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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２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、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 

オミクロン株がワクチン未接種の子どもたちを中心に猛威を振るいました。幸い

市内小中学校では重篤化した事案を聞いていませんが、一時は、児童生徒の一日の

新規感染者が、１００人に達しました。適宜学級閉鎖等を行い、校内での感染拡大

を防止にするとともに、タブレット等も活用し学習補償に努めました。ここ数日は

いくぶん収まりつつありますので、このままピークアウトすることを願うばかりで

す。 

三河の教育長会で、地域部活動の方向性が話題となっています。本市３月議会で

も部活動についての質問をいただいているところです。ご承知のように、令和２年

度、国は地域部活動への移行を掲げ、中学校部活動を学校から切り離す方向性を示

唆しました。令和５年度より段階的に地域部活動を実施していくという計画も示さ

れ、本年度、県内一部の学校でも国の研究委嘱を受けています。おそらく年度末に

は、その成果が集約され実践事例も提示されると思われます。 

地域部活動を始めるにあたっては、幾つかの難しい課題があります。一つ目は、

指導者の確保です。町の先生のように、生徒に競技スキルを教えてくれる指導者は、

地域に少なからずいますが、管理監督責任を伴うとなると激減します。また、指導

法や生徒理解についても心配されるケースも見受けられます。剣道をはじめ一部の

競技では、クラブチームやスポーツクラブがあり、それらは受け皿として信頼でき

るものですが、生徒全員のニーズに応えられる数はありません。いずれにせよ管理

監督責任を担う組織があることが不可欠と考えられます。 

二つ目は、運営経費です。指導者への謝礼、事務局経費、学校以外の会場使用料、

保険料等をどう賄うかです。例えば、当面土日のどちらかを地域部活動にして一人

ずつ指導者を配置するとしても、市内には１０７の運動部があります。年間で４８

回を活動日として、のべで５，１３６回。謝礼を一回３，０００円とすると謝礼だ

けでも１，５４０万円かかることになります。地域部活動は希望参加制ですが、受

益者負担をどこまで求めるかということにも検討を要します。 

三つ目は、平日の部活指導との連携の問題です。土日を地域指導者に委ねていけ



ば、練習試合や大会等の監督は、地域指導者が務めることになります。また、生徒

にとっては、学校生活全体と部活動は切り離せるものではありません。指導方針や

生徒理解について、学校と地域指導者が緊密に連携しなくてはなりません。 

以上述べてきた以外に、根本的な問題として、地域部活動の在り方をどのように

考えるかがあります。現状の部活と同様に、学校教育の一環として平等性や無償を

担保するべきかという大きな命題をクリアしなくてはなりません。公教育の一部と

捉えるのであれば、保護者の経済格差や居住地の地域格差が影響するような施策は

不適切と言わざるを得ません。これについての解決策は極めて難しく、前掲の国の

通知においても受益者負担を前提とする方向が示されていますが、地域格差につい

ての着地点は見当たりません。確かな情報ではありませんが、最終的には学習指導

要領から部活動を外し、スポーツ庁に移行するというまことしやかな噂話もありま

す。百歩譲って公教育から外れたとしても、市内での地域格差や家庭の経済格差が

子どもたちの活動機会に影を落とすことは、けっして望ましいことではありません

が。 

現在、学校教育課では、スポーツ振興課や校長会と連携しながら、地域部活動の

実現に向けた検討を始めています。とりわけ課題となるのは、指導者確保に向けて

受け皿となる組織のことと、費用負担をどうするかという二点となります。これら

については、今後、関係団体も招聘して協議を進め、来年度内には具体的な方向性

を示したいと考えています。 

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 私からは、２点ご報告させていただきます。 

１点目は、西尾市議会３月定例会の会期日程についてです。 

２月２２日の火曜日に開会し、３月２２日の火曜日までの２９日間となります。

初日には市長による令和４年度の施政方針演説があり、２４日には施政方針に対す

る質問があります。一般質問は２月２５日から３月１日までの３日間が予定されて

います。教育委員会が関係する文教委員会は３月８日に開催されます。 

教育委員会関係の提出議案としましては、本日の定例会の議案第５号から第８号

の指定管理者の指定、その他議題（４）の西尾市青少年問題協議会の廃止にかかる

条例廃止、そして予算関係として３月補正予算、令和４年度当初予算がございます。 

一般質問及び施政方針に対する質問は、１４名の議員から１４議題について質問

をいただいています。議員と質問調整を行い、きちんと準備をして、しっかりと答

弁してまいります。 

２点目は、学級閉鎖の期間中タブレット端末の活用についてです。 

コロナ感染拡大に伴い、タブレット端末を利用したオンライン授業をしないのか

という意見をいただくことが結構ございます。 

そのあたりの現状について報告申し上げます。 

学級閉鎖中のタブレット端末の活用につきましては、現在、ＺＯＯＭを用いたオ

ンライン、双方向通信による朝の会や健康観察を行っています。 

また、学習用タブレットに学習課題等を配信することで家庭学習を支援していま

す。インターネット環境のない家庭には担任が直接電話で連絡を取る等の形で対応

しています。 

そして、３月からは、令和４年度開始を前倒し、Ｗｉ－Ｆｉ環境のない家庭には



モバイルルータを配布します。すべての子供たちが家庭でタブレットが使用できる

環境が整う予定です。 

これに合わせてＺＯＯＭを用いたいわゆるオンライン授業的なことも始めてい

く予定です。 

報道等では、オンライン授業があれば学校に行かなくても大丈夫と思わせるよう

な論調も見かけるわけでございますが、長時間、子どもたちが家でじっとタブレッ

ト端末でやり取りすることは非常に難しいということが想像できます。小学校低学

年では、１時間でもかなり厳しいのではと思われます。そもそも学級閉鎖という状

況の中では、授業を進めることはできません。あくまで復習というようなものにな

ります。 

そのような現状を冷静に捉えた上で、すべての子どもたちが対応可能な形で上手

にタブレットを活用できるよう各学校としっかり連携して、対応してまいります。 

私からは以上です。 

教育長 家庭にインターネット環境がない子供もタブレットは持ち帰っています。その中

にはインターネット環境が無くても利用できるドリルソフトが入っており、使って

います。ただ、朝の会のようにＺＯＯＭで先生と会話することはできないので、そ

の部分を電話で確認しているのが現状です。 

実際には学級閉鎖中に家で寝込んでいる児童生徒がいる状態で授業を進めるこ

とはできません。基本的には新しい単元に入って進めていくことはできないという

立場ですのでご理解いただきたいと思います。 

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１号 西尾市学校給食センターの管理及び運営に関する規則の一部を

改正する規則について」提案理由の説明をお願いします。 

教育庶務課主幹 ただいま議題となりました、議案第１号 西尾市学校給食センターの管理及び運

営に関する規則の一部を改正する規則について、提案理由をご説明申し上げます。 

資料１ページの議案第１号をご覧ください。 

本案は、西尾市学校給食センターにおいて保育所の給食を実施しないため所要の

改正を行いたいとするものでございます。 

次に、改正の内容をご説明しますので、３ページの新旧対照表をご覧ください。 

第３条第２項を削ります。 

なお、この改正する規則は令和４年４月１日に施行するものでございます。 

以上、議案第１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。 

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１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 引き続きまして、「議案第２号 西尾市学校給食運営協議会規則の一部を改正す



る規則について」提案理由の説明をお願いします。 

教育庶務課主幹 ただいま議題となりました、議案第２号 西尾市学校給食運営協議会規則の一部

を改正する規則について、提案理由をご説明申し上げます。 

資料５ページの議案第２号をご覧ください。 

本案は、西尾市学校給食センターにおいて保育所の給食を実施しないため所要の

改正を行いたいとするものでございます。 

次に、改正の内容をご説明しますので、７ページの新旧対照表をご覧ください。 

第３条第２項第４号中「児童、生徒及び園児」を「児童及び生徒」に改めます。 

なお、この改正する規則は令和４年４月１日に施行するものでございます。 

以上、議案第２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。 

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２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 引き続きまして、「議案第３号 西尾市資料館の管理及び運営に関する規則の一

部を改正する規則について」提案理由の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、議案第３号「西尾市資料館の管理及び運営に関する

規則の一部を改正する規則について」ご説明を申し上げます。 

議案第３号資料の１１ページの新旧対照表をご覧ください。 

改正の内容は、第２条の「開館時間」の一部を改正するものです。 

改正前は、「西尾市資料館の開館時間は午前９時から午後５時までとする」と定

めておりました。これを、「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間

とする」と変更し、区分（１）とした「４月から９月まで」の開館時間を「午前９

時から午後６時まで」と、１時間延長するものです。なお、区分（２）とした「１

０月から３月まで」の開館時間は「午前９時から午後５時まで」と、従前より変更

はありません。 

施行日は、令和４年４月１日とします。 

以上、議案第３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。 

武内委員 ４月から９月までを１時間延ばされた理由を教えてください。 

文化財課長 現行の指定管理者の計画がすでに１時間の延長としており、それを継承するもの

です。 

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３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 引き続きまして、「議案第４号 西尾市立図書館の管理及び運営に関する規則の

一部を改正する規則について」提案理由の説明をお願いします。 

図書館長 議案第４号「西尾市立図書館の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則

について」ご説明申し上げます。 

議案第４号をご覧ください。 

本案は、西尾市立一色学びの館の開館時間を、午前９時から午後７時までとする

ため、規則の一部を改正するものでございます。 

１５ページの新旧対照表をご覧ください 

第４条におきまして、これまで「図書館等の開館時間は、図書館（西尾市立図書

館本館）は午前９時から午後７時まで、分館は午前９時から午後６時まで」と定め

ておりましたが、分館の西尾市立一色学びの館の開館時間を本館と同じ「午前９時

から午後７時まで」と変更するものでございます。 

なお、施行日は、令和４年４月１日といたします。 

以上、議案第４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。 

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４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 引き続きまして、「議案第５号 西尾市一色町公民館の指定管理者の指定につい

て」、「議案第６号 西尾市一色地域交流センターの指定管理者の指定について」、

「議案第７号 西尾市立一色学びの館の指定管理者の指定について」及び「議案第

８号 西尾市資料館の指定管理者の指定について」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４議案につきまして、関連がございますので一括して

提案理由をご説明申し上げます。 

議案第５号の裏面資料「一色地域文化広場及び市資料館の指定管理者について」

をご覧ください。 

はじめに、１ 概要として、この４議案は「新たな官民連携手法（西尾市方式）

による公共施設再配置第１次プロジェクト」に係るＰＦＩ事業が令和３年度末に契

約解除されることに伴い、一色地域文化広場及び市資料館の令和４年度からの指定

管理者について提案するものでございます。 

次に、２ 指定管理施設でありますが、一色町公民館、一色地域交流センター、

一色学びの館及び市資料館であります。 

なお、教育委員会所管施設ではないため議案にはあげてありませんが、子ども部

所管の西尾市子育て・多世代交流プラザも指定管理施設となります。 

次に、３ 指定管理者につきましては、株式会社エムアイシーグループを予定し

ております。 



次に、４ 指定管理者の選定方法につきましては、公募によらないで選定を行う

任意指定であります。 

次に、５ 任意指定の理由につきましては、ＰＦＩ事業契約の解除という不測の

事態への対応として、公共施設における利用者市民のサービスを継続するために

は、ＰＦＩ事業契約において、エムアイシーグループが運営主体となることを考慮

した施設改修や設備の購入がなされ、かつ、エムアイシーグループによる３年を超

える運営実績があることから、現状において、エムアイシーグループを任意指定す

ることが最も適切であると考えられるためであります。 

次に、６ 指定期間につきましては、令和４年４月１日から令和９年３月３１日

までの５年間を予定しております。 

最後に、７ 参考資料としまして、長期事業計画書を添付しております。これは、

指定管理予定者が各施設の５年間の事業計画について作成したものであります。で

は、具体的な事業計画について、ご説明申し上げますので、長期事業計画書をご覧

ください。 

はじめに計画書の３ページをご覧ください。 

ここには、各施設の管理運営のコンセプトとして、「つどう・いこう・学ぶ・交

流・にぎわいの広場」が掲げられ、施設管理の基本方針を「交流・にぎわいと安心・

安全のバランスのとれた施設を目指す」として、包括運営によるメリットを生かし

て、地域の活性化の原動力に寄与していきたいことが記載されています。 

次に７ページをご覧ください。 

ここには、指定期間である５年間の施設利用者数の目標値や指定管理料の推移が

記載されています。 

なお、指定管理料につきましては、施設の維持管理業務費用、ＰＦＩ事業におけ

る０８事業も含めて算定したもので、表の欄外に示しているとおり、最低賃金の上

昇や定期的な法定点検の実施により変動する場合がございます。また、子育て・多

世代交流プラザを含めた各施設の合計額１億６千３５７万円については、現在のＰ

ＦＩ事業におけるサービス対価よりも約５００万円、少なくなっております。 

次に８ページをご覧ください。 

ここには、施設利用者の声をどのように把握するか、その具体的な方法と、管理

運営事業に対する３段階のモニタリング方法について記載されています。 

次に１０ページをご覧ください。 

ここには、施設で行う事業やイベントに対する基本的な視点、具体的には、専門

家や地元団体と連携し、市民がワクワクする事業を実施することや、事業に対する

評価と改善をしながらの市民目線の事業企画を行うことが記載されています。 

以上で議案第５号から第８号まで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。 

武内委員 指定管理を決定する際に通常であれば公募すると思いますが、行わなかった理由

をもう少し具体的に教えてください。 

生涯学習課長 指定管理者の制度は委員の仰られるとおり公募というのが原則です。ただし、条

例でも公募によらない候補者の選定ができるという規定があります。所謂任意指定

というもので、特定の団体でしか任せられないという時の制度です。今回は、市民



サービスを止めないため、公募を行う時間もないため、任意指定として現在の運営

主体に指定管理をお願いするという形で進めております。 

武内委員 そこは理解しましたが、なぜエムアイシーグループになったのですか。 

生涯学習課長 今の指定管理者はＳＰＣですが、運営主体はエムアイシーグループであり、エム

アイシーグループが当初の指定管理を受ける際に色々企画をしておりました。 

武内委員 指定管理料が年間５００万円安くなったとのことですが、月に換算するとそれほ

ど大きな金額ではありません。そのままの金額でより良い運営をしていただくとい

う考え方もあると思いますが、５００万円削減できた理由が具体的にあれば教えて

ください。 

生涯学習課長 ４施設合わせて５００万円の減額でありまして、例えば公民館・地域交流センタ

ーについての減額幅は約４３０万円です。これは議会でも話題となりましたが、光

熱水費を安い電力会社と契約してもその差額分をそのまま残していたということ

で、実績ベースで光熱水費を積算したら、４００万円程下がったということです。 

ただし、施設によっては例えば資料館は学芸員を１人増員して配置するので、プ

ラス４７０万円であり、施設毎に差はありますが、総括的には５００万円減という

金額となったことをご理解ください。 

平岡委員 ３年以上ＰＦＩ事業としても行ってきた実績を踏まえてという説明もありまし

た。端的に言って、ＰＦＩ事業の運営主体としてエムアイシーグループが行ってい

ること自体は市民からの評価も良く、このままお願いしたほうが良いという判断に

至ったということで、内容の面としてもお任せしたい良い評価であるということで

よろしいでしょうか。 

生涯学習課長 現在の指定管理においても毎年度利用者アンケートを施設毎に１００人から２

００人を対象に実施しています。その評価結果も７割８割が「良い」「とても良い」

をいう結果であり、客観的なデータも把握したうえでの任意ということでありま

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５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 続きまして、議案第６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 続きまして、議案第７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 続きまして、議案第８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）「家庭学習用モバイルルータ等の貸出について」説明をお願いします。 

学校教育課主幹 その他議題（１）「家庭学習用モバイルルータ等の貸出について」ご説明申し上

げます。 

その他議題（１）資料をご覧ください。 

１概要といたしまして、令和４年度より段階的に実施する学習用タブレットの持

ち帰りに伴い、インターネット環境がない家庭に対して、モバイルルータの貸出を

行います。 

２対象は、インターネット環境がない家庭です。 

３貸出物品は、モバイルルータ本体及びその附属品です。 

４費用負担については、モバイルルータの貸出は無償ですが、ＳＩＭの契約及び

毎月の通信費用は家庭の負担となります。 

５整備台数は、昨年度の調査を基に３００台といたしました。 

６その他、低所得世帯に対しての支援として、令和４年度より就学援助費に「オ

ンライン学習通信費」を追加し、年額１４，０００円を支給します。なお、オンラ

イン学習通信費は、家庭のインターネット環境の有無にかかわらず支給します。 

２枚目以降は、保護者宛文書、貸出要綱、申請関係様式となります。 

なお、モバイルルータの貸出については、令和４年度からの実施を計画しており

ましたが、コロナ禍による学級閉鎖等の状況を鑑み、本年度３月から実施できるよ

う準備を進めております。 

以上でその他議題（１）の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明につきまして、質問やご意見はありませんか。 

武内委員 通常、早いスピードのインターネット環境を家庭内で整えようとすると、通信会

社と契約して回線にルータを繋ぎますが、それを貸出用ルータで繋げるというイメ

ージで、通信会社とは家庭で契約するということですか。 

学校教育課主幹 貸し出すのはモバイルルータでありまして、国からの補助金で市が購入しまし

た。これを貸し出して、中に差し込むＳＩＭにつきましては、各家庭で契約するも

のです。 

武内委員 持ち運びができるルータということですね。理解しました。回線スピードはどれ

くらいですか。 

学校教育課主幹 数値では申し上げられませんが、通常の動画サイトを視聴することに問題ないス

ピードはあります。 

武内委員 持ち運びできるものであるということは、家庭内だけでなく外出した際に持って

いればＷｉ－Ｆｉ環境が外出先でも整うということですね。 

学校教育課主幹 貸出申請書には「学習目的で使用してください」と謳っていますが、そこは保護

者を信用するしかありません。 

平岡委員 機械本体一式は市の所有物ということで、ＳＩＭの契約は各家庭で行う、とあり



ますが、契約の仕方が一通りなのか、あるいは複数の中から選べるのか、というこ

とをお聞きしたいのと、概ね月間いくらぐらいの負担を想定しているのかお聞かせ

ください。 

学校教育課主幹 通信業者を教育委員会で指定することは難しいので、いくつかのプランを資料と

してお渡ししたいと思いますが、契約は家庭に任意で行っていただきます。 

通信費は家庭の負担になりますので、たくさん使用したいということであれば容

量の大きな契約になりますし、安くしたいということであれば通信量を下げるとい

うことも考えられます。 

月の使用料がだいたいでいくらになるかについては、目安として示したいと考え

ていますが、就学援助費として年額１４，０００円という支給額がありますので、

この中で収まるような形で契約できるプランを示していきたいと思います。 

平岡委員 就学援助費について詳しく教えてください。 

学校教育課主幹 生活保護を受けている家庭は福祉課から生活保護費を受給できますが、生活保護

対象家庭ではないけども生活に余裕がない家庭に対して就学援助という制度があ

りまして、学用品などの費用を支給しています。国の方でオンライン学習通信費と

いう１４，０００円の枠がありますので、西尾市についてもその項目を設けて支給

するということであります。 

平岡委員 ギガ数が無制限のプランでは年額１４，０００円では到底収まらないと思いま

す。５ギガとか７ギガ程度の契約という解釈でよろしいでしょうか。 

学校教育課主幹 仰られるとおりであります。 

尾﨑委員 契約は任意とのことですので、「うちはやらない」という家庭ではタブレットは

使えないということになりますか。 

学校教育課主幹 そういった家庭が出てくると非常に対応としては難しいのですが、学習の教材に

ついては、オンラインでなくてもあらかじめダウンロードしておいて、学習するこ

ともできますし、学校閉鎖等の場合について、その家庭については学校に来ていた

だいて、空いた教室でインターネット環境を使って勉強するということも考えてい

ます。 

平岡委員 多くの方が誤解をする可能性があります。モバイルルータを貸し出すということ

を市が５ギガや７ギガの契約もして、無料で貸してくれて、通信料も市が負担する

と誤解されそうです。丁寧な説明が必要だと思いますし、費用が出るなら拒むとい

う家庭の対応については、あらかじめ想定しておいていただくとありがたいと思い

ます。 

学校教育課主幹 保護者に向けて案内文書を配布するときに、いただいたご意見に配慮してまいり

たいと思います。ありがとうございます。 

教育長 場合によっては、学校に来ていただいてご説明するケースもあり得ると思いま

す。容量についても家庭で学習に使用する分には年額１４，０００円内で必要な容

量を満たすことができるということでよろしいですね。ゲームなどはできてしまい

ますか。 

学校教育課主幹 基本的にインターネット接続に制限がかかっていますので、ゲームを自由にでき

るわけではありませんが、学習用教材のサイトの中にゲームに似たようなものがあ

って、それはできてしまいます。 

武内委員 市販のゲーム機はモバイルルータを通して使用することはできてしまいますよ



ね。 

教育長 対象の家庭はどれくらいでしょうか。 

学校教育課主幹 １９８家庭です。 

教育長 １９８家庭について、保護者の方に理解を得て、進めていきたいと思います。 

武内委員 それほど多くはないですね。 

教育長 それでも近隣市町の中では多い方だと思います。 

教育長 他に質問がないようですので、続きまして（２）「指定学校変更及び区域外就

学許可基準について」説明をお願いします。 

学校教育課長 その他議題（２）「指定学校変更及び区域外就学許可基準について」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。 

今回、「指定学校変更及び区域外就学許可基準」の一部見直しを行う理由は、本

市と近隣の岡崎市、安城市などと「指定学校の変更が認められる相当の理由」の中

の「途中転居に関する理由」及び「許可期間」に違いがあるため、近隣市と基準を

揃えたいとするものであります。 

裏面の新旧対照表をご覧ください。 

具体的に申しますと、本市においては、これまで途中転居を行った場合、最終学

年は卒業まで指定学校の変更を認めてきましたが、最終学年以外は、許可期間を学

期末か学年末としてきました。しかしながら、近隣の安城市などは、小学５･６年

及び中学２･３年生で転居した場合は卒業まで指定学校の変更を認め、また、それ

以外の学年においては、学年末まで指定校の変更を認めているという実態がありま

す。 

本年度、ある市教委から指定学校の変更の申請が上がってきました。しかし、本

市の基準には合致しないため、その市教委と連絡を取り合い、申請の「事由」や「許

可期間」等の確認を行って上で、指定学校の変更を認めていったという事例があり

ました。 

そこで、冒頭申しましたように、「指定学校変更及び区域外就学許可基準」の一

部見直しを行い、近隣市と基準を揃えるものであります。 

今回の見直しに際し、少しでも分かりやすい表現にするため、新旧対照表の下線

部にお示ししたように、文を追記したり、字句の修正を行っております。 

「家庭に関する理由」の「両親の離婚等」の一文を削除しました理由は、「離婚」

を理由とするのではなく、「離婚により生じた転居」の状況等を考慮して判断して

いくためです。 

「地理的理由」では、「通学距離」を「通学時間」と改めました。理由は、中学

生の多くは自転車通学をしており、単純に「距離」だけの比較ではなく、児童生徒

に一番影響のある「通学時間」を考慮して判断していくことが適切であると考えた

からであります。 

なお、本案につきましては、令和４年４月１日より適用していきます。 

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 この件について、教育委員会に要望が出ることが多々ありまして、鹿川や上羽角

町は西尾市内ですが他市に通学しているということがあります。子供たちのことを

考えて進めていきますが、なんでも認めてしまうと校区割そのものや子ども会に影



響が出ることもありますので、すべてフリーにはできないということもご理解いた

だけたらと思います。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして（３）「独立行政法人日本スポーツ

振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する要綱の制定について」説

明をお願いします。 

学校教育課主幹 その他議題（３）「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る

保護者負担に関する要綱の制定について」、説明いたします。資料は３７ページか

らになります。この災害共済は、学校の管理下で生じた児童生徒の怪我などの療養

に要する費用を保護者に給付するものです。 

本要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１７条第４項の規定によ

り、「学校の設置者は、当該災害共済給付契約に係る児童生徒等の保護者から共済

掛金の額のうち政令で定める範囲内で当該学校の設置者の定める額を徴収する。」

と定められており、裏面３８ページの別紙１にありますように、今年度に日本スポ

ーツ振興センターから「条例・規則・要綱等、根拠が明らかになる形で、保護者負

担額を定めていること。」と通知がありましたので、要綱を制定するものでござい

ます。それでは、条文の概要を説明いたしますので３７ページにお戻りください。 

第１条は本要綱の趣旨を定め、第２条は保護者負担金の額を各年度につき、児童

生徒１人当たり３７０円などと定めています。 

第３条は保護者負担金の免除規定で、就学援助の対象となる、要保護者及び準用

保護者世帯を対象としております。 

第５条は委任規定を定めております。 

附則として本要綱は、令和４年４月１日から施行します。 

以上で、その他議題（３）の説明を終わります。 

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（４）「西尾市青少年問題協議会の廃

止について」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その他議題（４）「西尾市青少年問題協議会の廃止に

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。 

はじめに、１概要についてでありますが、西尾市青少年問題協議会は、地方青少

年問題協議会法及び西尾市青少年問題協議会条例に基づいて設置されているもの

で、主に青少年の指導、育成、保護及び矯正に関して必要な事項について調査審議

及び連絡調整などを行う機関です。 

教育委員会では、市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規程によ

り、市長からの補助執行事務として協議会に関することを生涯学習課の事務分掌に

しています。 

なお、協議会の会長は西尾市長で、協議会委員は１０人で構成されています。 

次に、２廃止理由についてでありますが、 

協議会については、青少年を取り巻く社会情勢や価値観、青少年が抱える問題な

どが大きく変化したことから、平成１６年度を最後に開催されていません。また、

そうした社会環境の大きな変化に基づき、子ども・若者育成支援推進法やいじめ防

止対策推進法などが整備されるとともに、青少年問題の対応窓口として、西尾市少



年愛護センターや西尾市子ども・若者支援地域協議会が設置され、本年度６月には

西尾市子ども・若者総合相談センター「コンパス」が開設されました。 

このように青少年問題対策の新たな法整備や関係機関が設置されてきたことか

ら、協議会の当初の目的は達せられたと考えられるためであります。 

最後の３廃止予定年月日についてでありますが、 

令和４年３月３１日で、協議会を廃止する条例につきましては、市議会３月定例

会に提出する予定にしております。 

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（５）「西尾市指定文化財の指定解除

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）西尾市指定文化財の指定解除につい

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。 

吉良町吉田の専長寺所蔵の市指定文化財「阿弥陀如来立像」が、令和４年１月２

８日、新たに県指定文化財に指定されました。 

これに伴い、西尾市文化財保護条例第５条第５項第１号の規定により、西尾市指

定文化財の指定が解除されましたので、ご報告いたします。 

県指定文化財となりました「木造阿弥陀如来立像」は吉良町駮馬に所在した吉良

家ゆかりの東林寺の旧本尊と伝えられています。鎌倉時代に活躍した仏師、快慶の

一派が制作した「安阿弥様」の阿弥陀如来像の秀作として、学術的に高い評価を受

けています。 

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。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして（６）「尾﨑士郎賞の選考結果につい

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（６）第８回尾﨑士郎賞の選考結果につい

てについて、ご説明申し上げます。 

その他議題（６）資料をご覧ください。 

「尾﨑士郎賞」は、西尾市出身の作家・尾﨑士郎の没後５０周年を記念して、平

成２５年に創設されたもので、４００字詰め原稿用紙５枚以内で記した作文・エッ

セイを募集しており、今回で８回目を迎えます。 

１今回の応募作品数は、小学生の部２，４４５点、中学生の部１０７点、高校生・

一般の部１９８点、合計２，７５０点の応募がありました。なお、応募作品の内１

７８点が市外からの応募でした。 

２受賞者ですが、最優秀賞に大阪府羽曳野市の松田良弘さん４６歳、優秀賞に西

尾市の小林博美さん４２歳が選考されました。 

入選は小学生の部を始め、すべての部を合わせて計１５点が選考されました。 

資料２ページをご覧ください。 

佳作は、計２２点が選考されました。 

３審査員は、文芸評論家で愛知淑徳大学教授の 清水良典氏にお願いしました。 

４表彰式につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止



いたします。なお、最優秀賞・優秀賞受賞には受賞コメントをいただき報道発表い

たします。 

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 他に質問がないようですので、続きまして（７）「生涯学習センター（仮称）の

建設計画について」の開催について」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その他議題（７）「生涯学習センター（仮称）の建設

計画について」、ご説明申し上げます。 

その他議題（７）資料をご覧ください。 

はじめに、１概要でございます。 

教育委員会では、公共施設長寿命化計画により「他施設との統合を検討する」と

されました築５０年の中央ふれあいセンターと、「解体を検討する」とされた築５

３年のにしお市民活動センター・アクティにしおの機能を統合して全世代に対する

多様な学びの場としての生涯学習センター（仮称）を、西尾公園テニスコートに建

設することを計画しています。 

なお、本事業は、国土交通省で現在審査中の都市再生整備計画事業、補助名称で

は社会資本整備総合交付金の西尾駅周辺地区事業の一つに位置づけています。 

また、中央ふれあいセンターとにしお市民活動センター・アクティにしおの建物

は、生涯学習センター（仮称）の完成に合わせて解体する予定でございます。 

次に、２規模でありますが、施設名称は西尾市生涯学習センター（仮称）、構造

は耐火構造で、延床面積は２，５００㎡程度、施設の機能としましては、地域交流

センター機能として、子どもの遊び場、市民交流スペース、貸室を、総合教育セン

ター機能として、子ども・若者総合相談センター「コンパス」、適応指導教室あゆ

み学級にしお、多文化ルームＫＩＢＯＵ、多目的研修室を配置し、事務室には市民

活動サポート機能を含む予定にしております。 

このように複合施設にはなりますが、所管課は教育委員会事務局生涯学習課とし

ます。 

次に３事業費につきましては、概算になりますが約２０億円で積算しており、こ

のうち国からの交付金については現時点で約６億円を見込んでおります。 

最後に、４スケジュールにつきましては、令和４年度に設計競技方式の実施要領

の作成、５年度に同方式による設計者の選定及び基本設計、６年度に実施設計、７

年度と８年度で整備工事を行い、９年度の供用開始を予定しております。 

以上、その他議題（７）の説明とさせていただきます。 

教育長 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５を終わります。 

教育長 教育委員会名義使用として５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３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２月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 


