名簿（案）になります。 

西尾市ふれあい広場指定管理者選考委員は、西尾市指定管理者選考委員会規則第

４条第２項に基づき、市民の代表又は学識経験を有する者もしくは市職員から選任

します。また、任期は令和３年９月１５日から令和４年３月３１日までとなってお



ります。 

以上で議案第５７号の説明とさせていただきます。 

よろしく審議いただけるよう、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５７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「ものがたりの系譜」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「ものがたり

の系譜」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１１月２８日日曜日まで、企画展「ものがたりの

系譜」を開催します。当初は９月４日土曜日から開催する予定でしたが、緊急事態

宣言発出に伴い休館中のため、開館しだい開催いたします。 

読書の秋、到来です。私たちが現在、秋の夜長に読んで楽しむ小説などは、いっ

たいどのように誕生し、今へと至ったのでしょう。 

本展では、室町時代に現れたお伽草子絵巻から江戸時代の庶民が楽しんだ黄表紙

や読本などの絵入り小説まで、それぞれの時代や読者層を背景に誕生し、人々を魅

了してきた“ものがたり”の本の変遷を紹介します。 

また、会期中には、感染対策にじゅうぶん気をつけながら、昔の人々が楽しんで

きた物語の本を読み解く古文書講座や展示解説などの関連行事も計画しています。 

かつて、一握りの上流階級のために一点物でつくられた豪華絢爛な絵巻や絵本

が、やがて印刷出版の普及に乗り、読者のニーズに応える商品として人々の間に広

く流通してゆくさまを、バラエティに富んだ蔵書を誇る岩瀬文庫ならではの多彩な

書物たちを例に引き、ご覧に入れながら紹介します。我が国の豊かな書物文化の一

端に触れられる、読書の秋にぴったりな展示です。 

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）「一色学びの館企画展「戦国・

近世の西尾」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）一色学びの館企画展「戦国・近世の

西尾」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。 

一色学びの館では、令和３年１１月７日日曜日まで、企画展「戦国・近世の西尾」

を開催します。当初は９月１１日土曜日から開催する予定でありましたが、緊急事

態宣言発出に伴い休館中のため、開館しだい開催します。 



本展は、平成３１年５月に刊行した『新編西尾市史 資料編１ 考古』の内容を

紹介するもので、連続企画の３回目となります。発掘調査では、戦国時代の東条城

や鳥羽城などの城館の姿や、西尾市域の中心的な役割を果たしていた西尾城で見つ

かった大規模な改修の痕跡などが明らかとなっています。 

また、西尾市内にはいくつもの大名墓所があり、その一部で行われた発掘調査の

成果についても展示します。 

資料裏面をご覧ください。 

関連行事としまして、令和３年１０月２４日日曜日には「華蔵寺吉良家墓所 文

化財指定記念講演会 華蔵寺吉良家墓所の実像に迫る」を開催します。令和３年２

月に新たに市史跡に指定された華蔵寺吉良家墓所を中心に、市内の近世墓所の実態

を解説します。 

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。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして（３）「令和３年度後半の生涯学習関

連行事の中止について」説明をお願いします。 

生涯学習課長 その他議題（３）令和３年度後半の生涯学習関連行事の中止について、ご説明申

し上げます。 

生涯学習課では、市内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大が深刻する

中、その終息を見通すことが難しいことから、感染状況による日程変更などを関係

団体・関係者に対して繰り返し調整していくことが見込まれるため、今年度後半に

開催が計画されている次の行事を中止することにしました。 

なお、名鉄西尾蒲郡線の駅沿線の観光地などを自由参加で散策するはず夢ウォー

クについては、開催日が、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の措置区域に指

定された期間中の場合は中止とします。 

中止する行事は３つです。 

１ ふれあいセンター・公民館・地域交流センターのフェスティバル 

 例年１１月から３月にかけて、ふれあいセンターなどの生涯学習施設において

利用団体などによる作品展示や活動発表を週末の２日間にわたって行うフェステ

ィバルは、１６施設で開催を予定していましたが、中止にします。 

２ 生涯学習講座の冬期講座 

例年１２月から３月までの間に開催しています生涯学習講座の冬期講座を中止

します。このため広報にしお１１月号には生涯学習講座ガイドブックの折り込みは

行いません。 

ただし、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえてオンライン講座や短期

講座などコロナ禍においても開催可能な講座については検討します。 

３ 市子ども会大会 

例年１月に文化会館で学校関係者及び子ども会関係者などの出席により、優良子

ども会に対する表彰式と単位子ども会の活動発表を行っています市子ども会大会

は中止にします。教育委員の皆様におかれましては、来賓でのご出席をいただいて

おりましたが、お手元に中止の案内を配布いたしましたので、よろしくお願いいた

します。 

以上で説明を終わります。 



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８件提出されています。 

ご確認をお願いいたします。 

教育長 １点確認でパールオープン交流卓球大会の開催が９月２５日ということですが、

緊急事態宣言が延長された場合は、どうなりますか。 

スポーツ振興

課長 

まだ中止するとは聞いておりませんが、施設が休館になれば中止ということにな

ります。 

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１０月１３日水曜日午前１０時３０分から、西尾市学校給食セン

ター 会議研修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９月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 


