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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。
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

教育長職務代理者の指名

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項の規定により平岡将
暢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

教育長

会議録の署名委員は、平岡委員、尾﨑委員
３

教育長

会議録署名委員の指名
を指名します。

前回会議録の承認

前回定例会及び臨時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）

それではご異議なしと認め、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
教育長

報告事項

（１） 教育長報告
朝夕の涼しさとともに空気が澄んで、さまざまな活動に気持ちよく取り組める季
節がやってきました。
本日は以下の３点について報告します。
１点目は、昨日、教頭会があり挨拶で２点のことをお願いしました。
１点目は、校長先生を支えて「笑顔の職員室」を作ってほしいこと。これは、４
月当初校長先生方にお願いしたことの確認です。
２点目は、部下を育ててほしいことです。本市の教員構成は、４０代後半をネッ
クとした下広がりのワイングラス状になっています。そのためミドルリーダーの育
成が急務となります。数少ない中堅教員が多忙のため、以前のようなＯＪＴが難し
くなりがちです。加えて働き方改革推進のため、時間的にも制約されてきています
が、「仕事は子どもの近く、自分の遠くから」という構えや、一つ上の立場を意識
して仕事をすること、学校全体を視野に入れて動くことなどについて伝わるよう
に、各学校においての工夫をお願いしました。
２点目は、部活動についてです。現在、校長会の部活動検討委員会の協力を得な
がら、市教委において西尾市小中学校部活動ガイドラインを作成中です。要点とな
っているのは、中学校の朝部活の扱いです。現状、三河部で朝部活を通年実施して
いるのは本市と豊川市のみです。生徒の心身の健康管理や働き方改革の点からも、
朝部活は縮減の方向ですが、単なる取りやめにすると、日没時刻と下校時刻の関係
から、冬場の２か月ほどは、平日の練習時間がほとんど無しになってしまいます。
一方、継続的な活動は、怪我の防止や技術向上に必要と考えられます。この実情へ
の対応を協議しているところです。今後、遅くとも年内にはガイドラインを完成さ
せ、年明けから周知して、来年度からの実施を予定しています。

３点目は、最近、再び話題に上がってきた「自己肯定感」についてです。これに
ついては、定例校長会でも話しました。「自己肯定感」については、今さらという
感もありますが、自己肯定感、自己存在感、集団帰属意識というキーワードのつな
がりは、積極的な生徒指導のポイントとして以前から重視されてきました。子供た
ちの自己肯定感や集団帰属意識を高めるためには、説得力のある評価や実感の伴っ
た活動が必要です。実際、それを狙った学校行事も多いと思います。一方、学年が
上がるほど褒め方は難しくなりがちです。思春期・反抗期の子供たちなら尚更です。
かと言って、褒められ認められてばかりのために、成人した後でも、足場のない自
己肯定感や過大な自己評価を有したままだと、社会不適応や意外な挫折につながる
ことがあります。アフターケアを整えた上で、厳しい評価や時には否定することも
大切です。
先月１４日に行われた体育大会でのこと、とある校長挨拶の力強い結句に感動し
ました。
「私たちの自慢の生徒を見ていってください。」これは評価という以上に愛
の発信ともいうべき言葉ですが、朝礼台に正対して微動だにしない生徒たちは誇ら
しげでした。保護者や地域の方たちも嬉しかったことと思います。勉強がちょっと
苦手だとしても部活が弱かったとしても、それよりも子供たちの素直に伸びようと
する姿を見据えて「自慢の生徒」と公言する校長でありたいものです。
こんな事例をお手本にして、教職員全員で子供たちへの思いを伝えていきたい。
学校全体を温かさで包むことができれば、落ち着いた学習環境も醸成され、自ずと
欠席も減っていくことでしょう。最近、学校によっては、全校出席や欠席の少ない
日をお祝いするなどの取り組みが散見されますが、ほほえましく思っています。
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

（２）教育部長報告
私からは、２点ご報告させていただきます。
１点目は、「市長と語る市政懇談会」についてです。
６月２０日の一色地区を皮切りに、１０月１５日の東部地区まで、１１会場にて
現在実施しております。市長が直接出向き、市政運営に関して説明し、事前に各地
区からいただいた質問や要望に対して、市長や教育長が説明しております。その後
は自由意見の交換を行い、それに対して所管部長などが回答しております。
教育委員会関係の質問や要望としましては、一色中学校の移転要望、特別支援学
校の建設関係、通学路の安全確保、花ノ木小学校プール敷地の有効利用、子ども会
の運営継続、中畑ふれあいセンター建設の進捗状況、新たな奨学金制度の創設など、
いろいろと出ており、回答しているところでございます。
２点目は、ＰＦＩ事業関連の教育委員会関係施設の状況についてです。
まず、懸案の吉良支所棟の用途変更ですが、業務期間内に実施計画図書の提出が
されず、契約解除事由に該当するため、設計業務を委託していた矢作建設工業との
契約を９月１９日に解除しました。このため、改めて設計業務を入札発注すること
になったため、開館時期は未定となりました。
想定される予定としましては、今年度中に実施設計を終え、来年度早々に予算確
保した上で、工事の入札を行い、来年１２月末くらいまでに完成させ、その後に機
能移転などの準備を行い、生涯学習機能としては、令和３年４月くらいからの使用
を想定しております。

また、吉良アリーナ棟の建設の遅れに伴い、耐震性は低いですが、利用者の利便
性を考慮して、やむなく継続使用することとした吉良野外趣味活動施設の体育館の
耐震改修ですが、無事設計業務を終え、現在改修工事の入札準備をしておりまして、
来年２月から５月までに工事を行い、７月からの利用に向けて、現在進めておりま
す。
なお、工事費用につきましては、現在確保している予算の範囲内で収まる見込み
でございます。
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３９号
て」、
「議案第４０号

西尾市八ツ面ふれあいセンターの指定管理者の指定につい
西尾市福地ふれあいセンターの指定管理者の指定について」、

「議案第４１号

西尾市米津ふれあいセンターの指定管理者の指定について」及び

「議案第４２号

西尾市西野町ふれあいセンター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。
生涯学習課長

ただいま議題となりました４議案につきまして、一括して提案理由をご説明申し
上げます。
本案は、議案第３９号の西尾市八ツ面ふれあいセンターを始めとする４つのふれ
あいセンターにつきまして、西尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等条例第
６条第３号の規定により、地元の任意団体を指定管理者に任意指定することとし、
その指定期間を令和２年４月１日から令和７年３月３１日までとしたいとするも
のでございます。
議案第３９号の西尾市八ツ面ふれあいセンター、議案第４０号の西尾市福地ふれ
あいセンター及び議案第４１号の西尾市米津ふれあいセンターにつきましては、平
成２７年度から指定管理者制度を導入し、地元の任意団体を指定管理者としてきま
したが、今年度末に指定期間が満了となります。
３施設ともに指定期間中、公民館の設置目的に即した指定管理業務を適切に行
い、併せて地元との協働により、地域に根ざした管理運営を行っておりますので、
その実績を踏まえ、引き続き、現在と同じ地元の任意団体を指定管理者として任意
指定したいとするものでございます。
それぞれの指定管理者につきましては、議案第３９号の西尾市八ツ面ふれあいセ
ンターにつきましては、八ツ面ふれあいセンター友の会、会長

柘植雅晴に、議案

第４０号の西尾市福地ふれあいセンターにつきましては、福地ふれあいセンター運
営委員会、会長

石原毅に、議案第４１号の西尾市米津ふれあいセンターにつきま

しては、米津ふれあいセンター友の会、会長

青山勝としたいとするものでござい

ます。
次に、議案第４２号の西尾市西野町ふれあいセンターにつきましては、現在は市
の直営による管理運営を行っておりますが、地元の任意団体から指定管理者として
施設の管理運営をしていきたいと強い要望を受けました。
その団体は平成２７年に西野町ふれあいセンターの管理運営の支援に特化した
組織として設立されており、八ツ面ふれあいセンター友の会など、現在指定管理者
となっている地元の任意団体と同様の組織であります。設立以降指定管理に向けた
準備と併せて施設の管理運営の支援を行っており、地域に根ざした管理運営が期待

できます。
従いまして、西野町ふれあいセンター運営委員会、会長山田守を新たに指定管理
者として任意指定したいとするものでございます。
指定管理者となるそれぞれの地元の任意団体の概要につきましては、参考資料を
添付してございますので、ご確認いただきたいと思います。
なお、本案につきましては、９月２４日に開催しました社会教育審議会において
承認をいただいております。
また、指定管理者の指定につきましては、地方自治法第２４４条の２第６項の規
定により、議会の議決が必要であるため、西尾市議会１２月定例会に議案を提出し、
議決後は、教育委員会にて指定してまいります。
以上、４施設の指定管理者の指定に係る提案理由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。

髙須委員

今回、４つのふれあいセンターで指定管理者に指定ということで、３つはすでに
指定管理者になっており、新たにもう一つとのことですが、他のふれあいセンター
の状況はどのようでしょうか。

生涯学習課長

現在、教育委員会が所管する公民館につきましては、１５あります。その中で現
時点に指定管理者制度を導入しているのが、ご説明いたしました八ツ面、福地、米
津です。もう 1 件が平成３０年度から一色町公民館をＰＦＩ事業の関係で指定管理
者としています。１５のうち４つが指定管理者、残りの１１が市の直営で運営して
います。

髙須委員

今後、残りの１１の施設についても指定管理者に移行していくということですか。

生涯学習課長

基本的には公民館の管理運営につきましては、直営を原則としております。理由
といたしましては、指定管理者制度は民間のノウハウを活用して市民サービスの向
上や経費節減という効率的、効果的な制度ではありますが、公民館そのものが社会
教育施設であり、営業、宣伝行為ができないなど様々な規制がありますし、使用料
も安価で民間が運営することに適していないため直営としています。
ただし、平成２７年度から３施設を地元の任意団体での指定管理者制度を導入し
た結果、公民館の設置目的に即して地域に根差した管理運営ができていますので、
地元から要望があれば、その都度様々な状況を踏まえたうえで総合的に判断してい
きたいと考えています。

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３９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４０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４１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４２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）第１４回にしお本まつりについて説明をお願いします。

教育部次長

ただいま議題となりました第１４回にしお本まつりについて、ご説明申し上げま
す。
その他議題（１）資料をご覧ください。
にしお本まつりは、平成１８年度から毎秋行っている、「本のまち西尾」を広く
アピールする全国でも珍しい「本のおまつり」で、今年は、１０月２６日土曜日と
２７日日曜日の２日間、西尾市岩瀬文庫と西尾市立図書館を会場として開催いたし
ます。
行事内容は、例年好評の古本市や本・雑誌のリサイクル市、国登録有形文化財岩
瀬文庫旧書庫の内部特別公開などをはじめ、にしお本まつり実行委員会が主催し、
各種団体やボランティアの方たちなど、大勢の市民の皆様方の参加や協力を得て、
様々な企画が計画されております。
また今回は、宮内庁書陵部主任研究員・田代圭一氏、絵本作家・飯野和好氏を講
師にお招きしての講演会を行います。
周知につきましては、広報や市ホームページに告知記事を掲載するとともに、各
町内会へのチラシの回覧や市内公共施設、商店、県内の図書館などにポスターを掲
示してＰＲしております。
毎年、市内外からの多くの人出で賑わう催しであります。委員各位におかれまし
ても、是非、会場に足をお運びいただきたいと存じます。
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）第６０回記念西尾市美術展につ
いて説明をお願いします。

教育部次長

ただいま議題となりました第６０回記念西尾市美術展について、ご説明いたしま
す。
その他議題（２）資料をご覧ください。
西尾市美術展は、美術の各分野における市民の創造活動を促進し、その成果の発
表と鑑賞の機会を提供することにより、市民の美術活動の振興を目的に西尾文化協
会に委託し、開催いたします。
今回は、６０回を記念した美術展として、１１月２２日の金曜日から２４日の日

曜日までの３日間、西尾市文化会館を会場として開催いたします。
出品種目は、日本画、洋画、彫塑、陶芸、工芸、書、写真、デザイン、水墨画の
９部門でございます。
応募された作品はすべて展示いたしますが、今後、西尾市長賞をはじめとした、
各部門から優秀作品が選定されます。また、６０回を記念した特別賞として、山本
眞輔賞を決定いたします。
作品の応募につきましては、1１月２日まで募集中でありますが、昨年は、市内
外から３４６点の応募がございました。
教育委員の皆様方におかれましても、是非、会場に足をお運びいただきたいと存
じます。
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。

教育長

特に質問がないようですので、続きまして（３）第７３回全国お茶まつり愛知大
会協賛「西尾市岩瀬文庫企画展『茶』～岩瀬文庫資料にみる茶のさまざま～」につ
いて説明をお願いします。

文化振興課主幹

ただいま議題となりました第７３回全国お茶まつり愛知大会協賛「西尾市岩瀬文
庫企画展『茶』～岩瀬文庫資料にみる茶のさまざま～」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。
西尾市岩瀬文庫では１０月１２日土曜日から令和２年１月１９日日曜日まで、
２階企画展示室におきまして、企画展『茶』～岩瀬文庫資料にみる茶のさまざま～
を開催します。
期間中の１１月１６日土曜日・１７日日曜日に当市で１５年ぶりに開催される
「第７３回全国お茶まつり愛知大会」に協賛し、西尾市の特産品であるお茶を、岩
瀬文庫も一緒になってＰＲする企画です。漢方薬書、茶道書、浮世草子、名所案内
記などの所蔵の古典籍を通じ、さまざまな側面から人々が親しんできたお茶にまつ
わる文化を紹介します。
また今回の展示では、初展示となる明治期の西尾製茶の関係資料も出品します。
全国有数の茶どころ西尾の黎明期をしのぶ、貴重な資料です。
他にも、期間中には、江戸時代のお茶に関する資料を読み解く古文書講座や展示
解説などの関連行事も計画しています。
西尾が誇る「お茶」の、バラエティに富んだ魅力に触れていただける企画展です。
多くの方々のご来場をお待ちしております。
以上で、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６を終わります。

教育長

この他、何か連絡事項はありますか。

教育庶務課長

県立特別支援学校及び新学校給食センター建設に係る説明会の開催について、ご
案内させていただきます。
資料はございません。
開催日時及び会場は、令和元年度１１月２７日火曜日午後６時３０分から福地ふ
れあいセンター多目的ホールで行います。現在、愛知県と西尾市で共同開催として、

開催要領など調整中ですので、次回１１月定例会でご報告させていただきます。
よろしくお願いいたします。
教育長

この他、何か連絡事項はありますか。

平岡委員

２点、質問とお願いをさせてください。
先月、中学校の体育大会に何校か参加させていただきました。まだ暑い時期が続
いており、熱中症対策については、どの学校も意思統一され、ケアしていただいて
いることがよくわかりました。
そういったことから、熱中症等の対策で氷や冷却用品のために冷蔵庫や冷凍庫が
必要になると思います。給食用ではなく、別途の利用目的で配置されていると思い
ますが、各校の配置状況をお聞かせいただきたいことと、老朽化していれば積極的
に更新していただきたいと思いますので、方針をお聞かせください。

学校教育課長

現在、保健室と職員室に冷蔵庫があり、氷を作り、貯めております。特に保健室
においては熱中症対策として冷却用品や氷を準備しています。また、熱中症が心配
される時期は、イオン飲料も冷やしておき、すぐに対応できるようにしています。

教育長

実際にはたくさんの量を持っているわけではないですが、熱中症になってしまっ
たような子に対応するレベルの量であり、全員に行き渡るという量ではありませ
ん。

学校教育課長

大規模校でも小規模校でも同じように冷蔵庫が１個ずつでは需要と供給のバラ
ンスが異なると思います。情報収集しながら対応を検討していきたいと思います。

平岡委員

２点目ですが、台風１９号が接近しており、今週末には東海地方にもかなり影響
が出ることが予想されます。市民体育大会が始まっていますので、小中学生が参加
する競技の対応は早めに指示を出していただき、無理や怪我のないようにお願いし
たいと思います。

学校教育課長

かなり大きな台風でありますので、早めの指示が出せるよう指導を行っていきま
す。修学旅行を延期した学校も２校あります。

教育長

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。

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

次回は令和元年１１月１３日水曜日午前１０時から予定されています。
ご都合は、いかがでしょうか。

教育長

ありがとうございました。
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。

