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会議録署名委員の指名について
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前回会議録の承認について
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（１）教 育 長 報 告
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５
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（１）西尾市立小中学校における携帯電話等の取扱いに関するガイドラインについて
【学校教育課】
（２）一色マラソン大会の中止について【スポーツ振興課】

添付書類

教育委員会名義使用 ３件

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９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

会議録の署名委員は、平岡委員、尾﨑委員 を指名します。
２

教育長

会議録署名委員の指名
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、前回定例会及び臨時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

教育長

報告事項

（１） 教育長報告
９月１日を皮切りに修学旅行が始まりました。各校、万難を排した体制で臨んで
います。何とか、全小中学校ともに、滞りなく終えられることを心から願っていま
す。
「ＷＩＴＨコロナ」とか「ＰＯＳＴコロナ」という造語を耳にします。どちらも
語感以上に、コロナウイルスとの距離感が快くありません。そのうちにワクチンが
できて、コロナがインフルエンザと同様となれば、これらの言葉も泡沫の如く姿を
消すのかもしれませんが。
コロナに関わるさまざまなシミュレーションを重ねる中で、教育委員会としての
在り方を改めて問われる場面がいくつもありました。感染情報の開示や感染者発生
時の行事への対応等について、市内全校を統一する際にも考えを巡らしました。私
たちは、何を守ろうとしているのか、誰の幸せを願っているのかと。「はじめに子
どもありき」が最上理念であることは分かっていても、現実の場面では、行政上の
立場や関係者の思惑が交錯する中で判断に迷うことがあります。これからも感性を
研ぎ澄まして対応にあたらなくてはと自戒いたしました。
「新しい生活様式」は社会に定着しつつあります。しかしながら学校における対
策は、教育的に見ると決して健全なことばかりではありません。そもそも学校とい
うところは、子ども集団内のコミュニケーションが密になるほど教育力は増大し、
学力向上もモラル形成も促進されます。子どもたちの関係性を、できる限り密接に
かつ健全な価値観のもとに正常化すべく、様々な教育活動が展開されているわけで
す。にもかかわらず現状は逆行しています。その最たるものは給食です。給食は、
全ての子どもたちにとって等しく楽しい、人間関係形成の場であり、学級経営の要
の一つとなる時間です。前を向いたまま一人で静かに食べることは、食育の理念か
らも全く逸脱しているだけでなく、子どもたちの精神衛生上極めて良くありませ
ん。話し合い活動は言うまでもなく、合唱や応援合戦にせよ、そういう教育的価値
を包含しています。このことをしっかりと認識し、不健全な生活様式の蔓延を容認
しないように努めていくことは、ＩＣＴ教育が急拡大するこれからの学校教育を展

望するに不可欠と考えられます。
現時点では、休校等の対応は発生しておりませんが、毎日のように濃厚接触者特
定やＰＣＲ検査の報告が届きます。今後も、教育委員会としては、感染拡大や風評
被害を食い止めるとともに、子どもたちに、確かな生きる力「知・徳・体」が育ま
れるように努めていきます。
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、２点ご報告させていただきます。
１点目は、西尾市議会における教育委員会委員の任命同意についてです。
お手元に議案の写しを配付しましたので、ご覧ください。
議会初日の９月１日に、髙須京子委員の任期満了に伴う、教育委員会委員の任命
の同意について、議案が上程され、議員全員の賛成により、同意されました。
任期は、令和２年１０月１日から令和６年９月３０日までの４年間となりますの
で、よろしくお願いいたします。
なお、議案の参考資料として、石崎さんの経歴の大要が裏面にありますので、合
わせてご覧ください。
少し早いのですが、髙須委員におかれましては、平成２４年１０月から８年間に
亘り、教育行政にご尽力いただき、ありがとうございました。
２点目は、新型コロナウイルス感染症に関する学校の対応などについてです。
まず、児童生徒の感染状況としましては、今までに感染者が１名、濃厚接触者に
指定されたものは多数おりますが、今のところは幸いにも臨時休校とすることなく
学校運営に支障は出ておりません。
保健所からはほとんど感染者や濃厚接触者の情報が来ない中で、これは教育委員
会からの指示を各校が理解し、保護者にも何度もお知らせし、信頼関係を築く中で、
きちんと情報提供していただけている賜物であると感じております。
次に、西尾市中学校総合体育大会ですが、大会開催自体が危ぶまれる中、７月１
８日から２２日までと８月８日の６日間で、教職員を始めとして、たくさんの方々
のご配慮とご協力のおかげで、全種目を無事終えることが出来ました。
そして、前回の定例会でも行事予定をご案内させていただきましたが、修学旅行
が９月１日から始まりました。
新聞やテレビなどで実施の可否などについて、いろいろと取りざたされています
が、各校では行先や行程などに十分配慮しながら、本日までに５校の中学校が無事
終えて、元気に帰ってきています。
今後も修学旅行だけでなく、野外学習や自然学習、運動会や体育大会、そして学
芸会や文化祭など、多くの学校行事があります。
大人たちの都合で安易に中止することなく、教育委員会として「子どもたちのた
めに何が必要か、何が出来るのか」を常に念頭に置いて、これからも対応していき
たいと思います。
その他としまして、５日の土曜日には「西尾城二之丸丑寅櫓完成記念講演会」を
開催しました。西尾城が城郭や規模など、天下の名城であったと改めて知ることが
でき、もっともっと多くの市民に知ってもらい、岩瀬文庫と共に西尾城が西尾市の
「誇り」として再認識してもらいたいと強く思いました。
熱く語ってくれた講師の一人で、二之丸丑寅櫓の設計をされた三浦正幸先生は、

ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」の建築考証もしてみえます。
「麒麟がくる」と言えば明智光秀公ですが、本日お配りしている「岩瀬文庫だよ
り」の表紙は、光秀公の謀反の決意表明だとされている有名な発句です。この句の
解説は中に記されていますので、後ほどご覧ください。
この岩瀬文庫の蔵書は、岐阜市歴史博物館で現在開催されている大河ドラマ館に
貸出中のため、今は手に取って見ることは出来ませんが、どのように展示されてい
るのか、我が子を見る思いで、コロナ禍ではありますが、会期中にぜひ出かけたい
と思っています。
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 西尾市歴史公園指定管理者選考委員の任命について」、提案理
由の説明をお願いします。

観光文化振興
課長

ただいま議題となりました、議案第６０号「西尾市歴史公園指定管理者選考委員
の任命について」ご説明申し上げます。
議案第６０号資料をご覧ください。
提案理由でございますが、西尾市指定管理者選考委員会規則第４条第２項に基づ
き、教育委員会が委員を任命することになっているためでございます。
次ページをご覧ください。
任命の承認を受けたい西尾市歴史公園指定管理者選考委員名簿（案）でございま
す。
市民の代表又は学識経験を有する者および市職員から選任しております。任期
は、令和２年９月１５日から令和３年３月３１日まででございます。
なお、西尾市歴史公園指定管理者選考委員会は、西尾市歴史公園の指定管理者の
選考などを公平かつ適正に行うための附属機関でございます。
以上、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。

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６０号を採決します。
本案は、原案どおり同意することに、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、原案どおり同意いたします。

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）西尾市立小中学校における携帯電話等の取扱いに関するガイドラインにつ
いて、説明をお願いします。

学校教育課長

その他議題（１）資料をご覧ください。
「西尾市小中学校における携帯電話等の取扱いに関するガイドラインについて」
ご説明いたします。
令和２年７月３１日付けで、文部科学省より「学校における携帯電話の取扱い等

について」通知文が発出されました。その通知内容の一つに、
「学校及び教育委員
会においては、学校における携帯電話の取扱いに関して、各学校や地域の実態を踏
まえた上で、基本的な指導方針を定め、児童生徒及び保護者に周知するとともに、
児童生徒へ指導を行っていくこと。
」と示されました。そこで、西尾市教育委員会
としての指導指針を示したものが、本ガイドラインになります。
そして、本ガイドライは、全家庭に配付し、児童生徒及び保護者に周知していき
ます。
本市の学校における携帯電話の取扱いに対する基本的な考え方は、文部科学省が
示した指針を受け、小中学校等における児童生徒の携帯電話の持ち込みを「原則禁
止」とします。しかし、児童生徒の安全確保の上で、やむを得ず持ち込む事情が生
じた場合は、保護者の申し出により許可していきます。
なお、裏面の「携帯電話等の取扱いに関する同意確認書」につきましては、教育
委員会が作成した「同意確認書」のひな型になります。
以上で、その他議題（１）資料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。

平岡委員

意見です。ガイドラインの「２

学校での指導について」の（３）に、「ＰＴＡ

研修等を実施して、携帯電話等の利用に関する保護者の理解を深めること」とござ
います。
先日、小学校４年生の子が、スマホのゲームで知り合った大人の男性と一緒にい
て二日間家に帰らなかった事案がありました。常にこういう問題は発生していま
す。本年度の西尾市ＰＴＡ連絡協議会の会長以下役員様方もこの部分については大
変危惧をされているところでございます。
１１月２０日にＰＴＡの会長と母親代表の合同研修会が文化会館で開催されま
す。お時間の都合もあるかと思いますが、著名な方を講師にお呼びし、感染症対策
も行ったうえで講演会という形式で研修会が開催されますので、よろしければ教育
委員会事務局からもご出席いただき、情報収集にお努めいただけるとありがたいと
思います。
今後の指導としては、携帯電話やスマートフォンがあることが当たり前の時代に
なっていますので、例えば、小学校入学式前に保護者を集めての研修会を学校やＰ
ＴＡで取り組んでいただき、小さいお子さんを守るためにこれまで以上に力を入れ
ていただきたいと思います。
学校教育課長

ぜひ参加させていただきます。

教育長

他に質問がないようですので、続きまして（２）一色マラソン大会の中止につい
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、「一色マラソン大会の中止について」ご説明申し上
げます。
令和３年１月２４日に開催を予定していた「第５６回一色マラソン大会」につき
まして、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止と決定しましたのでご報
告いたします。
実行委員会において、規模を縮小して開催できないかと検討してきましたが、参
加されるランナーや大会を運営するスタッフ及びボランティアの皆様の安心安全
を最優先するため、中止という判断に至りました。

また、令和３年度は西尾市において、フルマラソン大会の開催を予定しておりま
す。このフルマラソン大会開催を受け、本市と一色マラソン大会実行委員会で「一
色マラソン大会の今後について」の協議を重ねてまいりました。結論として、ボラ
ンティアの確保や運営方法など一色マラソン大会とフルマラソン大会の両立は課
題が多いことから、実行委員会の意向を尊重し、一色マラソン大会は今年度を持っ
て区切りとさせていただくという判断に至りました。
なお、一色マラソン大会は、最後の大会となるため、第５６回一色マラソン大会
の代替イベントとして、資料にもありますとおりスマートフォンアプリを活用して
ＧＰＳ計測によるオンラインマラソン「一色マラソンファイナルｗｉｔｈＴＡＴＴ
Ａラン」を開催します。また、イベントの開催期間に合わせて一色マラソン大会の
歴史を振り返る写真展の開催や記念誌の発行を予定しています。
以上で、一色マラソン大会の中止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。

髙須委員

ＴＡＴＴＡアプリについて、もう少し詳しく教えていただけますか。

スポーツ振興

今年の８月に株式会社アールビーズと包括連携協定を結び、アールビーズが運営

課長

しているＴＡＴＴＡというアプリがあります。ＧＰＳを利用し、ランニングやウォ
ーキング、サイクリングなどいろいろな計測ができるアプリでございます。
このアプリを利用したオンラインマラソンは昨年中止となった名古屋ウィメン
ズマラソンや今年中止になった豊田マラソンがあり、集まることが難しい時期です
ので、それぞれがこのアプリをダウンロードし、それぞれの場所で距離を測り、距
離を達成された方に参加賞や記念品を贈呈する大会となります。

高須委員

どこを走ってもＧＰＳで距離を計測し、時間も計測されるのですか。

スポーツ振興

時間の計測も行い、距離も自動で計測するアプリでございます。

課長

この大会はハーフマラソンの２１．０９７５キロメートルを１月１１日から２４
日までの２週間の間に合計で走っていただければよいというルールでございます。

髙須委員

１日にどれだけと決めずに、合計でその距離を走ればよいということですか。

スポーツ振興

はい、そうです。１日で走っていただいても結構ですし、この距離以上を走って

課長
平岡委員

いただいてももちろん結構です。
特典のところで、令和３年度開催予定の「にしおマラソン」へ先行して申し込み
いただけるとのことですが、フルマラソンの定員を超えてしまうという心配はあり
ませんか。

スポーツ振興
課長

フルマラソンは現在のところ８千人規模を予定していますので、その中で優先的
にエントリーできる資格を与えたいものです。

教育長

他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３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２年１０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。
ご都合は、いかがでしょうか。

教育長

それでは、最後になって大変恐縮でありますが、髙須委員がこの定例会が最後の

教育委員会会議となりますので、ごあいさつをお願いしたいと思います
髙須委員

失礼いたします。とうとう今日が最後となり、お時間をいただきありがとうござ
います。
ごあいさつをさせていただきたいと思います。
２期８年間を、あっという間に過ぎたとは決して申しませんが、月日が流れるの
は早いもので、あと２０日で任期を終えようとしています。
世間知らずの私が、教育委員という大役をお受けして良いものか、教育委員長の
お話があったときも私で務まるのかどうかという不安がありました。
その私の胸の内を母にこぼしたとき、母は気楽に「それはあなたの力ではないよ、
みなさんのおかげだよ」と言ってくれたことを昨日思い出しました。
確かにみなさんのおかげで、みなさんに温かく見守っていただき、そして支えて
いただいたおかげ、それから家族が陰ながら応援してくれたおかげだと思っており
ます。
本当に感謝を申し上げます。
いま、日本中も世界中もコロナ禍ということで、みなさんも通常とは異なる業務
で本当に大変だと思いますが、どうぞお体を大切に、そして健やかに過ごしていた
だけたらと思っております。
そして、ますますのご活躍をお祈り申し上げ、あいさつとさせていただきます。
長い間、本当にありがとうございました。

教育長

髙須委員、本当にありがとうございました。
どれほどお力添えをいただいたことかわかりません。
ご尽力に応えられるよう頑張ってまいります。

教育長

これをもちまして西尾市教育委員会９月定例会を閉会いたします。
ありがとうございました。

