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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１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 

新学期が始まりました。新たな変異株に不安を感じつつも、今年こそは学校の日

常を取り戻したいと願をかけております。また、先の日曜日には成人式も執り行わ

れ、委員の皆様にもご出席いただきありがとうございました。本年もよろしくお願

いいたします。 

元旦放送の刑事ドラマ「相棒」の中で、ヤングケアラーの少年が登場しましたが、

そのセリフに胸を穿たれました。少年のあまりに不遇な生活環境に同情した刑事

が、「この状況は君のせいじゃない」と慰めようとしたところ、利発で優しい少年

の絞り出した言葉は「全ては自己責任なんだ」でした。ドラマは最終局面で主人公

の刑事が、犯人の悪徳代議士にこの少年の言葉を突き付けて、気分はいくらか晴れ

ましたが、こんな思いを秘めた六年生が現実にいるような気がして悲しく、また教

育に携わる私たちが、それに気づけずにいそうで怖くなりました。「親ガチャ」と

いう忌まわしい流行語が脳裏を横切ります。経済格差拡大の避けがたい世相には忸

怩たる思いです。子どもたちにだけは、子どもたちの未来を左右する教育だけは、

その悪影響を最小限に止めたいと心から願うものです。 

働き方改革が進行しています。教職員調整額の４パーセントは、昭和４５年に月

８時間の残業を想定して決められたものです。以来半世紀、学校に対する家庭や社

会の要求は増大の一途を辿り、学校現場は多忙を極めていったのですが、４パーセ

ントは据え置かれました。と言うより、教員全体が教育に邁進することを至上とす

るモラルを有し、また労働環境や待遇改善にも関心が薄かったために、世の中から

は放置されたと言うべきでしょうか。とりわけ私たちの三河はそういう風土でし

た。 

多くの教師たちは、増大する職務を担うべく身を粉にして損得勘定抜きで務めて

きました。部活動や授業研究等のように、教師たちが自主的に取り組んできた側面

も多分に含んではいますが、それによって学校教育が豊かに展開してきたことは明

らかな事実です。このことは本来、社会全体から感謝されてしかるべき営みのはず

です。ところが電通社員の過労死事件をきっかけに、労働環境が一気に社会問題化



し、あげくに心ある教師たちの教育熱や好意で支えられてきた教職は、ブラックと

軽薄なレッテルを張られ、あまつさえ「４パーセント定額働かせ放題」と揶揄され

る顛末となりました。 

今後、国が当面の目標としている月４５時間の超過勤務に何とか収まったとして

も、適切な労働対価とするなら教職員調整額は１５パーセントほど増額する必要が

あるはずです。人材不足を緩和するためにも現職教員の給与を上げるのがベストで

すが、せめて１５パーセントの予算を人件費に充てて教員や教育補助者を増やし、

多忙化解消を図ることが、学校教育の豊かさを維持し、質の低下を回避するための

良策だろうと思われます。 

国は、３５人学級の拡大や専科教員の配置を進めてはいるものの、ＩＣＴ教育の

推進、タブレット配布に多額を投じながら、学校業務の削減に乗り出しました。学

校が行わなくても良い業務の一覧も通知されましたが、保護者や地域の理解が俄か

に得られるはずもなく、蝸牛の歩みとならざるを得ません。さらに地域部活動に至

っては暗中模索の態にあります。子どもたちのことを第一に思うとき、これからの

学校の在り方や教員の仕事はどのように改善されていくべきか実に悩ましいです。

最後には、ドクターＸよろしく「教員免許がなくてもできる仕事は一切いたしませ

ん」とでもするのでしょうか。そういう発想で、現代社会の抱える教育問題が解決

に向かうものか疑わしく感じています。 

私からは以上です。 

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 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

私からは、２点ご報告させていただきます。 

１点目は、昨年の西尾市議会１２月定例会についてです。 

昨年１２月１９日に閉会した西尾市議会１２月定例会ですが、昨年１２月の教育

委員会定例会でご紹介した、教育委員会の関係議案につきましては、すべての議案

が可決成立しましたので改めてご報告いたします。 

２点目は、三河新報と愛三時報における市長の新春インタビューの関係です。２

０２２年のスローガンは「人が輝き、まちが躍動する、共生・共創のまちづくり」

でございます。昨年度に引き続き“共創”をいうキーワードが入っています。一人

ひとりがかけがえのない存在として輝くことのできる社会の実現に向け、市民とと

もにみんなでワクワクするまちを作り上げていく決意を示されているということ

でございます。なお、今までは毎年スローガンが変わっていましたが本スローガン

は、市長任期の４年間は不変のものとのことです。 

また、教育委員会関係では、新たな事業として体育館やふれあいセンター等の施

設予約のオンライン化、没１００年を迎える西尾市出身の実業家神谷伝兵衛氏の記

念展示の開催、花ノ木小、平坂小、荻原小、福地中の特別教室の空調設備の整備、

吉良中改築に係る基本設計着手、市費を上乗せしたスペシャルメニュー給食の提供

が紹介されており、そのほかにも、多くの教育委員会関係事業が令和４年度の目玉

事業として紹介されております。 

来年度も多くの事業や課題がありますが、滞りなく行えるよう、教育委員会事務

局の職員が一丸となって事業を進めてまいりますので、委員のみなさんにもお力添

えをお願いいたします。 

私からは以上です。 



教育長 日程３を終わります。 

日程４、その他を議題とします。 

（１）「西尾市奨学生認定基準の見直しについて」説明をお願いします。 

教育庶務課長 ただいま議題となりました、その他議題（１）「西尾市奨学生認定基準の見直し

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。 

西尾市では、能力があるにもかかわらず、経済的な理由で修学が困難な高校生に

対し、奨学金を支給する「給付型奨学金」制度を、平成３０年度から実施していま

す。令和４年度に事業実施５年目を迎えるため、認定基準の一部を見直します。 

まず、見直し理由についてですが、過去４年間の実績から、１つ目に、応募者数

に対して、申請・決定者数が少ない状況が続いている状況であります。２つ目に、

高校の成績基準も学校によって様々であり、統一的な比較ができない。高校のレベ

ルにより中学校の内申点と逆転現象が起こるなど、内申点の平均３．５以上という

基準の妥当性が問われます。３つ目に、これまでの議会等においても多くの子ども

達の支援をするよう要望が上がってきました。 

以上の理由により、令和４年度認定基準を見直します。 

続いて、２ 見直し内容をご覧ください。 

認定基準の１つである成績要件について見直します。成績要件は、「前年度学年

末の内申点の平均」が、これまで「概ね３．５以上」としていましたが、「概ね３．

２以上」に引き下げをします。枠内に認定基準を抜粋していますので、ご覧くださ

い。「２ 成績優秀な生徒について 前年度学年末の内申点の平均が概ね３．２以

上である者とする。」に変更します。 

続いて、３ 見直しに伴う募集人数の拡大について説明します。現在、募集人数

は７０名ですが、これまでの応募者数は５０名程度でありました。今回の認定基準

の見直しにより、応募者数は約９０名を見込んでおり、募集人数を１００名に拡大

します。 

４ 予算措置についてですが、募集人数の拡大が見込まれるため約１００名の奨

学金の支給ができるように増額しています。なお、この予算は、教育振興基金で対

応します。 

以上、その他議題（１）の「西尾市奨学生認定基準の見直しについて」の説明と

させていただきます。 

教育長 ただいまの説明につきまして、質問やご意見はありませんか。 

教育長 より多くの子ども達に奨学金が渡るように認定基準を下げるということでお願

いします。 

特に質問がないようですので、続きまして（２）「令和３年度卒業証書授与式へ

の臨席者について」説明をお願いします。 

学校教育課長 その他議題（２）「令和３年度卒業証書授与式への臨席者について」 

ご説明を申し上げます。その他議題（２）資料をご覧ください。 

令和３年度卒業証書授与式への臨席者の案でございます。 

一昨年度は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、児童生徒、教職員

及び保護者のみで卒業証書授与式を行いました。昨年度につきましても、来賓の

方々の参加についてはご遠慮いただきましたが、教育委員会の告辞（励ましの言葉）



については、教育委員の皆様及び資料にお名前を上げさせていただいた方々にご臨

席を賜り、行っていただきました。 

本年度につきましても、来賓の方々の参加についてはご遠慮いただきと考えてお

りますが、教育委員会の告辞（励ましの言葉）については、教育委員の皆様及び資

料にお名前を上げさせていただいた方々にご臨席を賜り、行っていただきたいと考

えておりますので、よろしくお願いします。 

期日につきましては、中学校が３月３日、幼稚園が３月１７日、小学校が３月１

８日を予定しております。 

それぞれの式の開始時刻につきましては、学校毎に若干の違いがございますの

で、ご案内状が届きますのでご確認をお願いします。 

一昨年度より義務教育学校としてスタートしました佐久島しおさい学校の前期

課程につきましては、卒業証書授与式ではなく、修了証書授与式を行うため、教育

委員会の告辞は行いませんのでご承知おきください。 

卒業証書授与式でお願いします教育委員会の告辞（励ましの言葉）の原稿につき

ましては、一週間前までにお送りをいたします。必要に応じて変更していただけた

らと思います。 

なお、この臨席者の案につきましては、今後、調整の中で変更となることもござ

いますのでご了承ください。 

大変ご多用のところ、お手数をおかけしますがお力添えをよろしくお願いいたし

ます。 

以上で、その他議題（２）資料のご説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明につきまして、質問やご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）「学校・家庭・地域をつなぐ

連絡システム「すぐーる」の導入について」説明をお願いします。 

学校教育課主幹 その他議題（３）「学校・家庭・地域をつなぐ連絡システム「すぐーる」の導入

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。 

学校から家庭への連絡ツールとしてこれまで利用していた「きずなネット」に代

わって、令和４年度より新たに「すぐーる」を導入することといたしました。「す

ぐーる」を導入するに至った主な理由は紙面の①～⑥の六つです。特に①の翻訳機

能、②のアンケート機能は、学校現場から要望の多い機能でございます。 

スケジュールとしては、本年度２月に保護者への登録依頼を行い、令和４年度４

月からの運用を予定しております。 

以上で、（３）「学校・家庭・地域をつなぐ連絡システム「すぐーる」の導入につ

いて」の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明につきまして、質問やご意見はありませんか。 

平岡委員 従前のきずなネットに代わるシステムということで、別件で事前に資料を拝見さ

せていただきました。機能としてはアップするということで承知をしているところ

ですが、これに伴ってかなり費用が余分にかかるようになるということがあるので

しょうか。 

学校教育課主幹 年間の費用につきましては、従前のきずなネットとほぼ同額となっております。 

教育長 他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」開設記念・中央ふれあいセンター開設５０周年記念講演会「なぜ、

人はひきこもりになるのか」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）の資料をご覧ください。 

本年度の６月にオープンしましたコンパスの開設と、中央ふれあいセンターが開

設５０周年を迎えるということで、オンラインの記念講演会を開催します。演題に

つきましては、「なぜ、人はひきこもりになるのか」～不登校の子どもへの接し方

～ということです。講師につきましては、精神科医で筑波大学の教授の斎藤環先生

であります。社会的ひきこもりということばを世に知らしめた世界的な第一人者と

いうことで、いつでもだれでも起こりうる社会的引きこもりに関する正しい知識と

それに対する家族や社会の対話を中心とした対処の仕方について、分かり易くお話

をしていただくことになっております。 

予め事前に相談を受け付けて、当日は講演会と相談会をセットで行う予定です。 

日時につきましては、３月５日土曜日午後１時３０分からです。 

基本的にオンラインですので、自宅でのオンラインか、オンライン設備のない方

は中央ふれあいセンターの講義室での受講という形です。 

定員は１５０名。申し込みについては２月２日から開始をします。 

なお、広報についても周知をしていく予定です。 

その他議題（４）の説明は以上でございます。 

教育長 ただいまの説明につきまして、質問やご意見はありませんか。 

教育長 斎藤先生ご自身は、どこでお話をなさりますか。 

生涯学習課長 筑波です。 

教育長 会場受講の５０人の会場は。 

生涯学習課長 中央ふれあいセンターの講義室にプロジェクターを用意しまして、そこで先生の

講義を聴く形になります。 

教育部長 １５０人ということですが、定員があるのですか。 

生涯学習課長 オンラインのｚｏｏｍのライセンスが１００人までとなっております。その１０

０人にパスワードを配ります。また、会場も本来８０人まで入りますが、コロナ禍

ということで、５０人としております。 

ただ、ＹｏｕＴｕｂｅで、後で動画を配信するので、当日見られなかった方にも

見られるようにいたします。 

平岡委員 ＹｏｕＴｕｂｅの動画配信は、クローズでやるのか、普通にＹｏｕＴｕｂｅから

配信されるのか。世界中の人が見られるのか、西尾の人だけが見られるのか。 

生涯学習課長 著作権は先生にあるというところで、先生からはどういう形でも動画を配信して

もよいという許可を得ています。ただ、長いものですから、若干短縮したバージョ

ンで、だれでも見られるような形で配信していきたいと準備しています。 

教育長 講演の時間というのはどれ位になるのか 

生涯学習課長 日時の欄にあります一部の講演会で約９０分、２部として質疑応答で５０分を予

定しています。 

教育長 他に質問がないようですので、続きまして（５）「西尾市文化財保存活用地域計

画（案）について」説明をお願いします。 

文化財課長 その他議題（５）資料をご覧ください。 

１ 計画の目的でございます。「文化財保存活用地域計画」は、市民の大切な資



産である文化財や歴史文化の価値と魅力を多くの市民が共有し、大切に保存・活用

しながら将来に継承していくことで、市民にも来訪者にとっても魅力あるまちづく

りを進めるための基本的な方針及び措置を示すマスタープラン及びアクションプ

ランとすることを目的として作成するものです。 

本計画は文化財保護法第１８３条の３によって制度化されたもので、文化庁の認

定を受けた本計画を有することが、今後多くの文化財保護に関する国庫補助金の申

請条件になり、また補助率が上がることがあります。 

２ 計画期間は、令和４年度から令和１４年度までの１１年間でございます。 

３ 計画の位置づけでございます。「西尾市総合計画」が示す市の将来像と方向

性を踏まえ、関連する市の他分野の計画等との整合や愛知県文化財保存活用大綱と

の整合性を図りつつ、今後の市内の文化財の保存・活用に関する指針及び具体的な

施策を定めるものです。 

それでは計画の主な構成や内容についてご説明いたします。冊子資料をご覧くだ

さい。 

１ページから１０ページは序章で、計画の目的、位置づけ、期間などを示してい

ます。 

１１ページから３６ページは第１章「西尾市の概要」でございます。本市の自然

的・地理的環境や社会的環境等を記載しています。 

次に３７ページから６４ページは第２章「西尾市の文化財の概要」として、指定

等文化財の状況を始め未指定文化財の状況、文化財の特徴などを記載しています。 

次に６５ページから６９ページは第３章「西尾市における歴史文化の特徴」でご

ざいます。本市の歴史文化の特徴を「古代から有力者による治世が感じられる歴史

文化」を始めとする３つの歴史文化に整理しております。 

次に７１ページから１００ページは第４章「関連文化財群と文化財保存活用区域

の設定」でございます。７４ページをご覧ください。 

文化財の活用を推進していくために、まず文化財の魅力を高め、その価値をわか

りやすく伝えられるよう関連文化財群というテーマを定め、さらに各々のストーリ

ーをもってその魅力や価値を伝えていくこととしております。３つのテーマ、８つ

のストーリーを設定し、７５ページから９９ページにかけてストーリーごとの詳細

な内容を記しています。 

次に１０１ページから１０９ページは第５章「文化財の保存活用に関する将来

像、課題、方針」でございます。１０３ページをご覧ください。 

本市の将来像を「歴史文化をみんなで守り、支え、活かし、そして伝えるまち に

しお」と定めております。１０７ページ、１０９ページをご覧ください。各文化財

について、課題・方針・措置・事業を表にまとめております。 

次に１１１ページから１３０ページは第６章「文化財の保存・活用に関する措置」

で、文化財の保存活用のための措置について、１１４ページから１２９ページにか

けて事業ごとに主体や財源、スケジュールを示しています。 

次に１３１ページから１３６ページは第７章「文化財の保存・活用の推進体制」

で、今後の文化財の保存活用を推進していくための体制づくりとして、市民、専門

家、関係団体、市それぞれの役割を記しています。 

以上で冊子資料の説明を終わります。１枚もののその他議題（５）資料にお戻り

ください。 



４ 今後のスケジュールでございます。１月中旬よりパブリックコメントを実施

し、最終的には、７月中旬に文化庁による認定・公表を予定しています。 

以上、その他議題（５）の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明につきまして、質問やご意見はありませんか。 

平岡委員 これが文化財保護法の第１８３条の３によって制度化されたもので、今後国庫補

助金の申請要件等になるということで冒頭ご案内がありましたが、今回の保存・活

用の地域計画については、章立てがされておりまして、第１章のところでは西尾市

の概要というものが出てくるのですが、これは法律に定められている記載事項に該

当するということでよろしいでしょうか。 

文化財課長 これは文化庁の様式がありまして、その指導の下で作成しております。 

平岡委員 全国から計画があがってくるので、記載事項は国で定めていて、それに基づいて

この計画は作られているということでよろしいですか。 

文化財課長 そのとおりです。ヒアリング等を事前に受けております。 

教育長 他に質問がないようですので、続きまして（６）「西尾市岩瀬文庫書庫・西尾市

立図書館おもちゃ館（旧岩瀬文庫児童館）保存活用計画（案）について」説明をお

願いします。 

文化財課長 その他議題（６）資料をご覧ください。 

１ 計画の目的でございます。戦前の岩瀬文庫から今も現存し国の登録有形文化

財となっている岩瀬文庫書庫と西尾市立図書館おもちゃ館の文化財としての保存

と活用を図るための指針を作成することでございます。 

なお、同施設を整備するにあたり国宝・重要文化財等保存活用事業費補助金など

の国庫補助金の採択を受けるには本計画の策定が必須となっています。 

２ 計画の位置づけでございます。本計画の上位計画として現在策定中である

「西尾市文化財保存活用地域計画」に位置付けられている国登録有形文化財岩瀬文

庫書庫と西尾市立図書館おもちゃ館の具体的な保存整備及び活用方針を示すもの

です。 

それでは計画の主な構成や内容についてご説明申し上げます。冊子資料をご覧く

ださい。 

１ページから２０ページは第１章「計画の概要」でございます。文化財の名称、

概要、保護の経緯などを記載しております。 

次に２１ページから３１ページは第２章「保存管理計画」でございます。それぞ

れの建物について、保存すべき部分、安全面を考慮して整備する部分等を定め、保

護の方針や管理の体制、改修計画などを示しています。 

次に３２ページから３６ページは第３章「環境保全計画」でございます。建物周

辺のエリア、駐車場を含めた鶴城公園も含めての環境保全の考え方を示し、歴史的

な建造物群としての価値を損なうことなく活用や維持してゆくための環境整備の

計画を定めています。 

次に３７ページから４２ページは第４章「防災計画」でございます。防火防犯・

耐震・耐風の対策について定めています。 

次に４３ページから５１ページは第５章「活用計画」でございます。建物の公開

活用を目指しての基本方針を定めるものでございます。４５ページをご覧くださ

い。 



岩瀬文庫書庫につきましては、定期的な公開活用を行い、公開時に岩瀬文庫の歴

史及び建築としての特質ができる展示を行います。おもちゃ館につきましては、定

期的な交流活動を行い、公開見学に加え、本の読み聞かせや児童向けの図書スペー

スとして活用します。 

最後に５２ページは第６章「保護に係る諸手続き」でございます。文化庁への届

出手続きについて整理しております。 

なお、５２ページのあとに資料編として書庫図面等を掲載しております。 

以上で冊子資料の説明を終わります。１枚もののその他議題（６）資料にお戻り

ください。 

３ 今後のスケジュールでございます。１月中旬よりパブリックコメントを実施

し、最終的には３月に計画の策定・公表を予定しています。 

以上、その他議題（６）の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明につきまして、質問やご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（７）「西尾城跡保存活用計画（案）

について」の開催について」説明をお願いします。 

文化財課長 その他議題（７）資料１をご覧ください。 

１ 計画の目的でございます。西尾城跡の価値を確実に後世に伝え、地域への誇

りや愛着を醸成する拠点として活用を図っていくことを目的として、史跡指定され

ている本丸・東之丸を含め、総構えで囲まれた城下町エリアも含め西尾城跡及び城

下町の全体の価値を明らかにし、市指定史跡の積極的な活用と整備を推進していく

指針を示すことです。 

２ 計画期間は、令和４年度から令和１４年度までの１１年間でございます。 

３ 計画の位置づけでございます。本計画の上位計画として現在策定中である

「西尾市文化財保存活用地域計画」に位置付けられている城下町周辺を含めた西尾

城跡の具体的な整備の内容を示すものです。 

それでは計画の主な構成や内容についてご説明申し上げます。Ａ３サイズ両面刷

りの、その他議題７資料２_西尾城跡保存活用計画概要版をご覧ください。 

１ページ目左側上段より下へ順に計画策定の目的、位置づけ、計画期間、計画内

の指定文化財の状況を記載しております。 

中段の西尾城跡の範囲を示した図をご覧ください。これは本計画において対象と

する西尾城跡の範囲で、緑の線で囲った西尾城跡の総構えの内側でございます。 

次に西尾城跡の本質的価値でございます。三重の天守のほかに櫓が 12 棟あり、

６万石譜代大名の城としては規模の大きな城であったことや二之丸に御殿と天守

が置かれた特徴的な構造を持っていたこと、城下町も堀で囲んだ総構えの構造であ

ったことなどを記しています。 

次にページ右側中央をご覧ください。 

今後の西尾城跡が目指す姿を大綱として「歴史を紡ぐ 城下町の歴史と祭りを次

世代につなぐ西尾城跡」と定め、保存管理の方向性、整備の方向性、活用の方向性、

運営体制の方向性と四つの目指すべき姿を例示しています。 

裏面２ページをご覧ください。今後の活用や整備の概要を二之丸跡や三之丸大手

門跡などエリアごとに記しています。今後の西尾城跡の整備につきましては、本計

画をもとに進めて参ります。 



以上でその他議題７資料２の説明を終わります。その他議題（７）資料１にお戻

りください。 

４ 今後のスケジュールでございます。１月中旬よりパブリックコメントを実施

し、最終的には３月に計画の策定・公表を予定しています。 

以上、その他議題（７）の説明とさせていただきます。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして（８）「令和３年度前期 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、その他議題（８）「令和３年度前期 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（８）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

運営されております。 

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１２月８日水曜日に評価委員会を開催し、令和

３年度の前期の評価を実施しましたので、その結果をご報告いたします。 

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３年度分としまして１２０，５３０，６１１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２

３年度から令和３年度前期を含めた過去１１年分の数値を表示しております。指定

管理５年目も、前年度から続く新型コロナウイルス感染症予防のため、施設内の入

場を最大でも定員の半数としたことで、大幅な減となっております。利用者数につ

きましては、令和３年度前期の合計は１３６，７１１人で、コロナ前の令和元年度

前期と比較すると約半数の利用となっております。利用料金収入につきましては、

令和３年度の前期の合計は３７，５８５，０００円で、利用者数と同様に令和元年

度の約５３％の収入となりました。 

次に資料２ページ、裏面をご覧ください。 

前期の支出状況でありますが、収入合計額は９８，６８３，８７８円、支出総額

は９６，６９４，３３５円、収支としましては１，９８９，５４３円の増益となり

ました。 

次に利用者意見の把握方法でございますが、職員による声掛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取っております。前期については、

ご覧のとおり、２件の苦情、要望がありましたが、適切に対応し、繰り返しの苦情

にはなっていないという報告がございました。 

２ページ下の欄、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

興課の評価としましては、前年から続く利用人数の制限、時短営業、臨時休館など、

通常とは異なる状況の中で、適正な施設管理及び運営をおこなった。特にプールの

繁忙期は前年実施した市民限定を行わず、利用者が増えたことで、感染予防対策に

苦労したと思う。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、

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。右側評価

委員会の評価は、新型コロナウイルス感染防止対策により施設が開館・閉館を繰り



返す中、大変難しい状況でも、利用者から感染者を出さなかった取組は高く評価さ

れる。利用者数の減はどうすることもできなく、運営管理は申し分ないとして、評

価は同じくＳであります。 

以上説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明につきまして、質問やご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４を終わります。 

教育長 教育委員会名義使用として７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４年２月９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１月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 


