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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８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 

夏休みも中間点となりました。教育委員会には、毎日、児童生徒のコロナの新規

感染者数が報告されますが、未だに顕著な減少は見られません。今のところ、幸い

児童生徒の重症化例は聞いていませんが、心配が募ります。一日も早くピークを過

ぎることを祈るばかりです。 

子ども間のいじめが社会問題として扱われるようになって以来、刺激的な論調を

歓迎するマスコミに乗せられて、生徒指導の現場を伝聞でしか知らず、学校の実情

についても中途半端な理解だけで持論を威丈高に展開する専門家もしばしば登場

されています。「子どもの学力と保護者の経済力の相関」とか「スクールカースト」

とか、さも新たな問題のように取り上げられましたが、学校現場が言うまでもなく、

ちょっと自分の学生時代を振り返ってみれば、誰でも思い当たることではないでし

ょうか。しかし、そのようなネガティブな情報の蓄積によって作られた学校のイメ

ージが、学校教育の信頼感を低めていることには忸怩たる思いがします。 

先日、他県の知人から、彼の勤務する中学校が荒れているという話を耳にしまし

た。「学校の荒れ」とは、正式な定義ではありませんが、「集団生活のルールを守ら

ない一部の生徒の行動によって、それ以外の生徒たちの健全な学校生活が脅かされ

る状況」と言っていいと思います。よって暴走族に入った生徒がいたり、触法事案

で逮捕された生徒が出てしまったとしても、校内が平穏であれば、すなわち「まじ

めでおとなしい生徒が笑顔でいられる」状況があれば、生徒指導の基盤は揺らぎま

せん。 

学校が荒れた時の最大の問題は、教師集団の力の多くを、問題行動の対処に向け

ざるを得なくなってしまうことです。そのために普通の真面目な生徒たちへの指導

が不足したり、あるいは優秀な生徒をさらに伸ばす指導ができにくくなってしまう

ことです。 

学校の荒れの始まりは、まじめな生徒たちに不信感を抱かせる指導によることが

あります。例えば、服装や頭髪の乱れた一部の生徒を抑えるために、規則を厳格化

するのもそれにあたります。規則はできる限り少ないに越したことはありません。



生徒集団のモラル形成が進むほど、規則は緩和できます。言い換えれば、規則を厳

格化することは、生徒集団の自律性や自浄作用を期待しない管理的な指導となるわ

けです。件の知人の学校では、校内で起きた問題行動の対応にあたり、職員間の共

通理解が得られず、生徒や保護者の信頼感を損なってしまったと聞きました。 

幸い、本市ではここ１５年以上、中学校が荒れたことはありません。しかしなが

ら、心配がないわけではありません。最近の中学生を見ていると、教師に反抗的な

態度をとる生徒がほとんど見られなくなりました。表面的には従順に見えます。し

かし実のところ、意識的かどうかは分かりませんが、教師との関係に響くような言

動を忌避しているように思われます。そういう生徒の心の内を教師が窺おうとせず

に指導すると、面従腹背を誘発し、不信感を抱かせてしまうことにもなりかねませ

ん。今こそ、全ての教育活動の根幹である「子どもの側に立つ」姿勢を再確認した

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 （２）教育部長報告 

私からは、議会関係についてお伝えします。 

９月１日に開会する西尾市議会９月定例会について、３点ご報告させていただき

ます。 

１点目は、日程でございます。 

９月１日の木曜日に開会し、９月２９日の木曜日までの２９日間の会期となり、

９月定例会では予算決算委員会において令和３年度決算の審査も行われます。 

２点目は、教育委員会関係の提出議案としては補正予算がございます。 

主なものといたしましては、小中学校をはじめとするほとんどすべての施設に係

る電気料、指定管理施設については指定管理料の追加。これは、西尾市が契約して

いた新電力の株式会社ホープエナジーが破産し、電力供給が停止したことに伴い、

最終保障供給という救済制度による割増料金での中部電力との契約に切り替えた

ことなどによる増額です。 

Ｂ＆Ｇ財団の助成によるふるさとゆかりの偉人マンガの制作と活用に係る費用

の計上、国の遺跡調査発掘調査補助金の採択額が当初見込みよりも少なかったこと

に伴う発掘等調査業務委託料の減額がございます。 

３点目は、一般質問についてです。 

一般質問は、本会議２日目の９月２日と、３日目の５日、さらに予備日として６

日の３日間が予定されております。 

教育に対しては、議員の皆さんの関心が高いところであり、今回も多くの質問の

通告が予想されます。しっかりと答弁調整を行い、きちんとした答弁が出来るよう、

準備してまいります。 

私からは以上です。 

教育長 日程３を終わります。 

日程４、その他を議題とします。 

（１）「西尾市立学校小規模特認校制度実施要綱の一部改正について」説明をお

願いします。 



学校教育課長 ただいま議題となりました、その他議題（１）「西尾市立学校小規模特認校制度

実施要綱の一部改正について」、ご説明申し上げます。 

資料１ページをご覧ください。 

本要綱は、第１条の（目的）にありますように、指定通学区域を超えた就学によ

り、特色ある教育活動を希望する児童生徒及び当該保護者に対し、一定の条件を付

して、これを認める小規模特認校制度について定めたものであります。 

資料６ページの新旧対照表をご覧ください。 

今回改正するのは、第３条の（３）の募集定員について、複式学級で１学級在校

児童生徒を含め「８名を限度」とするとしていたものを、「８名程度」に改めるも

のです。 

佐久島しおさい学校へ入学を希望する児童が、第４条の「就学の条件」を満たし

ているにもかかわらず、入学を断られることがないよう、「限度」を「程度」とす

るものです。 

改正後の本要綱は、本日令和４年８月１０日から施行します。 

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。 

特に質問がないようですので、続きまして、（２）「令和５年西尾市二十歳の集い

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（２）「令和５年西尾市二十歳の集いに

ついて」ご説明いたします。資料７ページをご覧ください。 

はじめに、１ 開催趣旨ですが、民法の改正により、本年４月から成年年齢が  

２０歳から１８歳に引き下げられましたが、本市では社会全体で子どもたちの成長

を祝福するとともに、社会人としての自覚と誇りを持ち、未来を担うたくましい若

者となることを願い、これまでどおり２０歳の節目を迎える若者を祝福する機会と

して「成人式」を「二十歳（はたち）の集い」と改称して開催します。 

２ 主催者は、これまでと同様、二十歳を迎える若者で構成する実行委員会と市

と教育委員会の共催です。 

３ テーマは、「むすんでひらいて」で、これは、二十歳の集いを機に、離れて

いた友人や恩師と再会し、人と人との心の結びつきを強めるとともに、改めて成人

としての自覚と責任をもち、それぞれの目標や夢に向かって広い世界へと力強く羽

ばたいていきたい、という想いを込めて実行委員会が決めたものです。 

次に、４ 開催日時及び会場でありますが、令和５年１月８日の日曜日に前年と

同様、中学校区を３つのグループに分けた３部構成にて文化会館大ホールで開催し

ます。 

５ 案内状発送対象者については、平成１４年４月２日から平成１５年４月１日

までに生まれたおおよそ１，８００人で、原則として令和４年１１月１日時点で西

尾市に住民登録のある方になります。 

なお、教育委員の皆様には１２月中に案内状を送付させていただきます。 

以上で、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。 

特に質問がないようですので、続きまして、（３）「幡豆公民館及び幡豆ふれあい

センターの用途変更について」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（３）「幡豆公民館及び幡豆ふれあいセ

ンターの用途変更について」、ご説明申し上げます。 

資料９ページをご覧ください。 

１ 経過でありますが、幡豆公民館及び幡豆ふれあいセンターは利用率が著しく

低く、「西尾市公共施設等総合管理計画」においても「統廃合などを検討」と今後

のマネジメント方針が定められました。 

このため、教育委員会では、現施設の利用者に対するサービス低下を招かないよ

うな公共施設再配置をどのように進めていくべきか、また、名誉市民である彫刻

家・山本眞輔氏の寄贈作品について、どのように活用していくべきか、という課題

に直面していました。 

そうした中、一般社団法人西尾市文化協会から芸術文化活動の質の向上と芸術文

化に触れる機会の提供を柱に、地域の歴史や特産物を活用した事業をはじめとした

魅力的な事業を展開することで、統廃合検討施設を新たな地域・文化振興施設とし

て再生し、地域活性化につなげる「幡豆公民館及び幡豆ふれあいセンターの利用率

向上に関する企画提案書」が市長と教育長に提出されました。 

同提案書について、教育委員会及び交流共創部で検討を重ねた結果、現施設を地

域・文化振興施設として用途変更を進めていくこととしました。 

次に、２ 用途変更を行う理由でありますが、３点ございます。 

１点目は、統廃合検討施設を用途変更により地域・文化振興施設として利活用で

きるためです。 

低利用により統廃合を検討していた現施設について、社会教育施設から利用者の

拡大が図られる地域・文化振興施設「西尾市文化交流センター（仮称）」に用途変

更することで、現在の貸室機能を維持しつつ芸術文化作品の展示機能が強化され、

各種作品展やワークショップなどを積極的に行い、現施設の利用率の向上のみなら

ず文化を生かした西尾市の観光振興を推進する施設として再生できると判断しま

した。 

２点目は、山本眞輔氏の彫刻作品展示による文化及び観光振興が図られるためで

す。 

彫刻家・山本眞輔氏から昨年度、多くの作品が寄贈され、幡豆ふれあいセンター

において個展を開催しました。山本氏の作品については、本市の文化観光振興や地

域振興のためにも、今後も多くの方々にご覧いただけるように作品を展示し活用し

ていく必要があります。 

その展示施設としては、作品収蔵庫に隣接し、展示実績のある文化交流センター

が最適であり、同施設において定期的に作品を展示することで、それをセールスポ

イントとする、市内外に対する文化及び観光振興につなげていくことができると判

断しました。 

また、西尾市を代表とする芸術家などの作品展示や市民ギャラリーとして活用す

ることが可能となり、市民の作品展示の機会を設けることもできると判断しまし

た。 

３点目は、西尾市が交流共創部を創設した意図を具現化できるためです。 

文化交流センターについては「文化及び芸術の振興」「文化を生かした交流」を

設置目的とするもので、文化だけでなく観光の振興にも大きな期待が寄せられるも

のであるため、西尾市が機構改革によって交流共創部を創設した意図を具現化でき



る施設になると判断しました。資料の裏面をご覧ください。 

３ その他としまして 

（１）文化交流センターの所管部課は、教育委員会から交流共創部 観光文化振

興課へ変更します。 

（２）文化交流センターへの変更期日は、令和５年４月１日を予定しております。 

なお、資料にはございませんが、今後の事務スケジュールといたしましては、今

月中に現施設の利用者団体への説明会を行ってまいります。また、１２月定例会に

関連条例を提出する予定になっています。 

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。 

特に質問がないようですので、続きまして、（４）「西尾城大手門跡整備事業につ

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）「西尾城大手門跡整備事業につい

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。  

まず始めに、概要でございます。本事業は、令和３年度に策定の「西尾城跡保存

活用計画」に基づき、かつて西尾城の玄関口であった大手門跡の枡形(ますがた)や

堀(ほり)跡(あと)の遺構を発掘調査により確認し、地形を生かした史跡整備を行う

ものです。中心市街地に位置する未活用の市有地を、史跡保存のみならず、西尾城

下町めぐりの拠点として、また中心市街地における憩いと集いの広場として有効活

用することを目的とします。 

次に、今年度の事業でございますが、令和５年度に予定している発掘調査を円滑

に進めるため、現在当該地に残っている石垣及び盛土、これは西尾城の堀跡を埋め

て築かれた旧吉見邸の名残でございますが、これらを除去する工事を行います。工

事期間は９月から２月の予定で、今年度予算額は１３，７５０千円です。うち、事

業費の４０％は国からの交付金を予定しています。 

続きまして、全体計画、今後の予定を申し上げます。 

まず今年度は先ほど申しましたように、旧吉見邸造成時の石垣と盛り土の除去工

事を行います。令和５年度は敷地内の一部に残る民有地の買収、ならびに西尾城遺

構の発掘調査を行います。発掘調査の結果をもとに、６年度に基本設計を、７年度

に実施設計を行い、８年度に整備工事を行います。 

最後に財源でございます。本事業は、歴史文化に着目し、西尾駅を中心とした地

域のにぎわい創出を目指す「都市再生整備計画事業（西尾駅周辺地区）」に位置づ

けられており、事業費の４０％が国から交付される見込みです。なお、令和５年度

以降は「都市構造再編集中支援事業」へ事業が変更となり、交付率が５０％に上が

る見込みです。 

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。 

特に質問がないようですので、続きまして、（５）「令和３年度西尾市ふれあい広

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（５）「令和３年度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。 

資料１３ページをご覧ください。 



西尾市ふれあい広場につきましては、西尾市ふれあい広場指定管理者評価委員会

規則において、その管理運営状況の評価を教育委員会に答申することとされていま

す。 

この度、令和３年度の評価について、令和４年７月２９日の金曜日に評価委員会

を開催し、調査・審議いたしましたので、その結果についてご報告させていただき

ます。 

「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年度分といたしまして、１億２千５３万６１１円でした。 

「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項目です。 

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２３年度から令和３年度まで過去１１年分の数値を表示しております。 

「利用者数」は、令和３年度の合計は、２０万８千７２９人で、前年度対比では、

７万４千４０６人の増になりました。 

「利用料金収入」は、令和３年度の合計５千５４８万３千円で、前年度対比では、

２千１７７万５千円の増になりました。 

前年度比としては、いずれも増加しましたが、感染予防対策による利用制限など

を継続していたため、コロナ前と比較すると６割程度でありました。 

次に、資料１４ページをご覧ください。 

「収支状況」ですが、「収入額」は、２億２１万９千３９１円、「支出額」は、1

億９千２９８万２千３７５円で、収支といたしましては、７２３万７千１６円の増

収でありました。 

収入の欄の「その他収入」２千４２０万５千６１０円の内訳は、健康づくり教室

などの参加料と、臨時休館、及び利用制限に伴う補償金であります。 

次に、「利用者意見の把握方法」でありますが、職員による声かけと、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とっておりますが、用紙で寄

せられた苦情・要望はご覧の２件であります。 

最後に、「管理運営状況の評価」でございますが、左の欄のスポーツ振興課の評

価といたしましては、「令和３年度も新型コロナウイルス感染症予防による臨時休

館、利用制限、時短営業により、通常とは異なる状況の中で、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、安心して楽しめる施設運営を進めるこ

とができた。」として評価は「Ｓ」であります。 

右の欄の評価委員会の評価は、「コロナ禍の難局において、最善を尽くして施設

運営に当たられた努力の跡を顕著に感じる。臨時休館や利用制限のある中で、前年

度より利用者の増加に結びつけたことは評価される。大きな事故もなく管理運営さ

れたことに感謝する。」として、評価は同じく「Ｓ」であります。 

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。 

特に質問がないようですので、日程４を終わります。 

教育委員会名義使用として、１４件提出されています。 

ご確認をお願いいたします。 



平岡委員  １７ページの教育委員会名義使用承認申請で、申請者・主催者が「社団法人暮ら

し振興支援機構」となっていますが、社団法人は一般社団法人または公益社団法人

に変更になったと認識していますが、確認はされていますか。 

学校教育課主

幹 

申請者からの申請に基づき承認をしてしまいましたが、委員の言われるとおりだ

と思います。今後はしっかりと確認をしていきたいと思います。 

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９月１４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８月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 


