
平成 29年第 6回中津川市教育委員会（定例会）議事録（要旨） 

 

 

日    時   平成 29年 4月 26日（水） 午後 1時 30分～ 

 

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  早川事務局長・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・二村図書館長兼蛭川済美図書館長 

川合文化振興課長兼市史編さん室長・川上鉱物博物館長 

糸魚川生涯学習スポーツ課長・青木中央公民館長 

 

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 

議第 13号 
中津川市Ｂ＆Ｇ海洋センター運営協議会の設置等に関する

規則の一部改正について 
承認 

議第 14号 
平成２９年度岐阜県教科用図書東濃採択地区協議会の設置

等について 
承認 

議第 15号 中津川市教育委員会の附属機関の委員の委嘱等について 承認 
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■教育長  

ただいまから平成 29 年第６回中津川市教育委員会を開会いたします。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。 

 続いて、日程第 3、教育長報告を私からさせていただきます。 

 4月、いくつかの行事に出席させていただきましたのでそれを中心に報告いたしま

す。 

 4 月 3 日、人事異動に伴う辞令交付式が行われました。新規採用は市役所全体で

59 名、教育委員会では保育士として 12 名でした。多くの保育士の採用でして、待

機児童解消や幼児教育の課題解消のため、園児の受け入れに努力をしていただいて

いると感じました。 

 4月 4日には、新たに市内の小中学校に管理職として勤めてくださる校長、教頭、

主幹教諭の訓示式を行いました。今年は、女性校長、女性教頭が増えまして、市内

で女性校長が 3 名、女性教頭が 4 名となりました。女性が活躍する社会に向けて喜

ばしいことだと思っています。 

 4 月 6 日には、県庁へ、県教育委員会事務局と健康福祉部に、早川事務局長他 6

名の部課長で着任及び新年度のあいさつに伺いました。 

 4月 10日には、阿木高等学校の入学式がありまして、祝辞を述べさせていただき

ました。阿木高校は地域と結びついた学校で、地域に貢献する人材となってくださ

いとメッセージを述べました。今年の入学者は 45名、昨年より 9名増えたというこ

とです。 

 7 日は県の都市町村教育長合同研修会に、12 日には東濃地区教育長会に出席しま

した。11日は幼稚園、保育園の園長会、12日には小中学校校長会があり、園長先生

方、校長先生方にごあいさつと抱負を述べさせていただきました。13日は学校警察

連絡協議会に参加しました。各学校の担当者が、中津川警察署生活安全課長や東濃

子どもセンター課長、市の福祉相談室長から講話をいただき、学校との連携につい

て研修をしました。15日土曜日には、発達支援センターどんぐりの開所式に市長さ

んにも来ていただきました。後ほど早川事務局長からも報告させていただきます。

19日は県教育委員会主催の市町村教育長研修会に出席しました。 

 また 20、21日には高岡市で開催された東海北陸都市教育長研究協議会に出席しま

した。この会には東海、北陸の 6 県 102 市の教育長が一堂に会して研修や情報を交

流し、参考になる取り組みがいくつかありましたので、今後の事業の参考にしたい

と思っています。 

 次に、表彰の報告をさせていただきます。付知北小学校が、子どもの読書活動優

秀実践校として文部科学大臣表彰を受けました。ＰＴＡや地域の方の読み聞かせや、



 2 

児童 1 人当たりの年間貸し出し数が 130 冊を超えるなど、読書に親しむ児童の育成

に取り組んできたことが表彰理由であります。 

 最後に、今後の主な行事についてです。ゴールデンウィーク中は、恵那山・富士

見台高原山開き、消防団合併 10周年記念、青少年国際交流協会総会などの諸行事が

予定されております。10日には市町村教委連合の定期総会、12日には市の選奨生選

考会があります。また、5 月から市内 31 の小中学校への教育長訪問が始まります。

委員の皆様方がもしご都合がよろしいときがありましたら同行いただき、参観いた

だけたらと思います。 

 続きまして、事務局及び文化スポーツ部からそれぞれ報告をします。最初に早川

事務局長、報告をお願いします。 

■事務局長 それでは 3月末からの出席行事等について報告いたします。3月 31日

は退職職員の辞令交付式、茶話会などがありました。また、大井教育長さん、小幡

委員さんの退任式を行いました。4 月 1 日に手賀野で無認可保育を実施していた家

庭保育園くっくが小規模保育施設としての認可を受け開園しましたので、開園式に

出席しました。 

 4 月 3 日、本多教育長さんの辞令交付があり、その後、新規採用職員、人事異動

の辞令交付式などに出席しました。夕方は新教育委員の三尾委員さんの辞令交付式

に立ち会いました。4日は市内の小中学校に新しく着任された校長先生、教頭先生の

訓示式がありました。6日には県庁、東濃教育事務所、東濃の各市にあいさつに伺い

ました。また、教育委員会臨時会が開催されました。10 日、11 日、13 日に教育長

さんや関係課長と法人幼稚園保育園等へのあいさつに伺いました。10日に公立幼稚

園保育園園長会に出席しました。14日は校長会に出席しました。 

 15日は発達支援センターどんぐりの開所式が行われました。どんぐりは田瀬保育

園を拠点とし、恵北地区 5 カ所の教室で分散して、発達につまづきのある子どもた

ちの指導を行っていましたが、3月で閉園した田瀬保育園の園舎を利用し、吊り遊具

を設置するなど施設整備を行って、1カ所に統合した施設として新たにスタートを切

ることができました。今後も指導の充実に努めてまいります。 

 20日は小栗委員さんからお誘いをいただき、二宮金次郎 7代目子孫の中桐真理子

さんが落合中学校で行った道徳の授業を参観しました。自分を大切にすること、仲

間を大切にすることなど分かりやすくご講演いただき、子どもたちも真剣に聞いて

いました。 

 これからの予定ですが、27日に教頭会、30日に消防団合併 10周年記念式典が予

定されています。5月 9日は校長会、12日は選奨生選考会、ＰＴＡ会長会、17日は

ＰＴＡ連合会評議員会、18日は 5月臨時議会が開催されます。22日から教育長訪問
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が始まりますので、委員の皆様方、どうぞよろしくお願いします。 

 以上で事務局長の報告を終わります。 

■教育長 次に、大巾文化スポーツ部長、報告をお願いします。 

■文ス部長 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。 

 3 月 27 日、2017 カヌースラロームアジア選手権大会において優勝された第一中

学校の田中雄巳選手が市長に報告をされました。また、ＣＢＣテレビの次世代アス

リート特集で紹介されています。3 月 28 日、社会教育委員の会が開催されました。 

 3月 29日、中津川リレーマラソン実行委員会が開催されました。本年度は、参加

250 チームを目標としています。現時点で 196 チームがエントリーし、昨年の参加

チーム 184 チームを大きく超えています。同日、後期の子ども金メダル表彰式が開

催され、23事業 130人に授与されました。 

 3月 30日 落合石畳マレットゴルフ場の完成記念式典が開催されました。今後は、

市の東部地区の拠点施設として活用していただくことを期待しております。同日、

多治見高校硬式野球部の丸山部長から、市長に甲子園出場報告がされました。 

 4月 9日、第 22回全国還暦マラソン椛の湖 2017大会が、過去最高の 220人エン

トリーにより開催されました。また、前教育長の大井文高先生がオープン参加され、

見事な健脚を披露されております。 

 4月 16日、スーパーファイティング空手大会が東美濃ふれあいセンターで開催さ

れました。同日、岐阜県指定無形民俗文化財の「蛭川の杵振踊り」が奉納されまし

た。4 月 17 日、平成 29 年度第 1 回国際交流事業検討委員会が開催されました。本

年度も中学生の海外研修としてタイ王国への派遣を実施します。4月 19日、姉妹都

市友好推進協会の定時総会が開催されました。平成 30年度がブラジル・レジストロ

市親善訪問の年となり、本年度は訪問に向けての企画・準備を行います。 

 4月 22日、第 2回中津川市長杯マレットゴルフ大会が、落合石畳マレットゴルフ

場でオープン記念大会を兼ねて開催されました。8万人のヘルスアップ事業として行

われ、110人が参加されました。4月 24日、北恵那交通の路線バスの背面に華やか

な歌舞伎役者のイラスト、これはにぎわいプラザ壁面と同じデザインですが、それ

が入った「地歌舞伎のまち」をＰＲするラッピングバスの出発式が行われました。 

 今後の予定ですが、4月 28日、博物館明治村で国の登録有形文化財であるブラジ

ル移民住宅保存修理工事竣工記念式典が開催されます。ブラジル・レジストロ市と

姉妹都市の縁で出席をするものです。5 月 3 日、ディスクドッググランプリファイ

ナルが東美濃ふれあいセンター横芝生広場で初めて開催されます。人が投げたフラ

イングディスクを犬が追いかけ、それをキャッチして持ち帰り、その速さや距離、
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美しさを競うスポーツで年間チャンピオンを決める大会です。5 月 23 日、第 25 回

飛騨・美濃歌舞伎大会実行委員会が開催されます。本年度は、10 月 29 日に加子母

の明治座で開催され、中津川市長が実行委員長となります。5月 24日ＪＩＣＡボラ

ンティア帰国後の市長への表敬訪問がされます。 

 以上です。 

■教育長 以上、報告とさせていただきます。ただいまの報告につきまして、何か

ご質問、ご意見ありましたらお願いします。 

 小栗委員。 

■小栗委員 意見も質問もありませんが、新しく今日から仕組みが変わったという

ことで、近況をちょっとお話しさせていただきます。先ほどお話がありました中津

川市のリレーマラソンに当社も 2 チーム参加するということで今練習しています。

まだ 1 周 2 キロも走れるような体ができていませんので、ゴールデンウィークに一

生懸命練習したいと思っております。 

 私からは、先ほど早川事務局長からもお話がありましたが、4月 20日に二宮金次

郎の 7 代目子孫の中桐真理子様が、落合中学校で全校生徒を集めて道徳のお話をし

てくれました。そのことを手短かにお話しさせていただければと思います。 

 中桐さんとは 6 年ほど前からお付き合いをさせていただき非常に懇意にさせてい

ただいております。今回中津川に呼ぶということでもともと大人向けのセミナーを

企画していたわけですが、せっかくなので、落合中学校でそういう機会を、校長先

生にもご理解をいただいて作ることができました。その中で、二つお話しさせてい

ただきます。 

 一つは、私もそうなんですが、二宮金次郎像を見たときに、言われている認識と、

いわゆる子孫が伝えたいことが全く違うということです。二宮金次郎像は薪を背負

って本を読むという像ですが、あの像には大きな誤りがあって、二宮金次郎自体は、

薪を採りに行く荷物が空の時には本を読んでいた。薪を積んで下っていくときには

本を読んでいなかった。行きに読んでいた本を暗唱していたというのが事実だそう

です。それが合わさってああいう像になったということです。そこを見てほしいと

いうことではなくて、一番見てほしいのは足元なんだと。一歩前に出しているその

足元を注目して、何事も一歩前に進めるという行動をぜひ見てほしいということを、

中学校でもお話がありました。 

 それともう一つは、物事を考えるときに減点法ではなく加点法でやっていくとい

いということです。自分にはあれがないとかこれがないとか、こんな環境で育った

とか、自分のある環境や性格も含めて、あれがないからだめだ、これがないからだ

めだということではなくて、人間は何も持たずに生まれてきたのだから、自分には
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あれがある、これがある、こんな家族もいる、こんな恵まれたところで生活もして

いるということで、加点法で考えていくと、物事も非常にプラス志向で考えられる

んじゃないですかというお話です。 

 1時間 50分の授業ではありましたが、子どもたちにも本当に真剣に聴いていただ

いて、とても素晴らしい感想を聴けて、それがまたとてもよかったなと思っていま

す。 

 以上です。 

■教育長 そのほかご意見、ご質問はございますか。 

 それでは、ご質問等ないようですので、日程第 4、議事に入ります。議事日程第 1、

議第 13号、中津川市Ｂ＆Ｇ海洋センター運営協議会の設置等に関する規則の一部改

正について提案説明をお願いします。糸魚川生涯学習スポーツ課長。 

 

〔 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、ご意見等ありましたらお願いし

ます。 

 ご質問等がございませんので、ご異議がなければ議第 13号については承認という

ことでよろしいでしょうか。 

 それでは、議第 13号、中津川市Ｂ＆Ｇ海洋センター運営協議会の設置等に関する

条例施行規則の一部改正については原案どおり承認とします。 

 続きまして、日程第 2 議第 14 号、平成 29 年度岐阜県教科用図書東濃採択地区協

議会の設置等について、提案説明をお願いします。小木曽教育次長。 

 

〔 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、ご意見等があればお願いします。 

 田島委員。 

■田島委員 今のご説明では 30 年から道徳の教科書を採用するということですが、

道徳だけのことですか。 

■教育次長 30年度は道徳です。それ以外の教科についてはその 2年後になります。 

■教育長 小栗委員。 

■小栗委員 今の質問の関連ですが、2年後にまたほかの教科も採択するときにまた

道徳もやる、30年度にもやって 2年後にまた道徳もやるという形ですか。 

■教育次長 予定としては平成 30 年度に小学校の道徳、31 年度には中学校の道徳
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の教科書の選定、そして 32 年度に小学校のその他の教科用図書の選定となります。

道徳に関しては、継続になると思います。4 年に 1 回の改定になりますので。次回

は 34年の改定となると考えます。 

■小栗委員 ありがとうございます。ということは道徳だけずれていくという形な

んでしょうか。 

■教育長 小木曽次長。 

■教育次長 そのとおりです。 

■教育長 ほかに質問はいかがでしょうか。 

 田島委員。 

■田島委員 ちょうどいい機会ですので、文科省から認定されたそれぞれの会社の

教科書がどのようにしてこの俎上に載るようになるかという流れを教えてください。 

■教育長 小木曽次長。 

■教育次長 東濃 5 市につきましては、恵那市に事務局が置かれ、そこを中心とし

ながら、東濃 5 市より各 7 名の協議会委員が選定され、合計 35 人で構成されます。

それとは別に、研究員という、小中学校の教員から 10名を選出し、道徳教育にたけ

た研究員が選ばれ、そこが調査研究を行います。各市及び東濃教育事務所には各教

科書会社から審査用の見本の本が届けられます。それをまずは研究員が熟読し、研

究を行います。その研究を基に、各社の特徴や、そういったものをまとめ、先ほど

の 35 名の評議会委員の前でプレゼンテーションを行い、その 35 名の評議委員で決

定をしていくという流れになっております。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 本のメーカーさんがそこにサンプルを全部持ってきて、それを研究員

さんたちが熟読して、それからこの 35人の方々の前でプレゼンをしてそれで決めて

いくということですね。そうすると、決めるときの基準や方向性はどこで決まるん

ですか。 

■教育長 小木曽次長。 

■教育次長 評議会の 35名の中でその方向性を決めます。また、一般市民の方々に

も各社の教科書は公開を一定期間行います。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 丁寧な説明ありがとうございます。先日話題になった聖徳太子とか鎖

国とかそういう言葉のためのパブリックコメントとかありましたね。それで私も流

れに興味があったので伺いました。ありがとうございます。 

■教育長 ほかにご質問等どうでしょうか。 

 小栗委員。 
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■小栗委員 1点質問します。協議会が設置されて、今回道徳の教科になるわけです

が、だいたい何月頃に何をやってというざっくりとしたスケジュールを教えてくだ

さい。 

■教育長 小木曽次長。 

■教育次長 5 月に第 1 回の評議会が開かれます。そこで方向性ですとかそういう

ものが審議されます。そして、6月に 4回、研究員による研究が行われます。4日間、

終日調査研究を行いまとめたものを、7 月に行われる第 2 回の協議会で報告し、最

終的には 8月 31日をもって決定となります。その後、一般市民への報告、教科書展

示をします。 

■教育長 質問、ご意見等、ほかにいかがでしょうか。 

 ご異議がなければ、議第 14号については承認としてよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。議第 14 号、平成 29 年度岐阜県教科用図書東濃採択地区

協議会の設置等については原案通り承認とします。 

 次に、日程第 3議第 15号、中津川市教育委員会の附属機関の委員の委嘱等につい

て、提案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 この選奨生の選考会は、ここでは小栗委員と私が経験済みですが、小

栗委員は事業主さんでおられるので数字などに大変お強いと思っております。私は

一般人ですので数字とかに大変弱くて、この資料が結構膨大で細かいものだったの

で、即日渡されてそのときに会議を今からやるよということで私は把握ができなか

ったので、読む時間をください、理解する時間をくださいということで、時間をも

らってから会議に入った覚えがあります。ここの 5名の中ではＰＴＡ関係の方がお 2

人おられ、職業にもよると思うんですが、いきなりあの資料をいただいて、資料の

読み方から会議のルールも分からないままに始められてしまうと、ただ座っている

だけになってしまいます。非常にこのラインナップもキャスティングもすばらしい

ものであって、外からどんな方が選考されたんですかと突っ込めるものではないと

思うんですけど、選考されたからには自分の意見をちゃんとその場で言っていかな

ければいけないと思うんです。だから、この資料に関しては絶対に教育委員会のよ

うに先にもらって見るということもできない資料ですので、ちょっと早めに来てい
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ただいて、この会議はこういうものですよとか、この資料はこういうふうに見てく

ださいということをお伝えしてから会議を始めるということを私はお願いしたいん

ですけど、いかがでしょうか。 

■教育長 末木事務局次長。 

■事務局次長 ご意見ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。き

ちんと事前説明をする時間等を取って理解をした上で審査に入っていけるような態

勢を整えていきたいと思います。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 それについでですが、私が社会教育委員をやっていたときに、勉強会

をするという形を採ったことがあったんです。そのときには、私はここに来ている

以上は勉強会をする必要はないと言って席を立った方もおられたんです。ですので、

人を見ながら、臨機応変にそういう対応をいただけると有り難いと思います。 

■教育長 ありがとうございました。そのほかご質問、ご意見ありますか。 

 今ご指摘のことに配慮しながら、議第 15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。議第 15号、中津川市教育委員会の附属機関の委員の委嘱

等については原案通り承認といたします。 

 これで本日の議事は終了しました。委員の皆さん、ほかになにかご意見等ありま

したらここでお願いします。 

 それ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 5 月 24 日水曜日、場所はにぎわいプラザ 4－1 会議室です。

開催時刻は、この日は教育委員と青山市長との懇談会の開催を予定しております。

そちらとの兼ね合いもございますので、開催時刻は本日この後の協議会で決めさせ

ていただきたいと思います。 

■教育長  次回は 5月 24日、開催時刻は協議会で決めたいと思います。 

 以上で平成 29年第 6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５０分）〕 

 

 

 

 

 


