
平成 29年第 12回中津川市教育委員会議事録（要旨） 

 

 

日    時   平成 29年 10月 16日（月） 午後 2時～ 

 

場    所   にぎわいプラザ 4－1会議室 

 

出席委員  教育長  本多 弘尚 

              委 員  田島 雅子   小栗 仁志   林 由美   三尾 和樹 

 

事務職員  大巾文化スポーツ部長・小木曽教育次長兼学校教育課長 

末木事務局次長兼教育企画課長・千村文化スポーツ部次長 

西尾教育研修所長・丹羽幼児教育課長・足立子育て政策室長 

山下発達支援センター所長・林阿木高等学校事務長 

吉村施設計画推進室長・川合文化振興課長兼市史編さん室長 

糸魚川生涯学習スポーツ課長 

 

会議日程   1 開            会 

       2 前回議事録の承認 

3 教 育 長 報 告 

4 議            事 

5 閉 会 

 

 

番 号 議 題 結 果 

報第３号 専決処分の承認を求めることについて 承認 

報第 2号 専決処分の承認を求めることについて 承認 
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■教育長 ただいまから平成 29年第 12回中津川市教育委員会を開催します。 

 日程第 2、前回議事録の承認につきましては、回議といたします。 

 続きまして、日程第 3、教育長報告を行います。お手元に報告概要を資料として配

付させていただきましたのでご参照ください。 

 前回 9月 29日の教育委員会以降の出席行事等を中心に報告いたします。 

 9月 30日には、杉の子幼稚園、こばと保育園の運動会を参観しました。また同日、

常盤座の演劇フェスティバルに出席しました。そこでは大井前教育長さんが操られ

る文楽も見せていただきました。ただ、黒子の衣装を着てやってみえるのでどれが

大井教育長さんか分かりませんでした。 

 10 月 1 日は、市の総合体育大会 開会式に出席、10 月 4 日は市議会にて決算認定

が行われました。5 日、6 日は教育長訪問で坂本中、坂下小へ訪問しました。7 日は

前田青邨特別展オープニングセレモニー、同日、西保育園、坂本さくら保育園の運

動会に出席しました。西保育園では、田島委員さんが太鼓の指導に行ってみえ、小

さな子たちが精一杯太鼓を打つ演技を見せていただきました。10 日には市職員組合

保育士部会の代表の方と要望事項について懇談しました。11 日は、東濃ひのき振興

会の方々から要望活動について伺い、また、同日午後は、安心・安全まちづくり市

民大会に出席しました。14 日には、恵那農業高校 50 周年記念式典がございました。

また同日恵峰学園 50周年記念講演会、また午後には、社会福祉大会に出席しました。 

 今後の予定ですが、前回もお知らせしましたが、明日の加子母小・中学校の研究

発表会を皮切りに市の指定等の発表会が行われます。10 月 20 日に福岡小、10 月 31

日に落合小、11月 9日に東小と第二中学校、11月 17日に付知南小、11月 21日に南

幼稚園の予定があります。 

 私からは以上です。 

 次に、事務局及び文化スポーツ部からそれぞれ報告をします。最初に末木事務局

次長、報告をお願いします。 

■事務局次長 前回以降の主な出席行事について早川事務局長の代理でご報告しま

す。 

 9月 30日に誠和幼稚園、めぐみ保育園の運動会を参観しました。10月 1日は付知

地区の市政懇談会がありました。保育について、0歳児から受け入れる環境を整備の

要望、返済免除の奨学金制度の要望、小中学校の給食の無料化、雨降りのときに安

全に遊べる施設、一時預かり保育の要望などが出されました。4日は市議会本会議最

終日で、台風の被害のあった保育園小中学校の屋根などの修理のための補正予算を

可決していただき、終了しました。5日は坂本中学校、6日は坂下小学校の教育長訪

問に同行しました。また、6日はアートピア付知交芸プラザで、今年度 2回目の子育
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てまつりが開催され、多くの親子が参加して体を動かす遊びを楽しみました。7日は

東さくら保育園と誠和あい保育園の運動会が開催されました。8日は「多治見少年少

女合唱団とシニアコア」が世界合唱シンポジウム inバルセロナに参加したその帰国

記念演奏会が岐阜市のサラマンカホールで開催されました。10 日は教育長さんと職

員組合保育園部会の役員との懇談がありました。11 日は校長会に出席しました。14

日は東美濃ふれあいセンターで学校法人恵峰学園創立 50周年記念講演会が開催され、

杉の子幼稚園の卒園生でもある垣内俊哉さんの講演を聞きました。また、文化会館

で社会福祉大会が開かれ、出席しました。本日は坂下高等学校活力ある高校づくり

推進協議会に出席しています。 

 今後の予定ですが、17日は加子母小中学校で東濃へき地教育研究発表会、18日市

内 de オリンピックと坂本地区市政懇談会、19 日教頭会が予定されています。20 日

は福岡小学校、31日は落合小学校の研究発表会が予定されています。23日は落合地

区の市政懇談会に出席します。教育長訪問は 10月中に 6校が予定されています。ま

た、30日は次期神宮式年遷宮御用材伐採斧入式に参列する予定です。 

 11 月には、発達支援センターつくしんぼ及びどんぐりの移動教育委員会、総合教

育会議が予定されています。教育長訪問は 2 校、研究発表会も 1 園 3 校予定されて

います。 

 教育委員の皆様には、いろいろご案内をさせていただいており、お忙しいところ

恐縮ですがよろしくお願いいたします。 

■教育長 次に、大巾文化スポーツ部長、報告をしてください。 

■文化スポーツ部長 それでは文化スポーツ部に関わる、主な行事や事業について

報告します。 

 9月 30日、10月 1日、常盤座演劇フェスティバルが常盤座で開催されました。10

月 1 日、中津川市総合体育大会の総合開会式が東美濃ふれあいセンターで開催され

ました。10月 7日、中津川ロータリークラブ創立 60周年記念事業として、特別展「ふ

るさと中津川の先人前田青邨」のオープニングセレモニーが開催されました。会期

中には、小中学生の来館と出前講座が実施されています。10月 7、8日、三國連太郎

を語る映画祭が開催されました。10 月 8 日、坂下花馬祭り、これは岐阜県重要無形

民俗文化財である坂下の花馬で、坂下神社で開催されました。10 月 9 日、えひめ国

体の高校野球軟式で中京学院大中京高が全国選手権に続き見事優勝されました。中

津川市出身選手が３名大活躍されました。10月 13日、子ども金メダル表彰選定委員

会が開催されました。10 月 14 日、恵峰学園 50 周年記念公演会が開催されました。

10月 15日、蛭川歌舞伎大会が蛭子座で開催されました。同日、第 9回ぎふ清流郡市

対抗駅伝が行われ、中津川市は 11位でした。 
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 今後の予定ですが、10月 23日、レジストロ市姉妹都市協会高橋会長が市長と面談

されます。10月 27日、前田青邨の命日で、北鎌倉の東慶寺で青邨を偲び「筆供養」

が行われます。同日、子ども金メダル授与式が実施されます。ふるさとじまん祭・

菓子まつりが開催され、29 日には中津川ふるさと芸能文化保存協会の発表会が開催

されます。10月 29日、第 25回飛騨・美濃歌舞伎大会なかつ川 2017がかしも明治座

で開催されます。 

 11月に入り、11月 2日、中津川市総合教育会議が開催されます。11月 3日、文化

の日協賛事業として、市内博物館等は、各館無料デーとなります。同日、神奈川県

の慶応高校と市内 3 校野球部との交流試合が開催されます。これは、市の競技力向

上プロジェクトとして地元高校球児の甲子園出場に向けて行うものです。同日、第

22 回岐阜県文楽・能大会なかつ川 2017 が東美濃ふれあいセンターで開催されます。

同日、中村勘九郎・七之助兄弟による全国芝居小屋錦秋特別公演が加子母明治座で

開催されます。11月 5 日、健康福祉まつりが開催されます。11月 9、10日、新日本

フィルハーモニー交響楽団メンバーによるコンサートが開催されます。11 月 11 日、

常盤座名誉館長の加藤拓三和太鼓コンサートが常盤座で開催されます。同日、ＦＣ

岐阜と湘南ベルマーレ戦が行われ、中津川市ホームタウンデーとして観光ピーアー

ルや特産品のピーアールを行います。11 月 12 日、第 66 回市民音楽祭が開催されま

す。同日、坂下歌舞伎公演が開催されます。同日、アスリートによる指導者講習会

が開催されます。 

 11月 15日、市民展審査会が行われます。11月 19日、中山道駅伝が開催されます。 

中津川市青少年健全育成大会が開催されます。 

 以上です。 

■教育長 以上の報告につきまして何かご質問、ご意見がありましたらお願いしま

す。 

 では次に移ります。 

 日程第 4、議事に入ります。日程第 1報第 3号、専決処分の承認を求めることにつ

いて、説明をお願いします。末木事務局次長。 

 

〔 事務局から資料に基づき説明 〕 

 

■教育長 ただいまの説明につきましてご質問、ご意見ありましたらお願いします。 

 田島委員。 

■田島委員 説明ありがとうございます。保険で直せるものばかりということで不

幸中の幸いです。異存はありません。承認しますが、先月の協議会で小栗委員がお
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っしゃった、壊れたところやものと同年代の、あるいはそれ以上前にしつらえたも

のについて、これを機会に点検をしてみることは予防につながっていくのではない

かと思います。屋根など思いもよらないところとは思うんですが、最近の気象事情

は今までの経験を上回るものがあります。想像力を巡らせて子どもたちの学校生活

や住民の暮らしに支障が起きないようにどうか日頃からの心がけをよろしくお願い

したいと思います。 

 もう一つ気になることがあります。私はちょうどプールが見える桃山に住んでい

まして、この間の台風の朝に、プールのポンプ小屋の屋根がないのを発見してびっ

くりしたのですが、実は私が小学校に通っていた頃はそのあたりがちょうど集団登

校の集合場所になっていたんです。当時の子どもたちですからきっと面白いぞとい

うことで危険なところに行っていたんではないかなと思って見ておりました。あの

日は外に出ると道に枝が折れていたり落ち葉が吹きだまっていたり、近所の植木鉢

が飛んできたりして大変騒々しいものでした。また、今度の台風ではないんですが、

以前に、早朝に車で出かけようと思った時には、道をまたいで木が倒れていたりし

て大変難儀をした覚えがあります。国道とか大きな道は市役所の方が見回って危険

を取り除いているとは思うんですが、登校する子どもたちの通学路はどんなふうに

しておられるんでしょうか。台風や警報が出た翌朝などの点検や見回りについて伺

いたいと思います。 

■教育長 小木曽教育次長。 

■教育次長 そういった警報等が発令された翌日には、各学校が自主的に早朝から

通学路の点検を行っています。危険な場合は教職員が付き添って登校するというシ

ステムを作っています。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 ありがとうございます。子どもたちが自分の家から出て、クモの巣の

中心のように学校を目指していくということで、各々いろいろな危険なところがあ

る、今点検して一緒に登校もできるということを伺いましたが、やはり先生方の人

数が少なくて手が足りないということは往々にしてあると思います。たとえば午後

の見守り隊の地域の方々と連携して、警報が出たときや台風の翌日など何か危険は

ないかと、自分の本当の家の周りをきめ細かく点検していただき報告していただく

ような工夫をしていくのが必要ではないかと思うんですがいかがでしょうか。 

■教育長 小木曽教育次長。 

■教育次長 現状のシステムではそういったシステムを敷いているわけではありま

せんが、善意というか、ご報告いただいている場合はあります。ぜひ組織的な形に

していけたらと考えます。ありがとうございます。 
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■教育長 田島委員。 

■田島委員 ありがとうございます。見守り隊の方々も、本当に生徒さんたち、子

どもたちのために、何かなればと思ってやっておられるので、多分それをお願いし

てもそれはできませんということはないと思います。できるだけ善意を頂戴しなが

ら進めていただけると有り難いと思います。それと、防災教育はしておられるとは

思いますが、子どもって何にでも、とにかく新しいものに興味があるので、できる

だけ危険に近づかないとか、大きな防災教育ではなくて、身近な防災教育も力を入

れて進めていっていただけるといいと思いますのでよろしくお願いします。 

■教育長 ほかに質問、ご意見ございますか。 

 ご異議がなければ、報第 3号については承認ということでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは報第 3号専決処分の承認を求めることについて 

は原案通り承認とします。 

 これで本日の議事は終了しました。委員の皆さん、ありがとうございました。ほ

かにご意見ありますか。 

 では事務局から次回の日程についてお願いします。末木事務局次長。 

■事務局次長 次回は 11月 22日水曜日 13時 30分からにぎわいプラザ 4－1会議室

です。よろしくお願いします。 

■教育長  次回は 11月 22日水曜日、1時 30分からここにぎわいプラザです。 

 以上で平成 29 年第 12 回中津川市教育委員会を終了といたします。ありがとうご

ざいました。 

 

〔  閉  会（午後２時２８分） 〕 

 

 

 


