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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１１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 

一昨日の東幡豆小と平坂小をもって、今年度の学校訪問が終わりました。市内い

ずれの学校においても、落ち着いた雰囲気でひた向きな学習の様子が窺われ、安心

いたしました。また、タブレットも積極的に活用されており、日常化に向けて進ん

でいます。 

本日は、二点についてお話します。 

一点目は、コミュニケーションについてです。黙食をはじめ一斉講義形式の授業、

体育祭や合唱祭の縮減など、教育活動の制約により、児童生徒同士のコミュニケー

ションは、以前に比べるとやはり後退してしまった観が否めません。現在、各学校

ではその回復に尽力しているところです。コミュニケーション不足は、集団への帰

属感や自己肯定感の低下を招きます。実際、不登校が増加傾向にある要因と考えら

れますが、この影響が今後どのように表出してくるのかたいへん心配をしていま

す。 

コミュニケーションの量という視点を親と子どもに転じてみます。昨今、街中や

駅などでも、子どもをおとなしくさせておくために、スマホを与えておくという様

子が目につきます。また、家庭においても、親が子どもの相手から解放されたいた

めにゲームをさせておくというのも聞いたこともあります。それぞれ事情もあるこ

とでしょうし、一概に罪悪視することはできませんが、コミュニケーションが貧し

くなることは、子どもの成育上できるだけ回避したいものです。 

一方、それとは対照的な豊かなコミュニケーションの親子関係も見つけました。

きのしたようこ著『ようこちゃんの夏休み』です。東北の自然豊かな田舎でのびの

びと育つ小学校二年生の娘と、母親との交換日記です。ここに登場する親子は、ふ

だんでも十分なコミュニケーションを保った生活をしています。それに加えて、毎

日顔を合わせている関係にありながら、交換日記をするのです。この日常の、何で

もない素朴そのもののやり取りの中に、今の私たちが大切にしなくてはならない豊

かさがあると思えてなりません。 

二点目は、働き方改革についてです。日本が自動車をはじめとする輸出産業で大



躍進を遂げ、ＧＤＰが世界第二位となった頃、日本人サラリーマンは、欧米人から

「エコノミックアニマル」と揶揄されましたが、それに対して日本の企業人らは、

頑張れない国民の負け惜しみと笑ったという話を聞いたことがあります。日本の技

術者たちの飽くなき研究と、終身雇用に支えられた社会で育まれた、労働者の献身

とスクラムがなしえた快挙と言うべきでしょうか。 

資源の乏しい日本が世界に伍していくためには、人材で勝るしかないのは、論を

俟たない事実です。にもかかわらず、知の国外流出は止まらず、教育予算比率も未

だに先進諸国内では下位のままです。東京大学でさえ世界ランキングの３０位に入

れない悔しい現状もあります。さらには、経済格差や地域格差が教育格差につなが

る傾向は明らかに増大しており、教育格差の拡大によって、未来を切り拓くことの

できる優秀な人材を輩出する土壌は狭まるばかりです。 

その上に働き方改革です。長時間労働イコール不幸のような短絡的な風潮は、国

民全体の気質を変えつつあります。文科省通知の中でも「教職員の意識改革」や「ワ

ークライフバランス」という文言が見られますが、働き方改革自体が目的化してし

まい、教師の幸福感や本分である教育効果を置き去りにしかねない昨今の動向に

は、国際学力調査で長年トップレベルを維持してきた日本の義務教育を低迷させる

危うさを感じます。本来、勤勉さや労働への誠実さ、公共の精神は日本人の美徳で

あるとともに、日本社会を支える礎であり、重要な国際競争力でもあったはずです。

日本の発展を担うはずの頼みの綱を手放して、安直な幸福観に寄りかかることは、

子どもたちの未来に暗い陰を落としはしないでしょうか。米百俵の教訓は、治世の

問題のみならず、私たち一人一人の姿勢にも警鐘を鳴らすものと捉えたいと思いま

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 私からは、３点報告させていただきます。 

１点目は、女性議会についてです。 

女性議会は、市長の公約に基づき毎年開催されているもので、今年度は昨日１１

月９日に開催され、公募及び市内で活動する団体から推薦された 7名の女性が登壇

し、女性ならではの視点で、行政が抱える課題やまちづくりのための提案などを本

会議場にて議会形式で発言していただきました。 

教育委員会関係分では、公募参加者である恒川貴子さんが「現代社会に順応した

中学校のあり方とは」というテーマで、不登校や外国籍の子どもたちの現状を踏ま

えた中学校の変革について、校則のあり方やＩＣＴ教育のあり方等について持論を

交えながら質疑がなされました。すべての子どもが学校に通えるようにするために

は、共通の価値観を子どもたちに押し付けるのではなく、多様な考え方を受け入れ

るべきということを強く主張され、最後に全学校への「Ｑ－Ｕアンケート」の導入

や「全担任制」の導入の要望がなされました。 

２点目は、ＰＦＩ事業契約の解除及び産業廃棄物処分場問題に関する市民説明会

についてです。 

これらの問題についてはすでに議会に対しては説明がなされているわけですが、

改めて多くの市民の皆さんにも理解いただくために、１１月９日から３日間横須賀

ふれあいセンターはじめ３つの会場で市民説明会が開催されております。すでに教

育委員の皆さんはこの問題については理解いただいているかと思いますが、２つの

問題はともに教育委員会としても直接影響を受ける重要な問題ですので、説明会の



資料を念のため情報提供させていただきました。 

契約解除については、民法６４１条、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、

いつでも損害を補償して契約の解除をすることができるというもの及び、６５１

条、各当事者がいつでもその解除をすることができるというものに基づき行うもの

で、ＳＰＣへ９月３０日に、文書でその旨を通知しております。 

なお、契約解除後の一色３館及び資料館の運営につきましてどうなるか心配して

いたところでありますが、現在実施している事業者であるＭＩＣグループに引き続

き実施していただく意思が確認できましたので、次年度以降も同事業者に運営して

いただく方向で調整しております。 

これは、利用者にとってはもちろん、事業者にとっても混乱の少ない施設運営の

方法であると考えております。 

また、産業廃棄物処分場問題については、市内でも一色地区から離れるほど認知

度が低い状況にあります。西尾市全体の街づくりに影響する問題として、市民の皆

さんに自分事として捉えていただき、関心を持ち続けていただきたいという思いで

広報しているものであります。 

３点目は、「西尾市議会１２月定例会の会期日程」についてです。 

１０月２６日に開催された議会運営委員会において、西尾市議会１２月定例会の

会期日程が決定しました。 

１１月３０日火曜日に開会し、１２月２０日金曜日までの２１日間の会期となり

ます。 

一般質問は、１２月１日と２日の２日間で、３日は予備日となります。 

７日火曜日には関係する文教委員会と予算決算委員会文教分科会があります。 

今回も多くの一般質問の通告が予想されますが、しっかりと議員と質問調整を行

い、誠実に答弁してまいります。 

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６０号 西尾市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」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６０号 西尾市公民館の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。 

お手元の資料１ページをご覧ください。 

本議案の提案理由につきましては、横須賀ふれあいセンターの調理実習室を廃止

して設置しますミーティングルームの使用料を定めるためでございます。 

横須賀ふれあいセンターに設置しますミーティングルームにつきまして、詳しく

ご説明しますので資料の４ページをご覧ください。 

１概要にありますが、横須賀ふれあいセンターの調理実習室は稼働率が低いた

め、ミーティングルームと地域子育て支援センターきらに用途変更いたします。 

現在行っている改修工事による用途変更前後の配置につきましては、２で示して

おります図面のとおりでございます。 

今回の条例改正については、３のミーティングルームの使用料案を新たに定める

もので、具体的な改正内容につきましては、資料３ページの新旧対照表をご覧くだ

さい。条例第１０条に定める別表第２の横須賀ふれあいセンターの項中調理実習室



を廃止しまして、新たにミーティングルームの使用料を定めます。 

参考までにミーティングルームの使用料は、他の公民館、ふれあいセンターと同

様に１平方メートル１時間当たり２円を基準に算出し、午前、午後、夜間の各区分

で１００円、全日使用の場合は３００円となっています。 

なお、本条例の施行日は、令和４年４月１日であります。 

また、本条例案は市議会１２月定例会に提出してまいります。 

以上で議案第６０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。 

尾﨑委員 調理実習室の稼働率が低いとのことですが、どのくらいであったかということ

と、いつぐらいから低かったのか分かりますか。 

生涯学習課長 稼働率につきましては、手元に過去３か年あります。平成３０年度が７．５８％、

令和元年度が５．９５％、令和２年度につきましては４．３４％です。今年度の９

月現在までは１パーセント台で、非常に低い利用率です。いつからというのは過去

を遡らないとわかりませんが、概ね公民館の調理実習室全体的に１０％いけばいい

という状況で稼働しております。 

尾﨑委員 そのような状況の中できら市民交流センターに調理実習室を造ったわけですが、

コロナ禍で稼働率が低いと聞いております。せっかく造ったので市民の方にうまく

活用していただけるように働きかけて欲しいと思います。 

生涯学習課長 調理実習室では、コロナの感染対策として、調理してもその場で食べられないと

いう制限をかけている関係で、より利用が落ちているということもあります。 

ただし、一般利用もありますが、講座でもう少し活用していきたいと思います。

今後も利用率を上げていけるよう努力をしてまいりますので、よろしくお願いいた

します。 

平岡委員 この議案とは直接関係ないかもしれませんが、来年の４月から地域子育て支援セ

ンターきらがミーティングルームの隣にできるということで、お子さんが利用する

機会が増えると思います。横須賀ふれあいセンターのトイレは洋式になっているか

など、附帯設備は大丈夫でしょうか。 

生涯学習課長 今回の改修工事にはトイレの洋式化は含まれておりません。確認はできていませ

んが、和式ではないと思います。また確認してご報告いたします。 

教育長 他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６０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６１号 西尾市ふれあい広場の指定管理者の指定につ

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６１号 西尾市ふれあい広場の指定管理者の

指定について、ご説明申し上げます。 

西尾市ふれあい広場の施設管理につきましては、平成２４年度から指定管理者制

度を導入し、５年ごとの指定期間で指定管理者を指定してきましたが、今年度末に



指定期間が満了となります。 

指定管理者の選定にあたり公募いたしましたところ、２団体から応募がございま

した。１０月１９日に指定管理者選考委員会を開催し、応募書類の審査と応募者の

プレゼンテーションにより候補者の選考を行った結果、豊川市のアイレクススポー

ツライフ株式会社が候補者として選定されましたので、指定管理者として指定し、

その指定期間を令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間としたい

とするものでございます。 

なお、アイレクススポーツライフ株式会社は、愛知県内でスポーツクラブやジュ

ニア向けスクールを２５店舗運営し、豊田地域文化広場温水プールなどの公共スポ

ーツ施設の指定管理者として実績がある業者でございます。 

また、公の施設に係る指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定に基づき、議会の議決を経なければならないと定められておりますの

で、市議会１２月定例会に議案を提出してまいりますのでよろしくお願いします。 

以上、議案第６１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。 

武内委員 ２団体から応募があったとのことですが、差し支えなければ選定されなかった企

業を教えていただきたいということと、選定された企業が特にどのあたりが良かっ

たのか教えてください。 

スポーツ振興

課長 

もう一社は現指定管理者であります豊和・辻村グループから名称を変更してアッ

プビート・辻村グループという名称で提出がありました。 

提案内容について、評価ですのでいろいろ意見はありますが、決定的に違ったの

は、選定された企業は自主事業をしっかりやっていき、収入を得ていきたいという

前向きな事業提案がございましたので、その辺りも含めて評価されたと思います。 

平岡委員 選定された企業の設立が平成２９年６月とありますので、まだ４年ほどの企業で

すが、豊川市や豊田市での指定管理者としての事業実績もありますし、県内２５店

舗の直営スポーツクラブなどもありますが、もともと母体があって、そこから分割

してできた会社なのでしょうか。 

スポーツ振興

課長 

そのとおりです。母体となる会社からスポーツ部門だけ分離されて新しく登記さ

れた会社です。 

平岡委員 指定管理者管理運営状況の評価では、毎年「Ｓ評価」という極めて高い評価で推

移してきていますが、その現指定管理者よりもさら良い評価ということは、飛躍的

に良くなると認識してよろしいでしょうか。 

スポーツ振興

課長 

現指定管理者は毎年、評価委員会で「Ｓ評価」を受けております。その「Ｓ評価」

は指定管理をする前の市が直営をしている時と比べた評価です。直営と比較して入

場者も収入も増えていること、また運営状況も勘案して評価を付けています。しっ

かりやっていただいていることは間違いありません。 

新しい業者は良い提案でありましたので、その点については期待していただいて

も良いと思います。 

平岡委員 直接、本事業とは関係ありませんが、学校の水泳授業について、民間プールを活

用しているところもありますが、ホワイトウェイブも使用していると思います。 

指定管理の契約には含まれていないと思いますが、管理者が新たな会社となった



場合に学校の水泳指導について、何か影響や変更があるようでしたらお知らせくだ

さい。 

学校教育課主幹 小学校の温水プールでの水泳指導支援委託事業は学校教育課の所管ですので、学

校教育課からお答えします。スポーツ振興課のホワイトウェイブ担当と打合せしま

して、来年４月から指定管理者が変更されますが、新しい会社についても今の花ノ

木小学校と横須賀小学校の水泳授業の支援を行っていただけるか確認したところ、

可能であるとの返事をいただいております。今後、公になりましたら、打合せ等を

進めて来年度に備えていきたいと思います。 

スポーツ振興

課長 

先月、選定後に新しい業者と１回目の協議を行った中で、学校プールについて、

指導も含めて可能であるかを確認したところ、やらせていただきたいという返答で

したので、前向きに考えていただいていると思います。 

石崎委員 今回の業者に決められた理由として、具体的に何がどのように良かったのか、何

が一番の相違点であったのかを教えてください。 

スポーツ振興

課長 

管理の部分ではほとんど変わらないと思いますが、自主事業について、現在の業

者は健康づくり教室として、ご年配の方向けの水泳や体操の教室を実施しています

が、新たな業者につきましては、それに加えて子ども向けの水泳教室なども数多く

ご提案いただいております。幅広い年齢層が利用していただける提案をしていただ

いておりますので、そこは大変期待をしているところであります。 

教育長 他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６１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）「令和４年度小中学校等の入学式等儀式の日程について」説明をお願いし

ます。 

学校教育課長 その他議題（１）「令和４年度小中学校等の入学式等儀式の日程について」ご説

明申し上げます。 

その他議題（１）資料をご覧ください。 

入学式等の儀式の実施日については、県下でそろっていることが望ましく、例年、

愛知県都市教育長協議会から原案が示されます。ここにお示ししました来年度の本

市の入学式等の儀式の日程もその原案に沿ったものでありますので、ご承知おきく

ださい。 

なお、今年度はコロナの影響で来賓の皆様の出席はお控えいただきましたが、来

年度は来賓の方々もお呼びして盛大な儀式等にしていけたらと思います。その際に

はご案内申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

以上で、その他議題（１）「令和４年度小中学校等の入学式等儀式の日程につい

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（２）「令和３年度小中学生イングリ



ッシュキャンプ事業報告について」説明をお願いします。 

学校教育課主幹 その他議題（２）について、今年３月と４月の教育委員会定例会で開催予定を報

告しました小中学生イングリッシュキャンプの事業が完了しましたので、報告いた

します。 

資料をご覧ください。 

１の実施状況につきましては、小学生のイングリッシュキャンプを、５、６年生

を対象に８月６日から８月１９日までの間に表の対象小学校別に４回、鶴城と福地

のふれあいセンターで開催しました。 

なお、１番の表の下に※印で記載しましたが、８月２３日から２５日に佐久島で

予定していた中学生と、８月２７日に矢田ふれあいセンターで予定していた中畑、

平坂、矢田の小学生のイングリッシュキャンプは、新型コロナウイルス感染症の拡

大により、愛知県に緊急事態宣言が発令される状況にありましたので、感染予防の

ため、やむを得ず中止しました。 

それでは、実施しました小学生のイングリッシュキャンプ４回分について、内容

を報告します。 

１の表の左半分が、対象小学校、地域別の実施で、計８１名の参加がありました。

表の右半分がプログラムの概要になります。アクティビティ（活動）を２つ行い、

前半のアクティビティ①では、児童にＡＬＴの出身国の遊び、ゲーム、文化を体験

してもらいました。 

後半のアクティビティ②では、グループごとに各グループについたＡＬＴに児童

が、西尾市の観光パンフレットの中から、ＡＬＴの好みなどについて、インタビュ

ーしました。児童はＡＬＴの好みに基づいた西尾観光ツアーをプランし、ポスター

を作り、英語表現などを練習して、グループごとに発表しました。 

２のアンケート結果では、８０名の児童の回答があり、①～③にありますように、

ＡＬＴの先生と「①お話しできた」、「②たのしかった」、次ページの「③勉強にな

った」が９５％以上あり、④の「また参加したい」と答えてくれた子が９５％で、

とても好評でした。 

３の受託者、株式会社 アルティアセントラルからの所感・成果では、「イベント

開始時には緊張した児童が大半だったが、体を動かす活動が始まったあたりから緊

張も解けだし、活発に発言し始める場面が増えた。イベント終盤では終了を惜しむ

声も聞こえた。普段授業を受けているＡＬＴではない外国人と意思疎通ができた。」

などがありました。 

課題としては、「英会話を習っている児童の中には、物足りなさが態度や発言に

出てしまうことがあり、それ以外の児童が委縮する場面があったため、次年度以降

は、イベントの趣旨や内容を明確に事前周知し、参加時点で共通認識を持って臨め

るようにするとともに、グループ内で児童同士が助け合える雰囲気作りを強化す

る。」といった報告がありました。 

この小中学生イングリッシュキャンプ事業は、４年度も予算要求し、実施してま

いりたいと考えております。 

以上で報告を終わります。 

教育長 ただいまの説明で質問、意見はありませんか。 

平岡委員 初めての事業、ありがとうございました。 



中学生と２７日の分が開催されなかったのは残念に思いますが、新事業おつかれ

さまでございました。 

提案になりますが、アンケート結果につきましては、参加してくれた小学生ご本

人からいただいているものと思います。フィードバックが子どもだけですと、終わ

りがけに直感的に書くだけになりかねないので、より冷静な分析をするためには、

参加してくださった子どもの保護者の方に回収まで少し期間を置いてでもアンケ

ートを実施することでフィードバックを得られるとより良い積み上げができるの

ではないかと思いますので、次年度の事業には一度ご検討いただけるとありがたい

です。 

学校教育課主幹 アンケートにつきましては、児童本人にイングリッシュキャンプが終わる頃に書

いていただいております。また、ご提案につきましては、今後の参考にさせていた

だきます。ありがとうございます。 

教育長 他に質問がないようですので、続きまして（３）「にしおマラソン参加者数につ

いて」説明をお願いします。 

スポーツ振興

課長 

ただいまその他議題（３）となりました「にしおマラソン参加者数について」ご

説明申し上げます。 

その他議題（３）資料をご覧ください。 

令和４年３月６日に開催を予定しております「にしおマラソン」の申込につきま

しては、当初の計画ではフルマラソンの部に８，０００人、５ｋｍ・２ｋｍの部で

１，０００人の９，０００人を予定していましたが、新型コロナウイルスの影響で

イベントとして５，０００人以内での開催とすることを決め、フルマラソンで 

４，０００人、２ｋｍで３００人での募集をしました、その参加者数についてご報

告いたします。 

まず、フルマラソンの先行エントリーとして８月１６日から８月２７日の間で西

尾市民先行エントリーと一色マラソンファイナルオンライン完走者エントリーの

募集を行い、西尾市民先行エントリーが２３４人、一色マラソンファイナルオンラ

イン完走者エントリーが６９８人で９３２人の申込がありました。 

また、９月１日より一般エントリーとプレミアムエントリーを開始し、一般エン

トリーについては、２日間で、プレミアムエントリーにつきましては、１３日間で

予定していた定員に達しましたので締切りました。フルマラソンの総申込者数は、

４，３５６人でございます。 

男女比につきましては、男性が８６パーセントで３，７６１人、女性が１４パー

セントで５９５人となります。 

フルマラソン申込者を所在地別に見ますと北は、北海道から南は沖縄県まで３８

都道府県からの申込があり、愛知県が８６パーセントの３，７３８人で、愛知県以

外が１４パーセントの６１８人の申込となりました。主な参加県は、お隣の岐阜県

が１３５人、三重県が１１３人でございます。 

また、西尾市からは全体の１３パーセントで５５８人の申込がありました。 

続きまして、２ｋｍの部の申込者数でありますが、フルマラソン一般エントリー

同様に９月１日から申し込みを開始し、エントリー受付期間が１０月３１日までで

あり、締切りしました。申込者数は、小学生が１００人、中学生が３１人、ジョギ

ングが７９人、車いすが２０人であり、定員に達した部門は、小学生とジョギング



と車いすが定員に達しました。２ｋｍの部の総申込者数は、２３０人でございます。 

男女比につきましては、男性が５７パーセントで１３１人、女性が４５パーセン

トで９９人となります。 

次回大会の出場権が得られるオンラインイベントには、２９５人の申込がありま

した。 

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１２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１１月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 


