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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９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 教育長職務代理者の指名 

教育長  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、令和４

年１０月１日から尾﨑まゆみ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 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。 

 ３ 前回会議録の承認 

教育長 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） 

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。 

 ４ 報告事項 

教育長 （１）教育長報告 

朝夕の秋空を背景に、ツクツクボウシが一生懸命夏の終わりを告げていますが、

日が高くなると入道雲が台頭し、日差しがアスファルトを焼きます。麗しい四季の

移ろいはどうなってしまったのでしょう。 

学校では、徐々に感染状況が落ち着きつつあり、体育祭や修学旅行等、学校行事

が進められています。来月初めには、中学校の新人戦も始まりますが、この夏の大

会を振り返ってみると、平坂中学校剣道部女子は愛知県史上初の県大会５連覇、吉

良中学校野球部は本市野球部史上初の県大会優勝。いずれも天晴快挙と祝したいも

のです。その他にもコロナのアクシデントに見舞われながらも善戦を繰り広げた部

が幾つもありました。市内大会会場のいずこにおいても、入学以来、さまざまな閉

塞感に満ちた学校生活を送らざるを得なかった生徒たちのリベンジというか、面目

躍如の輝きで満ちていました。生徒たちのすがすがしい姿を見るにつけ、部活動の

価値を実感させられます。 

一方、全国大会の出場に当たっては、予想だにしなかった事件が起きました。水

泳競技では、何とリレー種目だけが中止となったのです。チーム４人で力を合わせ

て県大会で全国標準記録を突破し、全国大会を楽しみにしていた鶴城中学校の選手

たちの落胆はいかばかりだったのでしょうか。全国大会を主催する中学校体育連盟

の事情を探ってみたところ、当初予定していた長水路のプールが壊れてしまったた

め、急遽会場を変更し短水路のプールとなり、大会日程がタイトとなったため、や

むを得ずリレーを割愛したとのこと。全く呆れてしまう顛末でした。リレーを割愛

する以外の方法が全くなかったとは到底考えられず、その判断をした方たちは、教

育関係者としては無論失格ですし、その人間性すら疑いたくなります。                                                                      

大人側の都合で子どもたちや保護者に不信感を与えるようなことは、教育界では



あってはなりません。学校体育の振興と発展に寄与すべき中学校体育連盟の今夏の

体たらくは、その存続も問われるべき失態であると同時に、公教育の信頼感を大き

く揺らがす事件であったと思います。 

行政が、公教育の信頼感を維持しながら施策を進めていくうえで、公平性は厳守

されるべきものです。とりわけ地域格差や経済格差が拡大する昨今であるからこ

そ、行政は、教育格差を生じさせないように進めなくてはなりません。しかし実際

には、地方自治体の財政状況は、教育環境の充実度に大きく反映しています。また

一市町村内においてもさまざまな地域事情により、格差が生まれている状況も見ら

れます。しかしながら、少なくとも地域の教育格差を助長させていくような施策の

推進はあってはなりません。教育委員会としては、その点を肝に銘じて取り組んで

いきたいと思います。 

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、３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。 

議会初日の９月１日に、武内基亘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４年１０月１日から令和８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。 

２点目は、西尾市議会９月定例会についてです。 

教育委員会の関係議案といたしましては、補正予算がございます。これにつきま

しては、昨日の予算決算委員会文教分科会に付託され、議員全員の賛成で「原案ど

おり可決すべきもの」と決しました。今後は９月２９日の本会議最終日において正

式決定されます。 

次に、一般質問ですが、９月２日を皮切りに３日間で行われ、教育委員会関係分

では、学校給食の無償化、コロナ対策、矢田小学校の敷地、不登校対応、学校プー

ルの全体計画、学校施設長寿命化計画、ヤングケアラーなどについてなど１１名の

議員から１３議題４３項目について質問がございました。 

答弁内容につきましては、既に地方紙などで報道されておりますので省略させて

いただきますが、大半は、現在の取り組み状況や今後の課題の確認などでありまし

たが、今後の学校運営に影響する答弁がございましたのでお伝えします。矢田保育

園の跡地利用に関するもので、「矢田保育園の跡地は、一部を新設道路として、残

りを矢田小学校敷地として利用する。」方針となっております。 

矢田小学校は、校舎側の敷地と保育園跡地を含めた運動場側の敷地の間に市道が

存在します。将来の学校敷地全体の利用形態については、当該道路を含めた周辺道

路の整備などの方針を踏まえた上で、決定していく必要があると考えております。 

なお、保育園跡地の当面の利用としては、令和７年度に矢田保育園が移転し園舎

が撤去されましたら速やかに、隣接する運動場の拡張用地として活用してきたいと

考えております。」と申し上げました。 

３点目は、学校給食費の公費負担についてです。 

７月の定例会の部長報告で学校給食については、「今後、保護者に負担いただい

ている賄材料費だけでは対応できなくなった場合には、増加分を市で負担していく



ことになる見込みです。」と申し上げました。実際に１０月からは様々な食材が値

上げされる状況となっております。いよいよ、現在、保護者に負担いただいている

小学校２７０円、中学校３１０円の食材費では給食を提供していくことが難しくな

ってまいりました。 

そのため、１０月から、１食あたりの賄材料費価格の上限を見直すこととし、値

上げ分については市で負担していくことで事務調整しております。 

私からは以上です。 

教育長 日程４を終わります。 

日程５、その他を議題とします。 

（１）「小学校プール全体計画策定の中間報告について」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）「小学校プール全体計画策定の中

間報告について」、ご説明申し上げます。 

その他議題（１）資料をご覧ください。 

小学校プールにつきましては、平成２８年５月に定めた「学校プール管理運営基

本方針」に基づき、温水プールの利用について、検討を行ってまいりました。 

温水プールの利用検討につきましては、モデルプランとして、令和元年度から矢

田小学校、令和３年度から花ノ木小学校と横須賀小学校が「小学校水泳指導支援委

託業務」として、温水プールでの水泳授業を実施しており、本年度が検証期間の最

終年度となります。 

これらの検証結果を踏まえ、本年度中に「小学校プール全体計画」を策定する予

定でございます。 

計画策定に先立ち、温水プールを利用した水泳授業に対するアンケート結果、学

校プールを維持・更新した場合と温水プールへ移行した場合とのコスト比較、また

それぞれのメリットやデメリットを踏まえ、これまで検証を行ってきた内容につい

て、中間報告をさせていただきます。 

資料につきましては、「その他議題（１）資料」と「参考資料 小学校プール全体

計画(素案)」をつけさせていただいております。 

小学校プール全体計画(素案)の１ページ目に「１ 背景」、「２ 目的」、「３ 計

画期間」を記載させていただいております。 

計画期間は令和５年度から令和２５年度の２１年間を計画期間としております。 

それでは、「その他議題（１）資料」の「１ 小学校水泳授業について」説明を

させていただきます。 

小学校における水泳授業は、水に親しみながら体力の向上を図るとともに、「水

辺に囲まれている」という本市の地理的環境を鑑み、安全確保にもつながる運動と

して、大変意義のあるものであります。 

本市における教育の在り方として、将来を担う全ての子ども達にできるだけ良い

環境で教育を受ける機会を提供していくためには、ひとつの市の中で、子ども達に

教育格差が生じることなく、また、学校運営に支障をきたさないよう、水泳授業が

実施されることが不可欠であると考えております。 

また、本市の小学校プールは建設後５０年以上経過した学校が５校、４０年以上

が１３校、３０年以上が３校、２０年以上が１校で、約８割の学校プールが４０年

以上経過しております。 



横須賀小学校は、プール槽の漏水や傾きのため使用ができない状況です。矢田小

学校及び花ノ木小学校は、校舎増築のための用地確保や老朽化により取り壊してお

ります。この３校はモデル校として温水プールを利用した水泳授業を実施しており

ます。 

全体計画（素案）２ページをご覧ください。表につきましては学校プールを現在

使用している学校２２校を建築年が古い順に表したものになります。 

続いて、その他議題（１）資料「２ 温水プールを利用した水泳事業のアンケー

ト結果」についてご説明申し上げます。 

温水プールを利用して水泳授業を実施しております矢田小学校、花ノ木小学校及

び横須賀小学校のモデル校の高学年児童、保護者及び教員に本年の６月下旬から７

月上旬にアンケートを実施いたしました。 

アンケートで、「温水プールを利用した水泳授業についてどう思いますか」と質

問をいたしましたところ、児童は９２％、保護者は９１％、教員の９１％が「よい

と思う」という回答がありました。 

また、未実施校ＰＴＡ会長・校長に同じ質問をいたしましたところ、「実施した

い」という回答が８３％ありました。「温水プールを利用した水泳授業」について

は、多くの方から良い回答を得ています。アンケート結果の詳細につきましては、

全体計画（素案）の３ページから７ページに記載しております。 

続いて、「３ 温水プール利用のメリット・デメリット」についてご説明申し上

げます。温水プール利用のメリットとして、「天候や気温に左右されず年間を通じ

て安定した水泳授業が実施できる。」「専門のインストラクターの指導が受けられる

ことで泳力の向上につながる。」「プールの維持管理が必要でないため、教員の負担

軽減となる。」などが挙げられます。 

一方、デメリットとして、「冬季の授業における寒さ対策などの健康管理が必要

である。」「バスでの往復の移動時間を考慮しなければならない。」「温水プールがな

くなると水泳授業ができなくなる。」などが挙げられます。 

全体計画（素案）では、１７ページにプールを更新した場合と温水プールに移行

した場合、一部の学校プールを更新した場合のそれぞれのメリットとデメリットを

整理したものが記載してあります。 

次に「４ 温水プール授業必要回数」「５ 温水プール授業実施可能数」を併せ

てご説明申し上げます。 

初めに「授業必要回数」ですが、すべての小学校の学級数は３５９学級になりま

す。１学級年間４回の授業を実施しますと、１,４３６回の授業が必要となります。 

次に、現在、「水泳指導支援業務」で使用しております西尾ドルフィンスイミン

グスクールとホワイトウェイブ２１を週５日の午前中で利用した場合の「実施可能

回数」は、それぞれ５６０回になり合計をすると１,１２０回になります。 

すべての小学校の「授業必要回数」１，４３６回と現在利用可能な温水プールで

「授業実施可能数」を差し引くと３１６回分が不足することになります。すべての

学校が温水プールで水泳授業を行う場合は、新たな温水プールが必要になります。

詳細については全体計画（素案）の、８ページに記載しております。 

続いて、資料１の裏面に移ります。「６ 温水プールへの学校割り当て案」につ

いてご説明申し上げます。 

すべての小学校が温水プールに移行できるように、学級数や温水プールまでの距



離を勘案して、現在、使用しています西尾ドルフィンスイミングスクールとホワイ

トウェイブ２１、新たに必要となる温水プールに割り当てを行ったものになりま

す。ブルーの楕円で囲ってありますのが、既設の温水プールを利用するとして割り

当てる学校、グリーンで囲ってありますのが、新たな温水プールに割り当てる学校

の案でございます。拡大図が、全体計画（素案）の、最後のページ１９ページに記

載しております。 

続いて、「７ ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の比較」について説明を申し上

げます。初めに、（１）学校プールを更新した場合のＬＣＣですが、小学校２５校

すべてのプールを更新し、５０年間維持管理した場合のＬＣＣは、９３億９千８８

２万５千円になります。ＬＣＣの算出方法につきましては、全体計画（素案）の、

９ページ、１０ページに記載しております。 

（２）温水プールに移行した場合のＬＣＣでございますが、小学校２５校すべて

の水泳事業を５０年間委託した場合のコストは４０億４千９５２万円になります。

詳細については全体計画（素案）の１１ページ、１２ページに記載しております。 

また、すべての小学校プールを温水プール移行するためには、現在利用している

温水プールだけでは受け入れができないため、新たな温水プールを建設する必要が

あります。新たな温水プールを建設し、維持管理した場合のＬＣＣは、３５億９千

８７３万４千円になります。 

なお、新たな温水プールについては、学校の利用は平日の午前中に限るもので、

そのため、平日午後や土日祝日は他の利用が可能でありますが、本ＬＣＣには他の

利用に係る費用は除外しておりません。詳細については全体計画（素案）の１３ペ

ージ、１４ページに記載しております。 

（２）温水プールに移行した場合のＬＣＣの合計は、７６億４千８２５万４千円

が必要となると試算されます。 

（１）学校プールを更新した場合ＬＣＣと（２）温水プールに移行した場合のＬ

ＣＣの比較をした場合、温水プールの利用に移行した場合の方が約１８億円コスト

面で優れていると試算されます。 

次に、（３）一部の学校を更新した場合のＬＣＣでございますが、これは、温水

プールへの移行を最大限に行い、残りの小学校プールを更新した場合の５０年間の

ＬＣＣを試算したもので、４９億８千９００万円になります。詳細については全体

計画（素案）の１５ページに記載しております。 

（２）温水プールに移行した場合のＬＣＣと（３）一部の学校を更新した場合の

ＬＣＣを比較した場合、（３）一部の学校を更新した場合のＬＣＣの方が、約２６

億円コスト面で優れていると試算されます。 

最後に「８ 小学校プール全体計画策定の中間報告」のご説明申し上げます。 

１点目、アンケート結果では、温水プールでの水泳授業に対し、大多数で好評を

得ております。 

２点目、温水プールでの水泳授業は、天候に左右されず、質の高い指導が受けら

れるため、教育的効果が高くなります。 

３点目、すべての学校プールを維持・更新するよりも温水プールに移行した方が

コスト面で優れています。 

４点目、一部の学校プールを更新する方法が最もコスト面で優れていますが、プ

ールの手法が混在することは児童の学習環境の平等性が保つことができません。 



以上のことから、教育委員会といたしましては、すべての小学校の水泳授業を温

水プールの利用に移行することとしたいとするものでございます。 

また、すべての小学校を温水プールへ移行する場合、受け入れ可能な既存の民間

温水プールに加え、新たな温水プールが必要となり、新温水プールにつきましては、

各学校からの距離を考慮する必要があり、地域的バランスに優れた市の南部地域に

必要であるとするものでございます。 

以上、その他議題（１）「小学校プール全体計画策定の中間報告について」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。 

尾﨑委員 温水プールの方が良いと思います。実際に学校現場を見てみると、今は昔と違い

非常に猛暑で、熱中症対策も必要となってきています。プールサイドが熱すぎて、

子どもたちが裸足で立っていられなかったり、体調の悪い子が、暑い中で見学しな

くてはならないなど、デメリットが多いと思います。 

温水プールでは、見学者が快適に見学することができ、天候に左右されません。

移動距離の問題や冬場の寒さ対策などのデメリットはありますが、それ以上にメリ

ットの方が大きいと思います。そのため、全ての学校で温水プールでの水泳指導が

できるよう検討して欲しいと思います。 

武内委員 温水プールのデメリットで、冬場の寒さ対策・健康管理が必要とのことですが、

実際に実施している学校で、風邪をひいたなどの健康被害が起きているのか、現状

の把握をしていますか。 

学校教育課主

幹（高木） 

自分が勤務していた矢田小学校の１年間の様子、また、花ノ木小学校、横須賀小

学校の１年間の様子を聞いてみますと、寒いとの声はありますが、それが原因で病

気になった、風邪をひいたなどの報告は受けておりません。対策として、事前に教

室を温めておくこと、タオルを巻いて授業を受けることを認めるなどの対応をして

おり、それほど大きな問題ではないと考えております。 

武内委員 基本的に、ほとんどデメリットはないものと考えます。記載されているデメリッ

ト３点を鑑みても、それほど大きな問題ではないと思います。 

平岡委員 確認ですが、昔は小学校の教員試験に水泳指導が必須だったと思いますが、何年

か前に無くなったと承知しています。間違いないでしょうか。 

学校教育課主

幹（高木） 

いつからかは把握しておりませんが、昔は確かに水泳実技がありました。現在は、

採用試験から除かれております。 

平岡委員 昔は、学校での水泳授業は、スキル習得の優位性や平等性があったと思いますが、

現在は、先生が水泳指導を実施していくことが難しくなってきていると思います。 

また、水泳授業のコマ数自体はそれほど多くありませんが、水泳授業の必要性に

ついては認識しています。以前に見学させていただきましたが、民間の温水プール

では、専門のインストラクターの指導が受けられ、より安全な環境で水泳授業を受

けることができます。 

そのため、全校で温水プールでの水泳授業が受けられるよう検討していくべきだ

と考えます。 

平岡委員 先ほど尾﨑委員からも話がありましたが、自分の子どもが小学生の時に、晴れて

いても気温が高すぎて水泳授業ができなかったり、気温と水温の合計が基準を超え

るため授業ができないことがありました。屋外プールでは、地球温暖化などの影響



により、授業コマ数を消化できないことが心配されます。学校現場では苦労し、負

担がかかっていると思いますが、状況はどのようですか。 

学校教育課主

幹（高木） 

水温と気温を合わせて５０度が一つの目安となっております。 

雨天、雷、気温、熱中症指数などの理由で水泳授業を実施できないことは多くあ

り、授業時間を確保するのに苦労している状況があります。 

平岡委員  学校プールでは、多忙な教員が施設の管理（清掃・水張り・水質管理等）をしな

くてはならないことに疑問を感じます。学校現場での状況はどのようですか。 

学校教育課主

幹（高木） 

自分がプール担当をしていた時の経験からお話します。プール期間は、管理当番

が朝一番で、ろ過機を廻し水質検査を行う必要があります。また、藻が発生した場

合には、ブラシで除去する作業などを行う場合もあります。 

教員にとっては大きな負担となっている状況です 

平岡委員 ご苦労されていることが分かりました。教員の働き方改革ということも踏まえ、

できるだけ早期に、温水プールへの移行を進めていただきたいと思います。 

平岡委員 計画は今後５０年について検討されていますが、その間に、学校の児童数が減少

する場合と増加する場合があると思います。温水プールに全面移行した場合の方

が、将来的に児童数の増減があった場合でも、コマ数の変更だけで対応が可能であ

り、コストの平準化にも繋がると考えますが、どのように考えていますか。 

学校教育課主

幹（論田） 

教育委員会事務局も委員のおっしゃるとおりのことを考えております。 

教育長 温水プールに全面移行した場合は、コマ数の変更だけで対応が可能であり、一番

柔軟性が高いと思います。 

教育長 他に質問がないようですので、続きまして、（２）「生涯学習施設の予約システム

の導入について」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）「生涯学習施設の予約システムの

導入について」ご説明いたします。資料３ページをご覧ください。 

西尾市ではデジタル化を進めることで市民の利便性の向上を図ろうと、「あいち

共同利用型施設予約システム」が導入されていない公民館やふれあいセンターへの

今年度中の導入を決め、まずは１０月１日からスマートフォンやパソコンから貸室

の空き状況の確認ができる、Ｗｅｂ閲覧のスタートを準備しています。 

資料裏面の４ページをご覧ください。 

予約システムを導入するにあたり、システムの運用上、これまでの利用予約方法

では対応できない部分がありましたので、次の５点の見直しを行いました。 

１点目は、利用予約優先順位の団体区分の廃止したこと 

２点目は、利用予約期間の拡大で、これまでは３か月先までの利用予約を、６か

月先は抽選で、５か月先は先着順にし、個人や市外の方の利用も可としたこと 

３点目は、使用料の支払いを利用当日の支払いから事前支払いに変更したこと 

４点目は、利用キャンセルによるペナルティ制度を廃止したこと 

５点目は、予約システムでの利用者登録手続きが必要となることでございます。 

なお、幡豆公民館と幡豆ふれあいセンターにつきましては、来年４月から文化交

流センター（仮称）への用途変更を予定していますので、他のふれあいセンターと

は変更スケジュールが少し異なります。 

続いて地域交流センターについてご説明申し上げますので、資料の６ページをご



覧ください。 

きら市民交流センターと一色地域交流センターにつきましては、ふれあいセンタ

ー・公民館と同様に１０月から貸室の空き状況のＷｅｂ閲覧をスタートさせること

と、予約システムでの利用者登録手続きが必要となること以外、現行の利用予約方

法について大きな変更はありません。 

生涯学習施設の利用者にとっては、長年、紙で利用予約をしていたスタイルが、

スマホなどによる電子申請に切り替わるという大きな変更でありますので、利用者

の皆様には、今月末より予約システムを分かりやすく説明した資料を配布していく

ことを予定しています。 

また、資料にも記載してあるように、パソコンやスマートフォンが利用できない

方については、施設の窓口で利用予約ができるように丁寧に対応してまいります。 

なお、この資料は９月１日より各施設の窓口で利用者の皆様に配布し、予約シス

テム導入について告知を始めています。 

最後に、予約システム導入に伴い、公民館の設置及び管理に関する条例をはじめ

とする関係条例及び規則の改正が必要となりますので、１１月の教育委員会に関係

議案の提出を予定しています。 

以上、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）「西尾市史編さん委員会部会設

置要綱の改正について」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（３）「西尾市史編さん委員会部会設置

要綱の改正について、ご説明申し上げます。 

現在、「新編西尾市史」の編さん事業が進んでおり、これまでに資料編３冊を刊

行し、来月末には初めての通史編となる「通史編１ 原始・古代・中世」がいよい

よ刊行される予定です。 

資料７ページに掲載の、今回改正する「西尾市史編さん委員会部会設置要綱」は、

実際に市史編さんのための調査や執筆を行っている委員で構成される「部会」につ

いて定めたものです。 

本の刊行等によって活動を終了する委員の任を解くための条項を追加いたしま

す。改正箇所につきましては、資料９ページの新旧対照表をご覧ください。右が改

正前、左が改正後です。 

第２条第４項に、（１）必要な業務が終了したとき、（２）体調不良等により活動

が行えない場合、に解任ができる、という条項を付け加えました。 

なお、「通史編１ 原始・古代・中世」につきましては、１０月２５日発刊の予

定です。多くの新出資料や新知見を盛り込んだ、まったく新しい西尾市の歴史書の

誕生となります。完成しましたら、皆さまのお手元にお届けしますので、ぜひご高

覧ください。 

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）「西尾市岩瀬文庫 愛知県美術

館・愛知県陶磁美術館 移動美術館 2022 もじもえもじも 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）「西尾市岩瀬文庫 愛知県美術館・

愛知県陶磁美術館 移動美術館 2022 もじもえもじも について」ご説明申し上げま

す。 

資料１１から１４ページのその他議題（４）資料及びちらしをご覧ください。 

西尾市岩瀬文庫では、令和４年９月１７日（土）から１１月２７日（日）までの

期間、愛知県美術館と愛知県陶磁美術館と共催の「移動美術館 2022 もじもえもじ

も」を開催します。 

「移動美術館」とは、愛知県美術館と愛知県陶磁美術館がより多くの方に美術に

親しんでもらうため、両館のコレクションを県内各地に運んで展示するというもの

です。 

今回は会場となる岩瀬文庫が幅広い分野と時代の蔵書を有する書物の博物館で

あることにちなみ、「もじもえもじも」と題して、文字や書物にまつわる作品を展

示します。愛知県美術館と愛知県陶磁美術館からは、文房陶磁や絵画、版画、日本

画、立体作品等が出品されます。そして、岩瀬文庫からはこれらの作品に対応する

古典籍をご紹介します。 

本展の展示作品から、文字を書く、書物を読む、ものごとを記録し、語り伝える

といった行為や情景、そこからひろがるイメージや遊び心をお汲みとりいただけれ

ば幸いです。 

関連行事として、愛知県美術館、愛知県陶磁美術館の各館長による記念講演会や、

岩瀬文庫恒例の古文書講座などを開催します。 

なお今週土曜日、９月１７日の１４時からの愛知県美術館館長講演「文字と美術」

は、まだお席に余裕がございます。アートがお好きな方は是非どうぞお越しくださ

いませ。 

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）「一色学びの館企画展 旧石器・

縄文時代の西尾 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）「一色学びの館企画展 旧石器・縄

文時代の西尾 について」ご説明申し上げます。 

資料１５ページをご覧ください。 

一色学びの館では、令和４年９月１７日（土）から１１月２０日（日）まで、企

画展「旧石器・縄文時代の西尾」を開催します。 

文化財課は一色学びの館展示室にて、令和元年から毎年、西尾の遺跡を時代ごと

に紹介する展示を行っています。 

第４回目となる今年は旧石器・縄文時代です。西尾の原始時代とは一体どのよう

なものだったのでしょう。市内最古の出土品である２万年前のナイフ形石器などの

旧石器時代の遺物をはじめ、上町の八王寺貝塚や、寺津中学校敷地内の枯木宮貝塚

などの東海地方屈指の貝塚遺跡の土器など、貴重な資料を多数展示します。ぜひご

高覧ください。 

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。 

教育長 ちらし右下の写真は、何の骨ですか。 



文化財課長 これは埋葬犬骨と称するものでございまして、犬が葬られたものです。この頃か

ら犬が人間の良き友だったことが分かります。また、この骨の形から、食べた殻を

捨てたものではなく、きちんと埋葬されたものであると考えられます。 

教育長 その左にある写真は、ナイフ形の黒曜石だと思いますが、大きさを教えてくださ

い。また、これがナイフ形石器ですか、槍にも見えますが。 

文化財課長 資料を持ち合わせていないため、後ほどお知らせいたします。 

これは有舌尖頭器と言われる槍でございます。 

教育長 他に質問がないようですので、続きまして、（６）「学校開放施設の予約システム

の導入について」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（６）「学校開放施設の予約システムの

導入について」ご説明申し上げます。 

その他議題（６）資料をご覧ください。 

令和４年１０月から学校体育施設スポーツ開放の施設予約について、「あいち共

同利用型施設予約システム」を導入いたします。１０月からは施設の空き状況の確

認が、来年２月からは施設予約及び利用申請がインターネットで可能となります。 

これまでは、施設の空き状況の確認、予約や申請は、各地区（旧西尾、一色、吉

良、幡豆）の受付施設（総合体育館、一色町体育館、吉良野外趣味活動施設、幡豆

公民館）の窓口や電話で行っていただく必要がありましたが、システム導入により、

インターネットでそれらが完了するだけでなく、全ての屋内体育施設（中央体育館、

鶴城体育館、中央ふれあいセンターを含めた）で学校開放を実施している全ての学

校の予約・申請が可能となるよう、受付施設を拡大します。 

なお、利用申請につきましては、１１月下旬から１２月上旬に実施予定の利用団

体向けの説明会開催後の２月申請分（新年度４月利用分）から受付を開始いたしま

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５を終わります。 

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１０月１２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９月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 


