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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１０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 教育長職務代理者の指名について 

教育長 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項の規定により武内基

亘委員を教育長職務代理者として指名したいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 ２ 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。 

 ３ 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。 

 ４ 報告事項 

教育長 

 

先週、下山に住む友人からミネアサヒの新米を分けてもらいました。おまけに栗

や柿もいただき実りの秋を実感しました。学校も一年で最も教育活動を充実させる

時期です。体育大会や修学旅行など、行事も予定されていますが、日常を大切に児

童生徒に力をつけてほしいと思います。 

本日は、昨今の教育課題についてお話します。とりわけＩＣＴ教育や不登校対策、

ＳＮＳの子どもたちへの影響には気になることが多々あります。 

ＩＣＴ教育によって学習の効率化と個別最適化が進むことは大歓迎です。しかし

ながら、学習アプリやＡＩを活用した授業が、学校教育の主軸を代替できるかのご

とき勘違いが窺われることがあります。コロナ禍におけるリモート授業の推奨が、

それに拍車をかけている観もあります。しかしながら、実際に一学期リモート講義

を試行した学校からは、教員集団でさえ１時間の集中はなかなか難しいという報告

を受けました。況や子どもがスクリーンに集中できる時間は１０分が限度という調

査結果もどこかで読みましたが、そういうリアルは置き去りにされて、上面だけの

施策が現実以上に評価され、推奨されていることに疑問を抱きます。 

一方、国の不登校対策として一条校以外での学びの多様化が進められており、不

登校の受け皿として通信制や単位制の学校はもとより、今まで認められなかったフ

リースクールや家庭でのリモート授業にも一定の条件下で出席扱いにすると通知

されています。以上のような風潮が一般化し、学校に通わせない教育が普及してい

ってしまうと、義務教育はどうなるのでしょうか。学習指導要領の趣旨を逸脱し、

「知」のみが先行した、「徳」や「体」がおざなりになった教育が危惧されます。

学校で教えているのは、教科や領域の知識・技能だけではありません。むしろそれ

以外の、集団生活や様々な特別活動における人間形成面を重視することこそ不可欠

であり、経済優先の格差社会の侵攻を転換し、加速するグローバル化とＡＩの跋扈



する未来に、調和的な世界を切り拓くことのできる人間を育てると確信しているの

ですが。 

先日、米議会上院の公聴会で、Facebook の元社員が、会社は子どもの安全よりも

利益を優先してきた旨の内部告発を行いました。Facebook 側は反論していますが、

ＳＮＳのもたらす心理的な悪影響については、アンデッシュ・ハンセン著『スマホ

脳』に詳しく述べられており、教育に携わる私たちの経験値から見ても強い説得力

を感じさせます。その記述の中で、子どものＳＮＳ利用について、我が子のスマホ

利用を厳しく制限したスティーブ・ジョブズやビル・ゲイツをはじめ、開発したシ

リコンバレーの住人たちが最悪感を抱いているとか、スマホは新たなドラッグとさ

え比喩されています。『スマホ脳』は、少し背筋の寒くなるような本です。テレビ

ゲームが流行り出した頃もでしたが、携帯電話の普及においても、日本の教育施策

は明らかに後手を踏んでいます。そのために生徒指導上の問題が激増したことは明

らかです。社会のデジタル化に翻弄されて、子どもを取り巻く環境は急変していま

す。私たち教育に携わる者は、それらを適切に評価できる識見を磨いていかなくて

はならないと思うところです。 

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、市議会９月定例会についてです。 

市議会９月定例会が９月２９日に閉会しました。 

８月の教育委員会定例会でも少しご案内いたしましたＷｉ－Ｆｉ環境のない児

童生徒への貸出用 Wi-Fi ルータの購入費用をはじめとする補正予算につきましても

可決され予算が成立いたしました。今後速やかな事業実施をしてまいります。 

また、今定例会では、教職員の定数改善計画の早期策定・実施と義務教育国庫負

担制度の堅持及び拡充を求める意見書の国への提出を求める陳情に対しまして、市

議会として採択する判断がなされました。同日付けで国に意見書が提出されました

ので、意見書の内容を記載した資料をお手元に配布いたしましたのでご覧くださ

い。 

また、９月２９日に追加された議事について２つ報告いたします。 

一つ目は、ＰＦＩ問題対策特別委員会の設置が諮られ、賛成多数で設置が決まり

ました。同委員会は、混迷する西尾市のＰＦＩ問題について早期かつ完全な解決に

向け、市議会として調査検討し、公平公正な見地から解決案等を提言することを目

的として設置されたものです。 

二つ目は、西尾市一色町生田地区の新規産業廃棄物最終処分場及び焼却施設の建

設に反対する決議について諮られ、賛成多数で設置が決まりました。平成２６年５

月に同様の決議がされたものの、当時の賛成議員は、現在では半数に満たない状況

であり、建設計画に対する市民の不安が高まる中で、改めて議会の意思を対外的に

表明する必要があるとして決議されたものです。詳細につきましては、お手元に配

布いたしました決議文をご覧ください。 

２点目は、ＰＦＩ事業契約についてです。 

西尾市は、株式会社エリアプラン西尾との間で締結した特定事業契約、いわゆる

西尾市方式ＰＦＩ事業の契約を、今年度末である令和４年３月３１日をもって解除

することといたしました。事業者には、９月３０日付でその旨を伝える文書を送付

したとのことです。 



お手元に９月２９日に開催されました市議会の全員協議会で本件について資産

経営課から説明されました。その際の資料をお手元に配布させていただきました。 

これに伴い、ＳＰＣが指定管理者となっている施設の運営や学校を含む教育関係

施設の維持管理業務を次年度以降どのように行っていくのかということが問題に

なってきます。 

契約解除後の一色３館などの運営につきましては、現在実施している事業者に引

き続き実施していただくことが利用者にとってはもちろん、事業者にとっても影響

が少なくなるであろうと考えております。事業者が引き続き実施する意思と能力を

有しており、要件を満たしていると認められる場合には、直接指定管理する方法を

検討してまいります。 

また、各種法定点検や保守点検をはじめとする維持管理業務につきましては、原

則としては、各課個別の契約となるわけでございますが、可能なものについてはで

きるだけ資産経営課が中心となり業務ごとにまとめていくということで現在調整

中であります。 

なお、１０月１日から運営を開始する予定でありました資料館の開館につきまし

ては１０月１６日からとなります。これは、市が合意により解除することを基本的

な方向性とした協議と併せて資料館運営の協議を行うこととしたところ、ＳＰＣか

らこれを拒否され協議が進まなかったことや、ＳＰＣから解除前提での合意書締結

に対して指摘があり、市が運営を一旦見合せとしたことにより、１０月１日開館が

困難となったものであります。 

４年間膠着状態であったＰＦＩ問題については、新たな局面に突入し、様々な動

きが出てくるものと考えております。 

教育委員会といたしましては、市民サービスの低下を招かないよう最善を尽くし

てまいりたいと考えております。 

３点目は、選挙における注意事項についてです。 

衆議院議員総選挙が１０月３１日に行われます。教育委員は、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律に基づき、市長が議会の同意を得て任命するもので、非常

勤特別職の地方公務員になります。 

このため、日常的に政治的行為が制限されていますが、選挙にあたっては、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律や公職選挙法において、積極的に政治活動す

ることや、その地位を利用して選挙運動することは禁止されていますので、今一度

ご承知いただくとともに、疑われることのないようにご注意願います。 

私からは以上です。 

教育長 日程４を終わります。 

日程５、議案審議を議題とします。 

「議案第５８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５８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５８号資料をご覧ください。 

今回、専決処分をいたしました案件は、令和３年９月２９日付けで西尾市新型イ

ンフルエンザ等対策本部長から通知のありました「厳重警戒宣言の発出に伴う公共

施設の取り扱い方針」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１０月１日から１０月１７日まででございますが、西尾市新型イ

ンフルエンザ等対策本部長通知の対象期間が短縮又は延長された場合は、その日ま

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、１０月１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５８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５８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５９号 専決処分の承認、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５９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東部中学校の管理指導員であ

った榊原佳代子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、小島直美氏と杉浦実承氏の２名で、任期は、令和３年

１０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１０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５９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５を終わります。 

日程６、その他を議題とします。 

（１）「学校給食における食物アレルギー対応に関する基本方針の改訂について」

説明をお願いします。 

教育庶務課主幹 その他議題（１）学校給食における食物アレルギー対応に関する基本方針の改訂

についてご説明申し上げます。 

さて、この９月から学校給食の提供を開始しました「西尾市学校給食センター」

では、その業務も順調に行われており、令和４年１月からは食物アレルギー対応を

行う予定となっております。 

このことに伴い、学校給食における食物アレルギー対応に関する基本方針を改訂

いたしました。 

資料１１ページ、Ａ４横の資料になりますが、学校給食における食物アレルギー

対応に関する基本方針（センター方式）の新旧対照表をご覧ください。 

主な改訂事項でありますが、「２ 学校給食における食物アレルギーの具体的な

対応」として、１３ページ、（４）で、現在「除去食は対応しない」としているも

のを、「除去食は学校給食センターの調理過程における、特定原材料・特定原材料

に準ずるもの２８品目の除去に限る（別表のとおり）。ただし、調味料等に含まれ

るものに関しては除去できない。代替食の調理は行わない。」と改めております。

また、乳、小麦、卵についての条件付き対応をわかりやすい表現に改めております。 

その他、全般にわたって字句の整理を行っております。 

この基本方針の改訂にあたりましては、西尾市学校給食運営協議会に諮問してお

り、審議過程で委員から出された意見を踏まえ、栄養教諭など関係者と調整を図っ

ております。 

また、１７ページの自校方式の基本方針につきましても、センター方式の基本方

針の改訂に合わせ、字句の整理を行っております。 

なお、これら基本方針の施行日は、いずれも令和４年１月１日としております。 

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、続きまして（２）「令和４年度教職員定期人事異

動方針について」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。 

令和４年度教職員定期人事異動方針について、ご説明させていただきます。 

ご承知のとおり、正規の小中学校等教職員は、県費負担の職員でございますので、

本方針につきましては、県教委の方針を受けて、西尾市教育委員会が示すものであ

ります。令和４年度の本市の人事異動のもととなる基本方針は、ここに示された６

点でございます。 

次のページをご覧ください。市の方針の根拠となる県の方針でございます。前年

度と変わっておりません。 

この方針につきましては、後に、書面にて各小中学校等に通知いたしますので、

ご承知ください。 

次からのページは、事務職員、栄養職員の人事異動方針でございます。事務・栄



養職員につきましては、市との協議を経て、県が直接人事異動を行いますので、市

としての方針は示さず、この県の方針を各学校に通知してまいります。 

以上、定期人事異動方針について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）「第１６回にしお本まつり（オ

ンライン開催）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（３）第１６回にしお本まつり（オンライ

ン開催）について、ご説明申し上げます。 

その他議題（３）資料をご覧ください。 

この事業は、平成１８年度から毎年秋に開催している全国でも珍しい「本のお祭

り」の催しです。古典籍の宝庫・岩瀬文庫を１１０年余にわたって守ってきた歴史

を持つ本市を「本のまち西尾」として広くアピールするため、１０月２７日の「文

字・活字文化の日」に直近の土・日の２日間、本をテーマに西尾市岩瀬文庫と西尾

市立図書館を会場として、多くの市民ボランティアの協力のもと行っています。 

昨年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、インターネットを通じたオンラ

イン開催となりました。２年ぶりの開催をと意気込んでいた今年でしたが、残念な

がらいまだ感染収束には至らず、今年も動画をＹｏｕＴｕｂｅで公開するなどのオ

ンライン開催といたします。 

配信開始は、１０月３０日土曜日の午前９時からです。主な内容は、普段は非公

開の旧書庫内部、殊に今は調査工事中で通常は見られない内部構造を動画で案内す

る「【国登録有形文化財】岩瀬文庫旧書庫の内部構造 特別公開」や、読み聞かせ

サークルのおはなし会、観光ボランティアによる文庫創設者・岩瀬弥助ゆかりの地

めぐり、岩瀬文庫所蔵の古典籍をテキストにした古典ゼミナール、入選者には記念

品をお贈りする「文芸コンクール」、通販型で行う「にしお古本市」のほか、多く

の市民の皆さんのご協力を得て多彩なメニューをご用意しています。昨年よりいっ

そう充実したコンテンツがそろいましたので、ぜひ皆様にもご高覧をお願いいたし

たく、ご案内申し上げます。 

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、続きまして（４）「山本眞輔 彫刻展「人間讃歌 －

祈りのかたちを求めて－」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（４）山本眞輔 彫刻展「人間讃歌 ―祈

りのかたちを求めて―」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。 

この度、西尾市一色町出身で、日本藝術院会員として日本彫刻界を代表する山本

眞輔氏の彫刻展を西尾市合併１０周年記念事業、西尾市文化協会法人化記念事業と

して開催します。 

期間は、令和３年１１月２０日土曜日から１２月１１日土曜日までの１９日間で

す。１１月２０日土曜日午後１時より開会式を開催し、一般入場は午後１時３０分

からになります。場所は、幡豆ふれあいセンターで、１１月２２日、２９日及び１

２月６日のいずれも月曜日が休館になります。開場時間は午前９時から午後５時ま

でです。展示作品は石膏塑像など５０点で、入場は無料です。主催は西尾市、西尾



市教育委員会及び一般社団法人西尾市文化協会三者による共催で、愛知県教育委員

会の後援を受けています。 

なお、今回の展示作品５０点は、山本眞輔氏から市に寄贈され、その寄贈式も１

１月２０日の開会式の中で行う予定です。 

以上、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。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして（５）「吉良氏８００年祭 「吉良氏検

定」の開催について」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（５）吉良氏８００年祭 「吉良氏検定」

の開催について、ご説明申し上げます。 

その他議題（５）資料をご覧ください。 

吉良氏検定とは吉良氏の発祥から滅亡までの歴史を学び、知識を問う試験です。

テキスト『歴史教本 西尾』『マンガで行く 吉良氏８００年の旅』を使い学習会を

行います。自学で受検されてもかまいません。対象は中学生以上、問題は４つの選

択肢から１つを選ぶ方法で、５０問中４０問以上の正答が合格です。受検者にはテ

キストと問題の解説集、合格者には合格証を授与します。 

開催日時は、令和３年１２月１２日日曜日午前１０時からで、場所は文化会館で

す。定員は８０名で、申込は往復はがきにより１０月２４日日曜日必着でお願いし

ています。受検料は大人１，０００円、中学生・高校生が５００円です。令和３年

１１月２７日土曜日午前１０時から市役所で学習会を開催します。 

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）「長期休館中における本の配送

サービスについて」説明をお願いします。 

図書館長 ただいま議題となりました その他議題（６）長期休館中における本の配送サー

ビスについてご説明申し上げます。 

お手元の資料をご覧ください。 

令和３年８月２７日に緊急事態宣言が発出され、西尾市の図書館は８月３１日か

ら９月３０日まで完全休館となりました。長期にわたる図書館の休館においても、

本にふれあう機会をつくることを目的とした「本の配送サービス」を、急遽９月１

５日から実施いたしました。 

３つのジャンルに分けたおすすめ本のセットを、希望した３６軒の利用者のご自

宅へ正規職員と任用職員が２人１組で配送いたしました。申し込み方法は、図書館

本館への電話またはＦＡＸとし、先着順にて受け付けをしました。 

申込開始から３日で定員になったことと、配送の本に同封しましたアンケートの

結果から、とても好評のサービスでした。しかし、絵本・子どもの本を年齢別に区

分するなどの改良すべき点もございます。 

今後につきましては、完全休館の場合は窓口業務が停止しており、新たな経費が

発生することなくこの配送サービスを行うことが可能であるため、今回の反省点を

修正し実施していきたいと考えております。 

しかし、臨時窓口を開設している場合 又は通常開館している時場合は、配送業

務に係る人員体制が整わないことから、配送業者に委託するなど、実施方法や配送



にかかる費用負担などのサービス内容を検討し、実施を考えてまいります。 

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６を終わります。 

教育長 教育委員会名義使用として１１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。 

教育庶務課長 事務局からお願いします。 

教育長職務代理者の指名について、でございます。 

本日会議日程の１にございますが、これを来年度からは、西尾市教育委員会９月

定例会において教育長職務代理者を１０月１日から指名することに改めたいと考

えておりますので、ご了承いただきますようお願いいたします。 

以上です。 

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３年１１月１０日水曜日午前１０時から、岩瀬文庫 研修ホールで予

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１０月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 


