
平成 29年第 8回中津川市教育委員会（定例会）議事録（要旨） 

 

 

日    時   平成 29年 6月 13日（火） 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・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 1号 美術品等の購入に伴う答申について 承認 

議第 22号 
平成 30 年度使用中津川市立阿木高等学校用教科用図書の採

択について 
承認 

議第 23号 中津川市教員住宅管理規則の一部改正について 承認 
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■教育長 ただいまから平成 29年第 8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。 

日程第 3、教育長報告を行います。 

 前回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。 

5 月 25 日には教頭会、5 月 29 日は東濃地区教育推進協議会の総会に出席しました。

5月 30日には、加子母の食と文化の館運営委員会に出席しました。 

6月 2日、7日の両日は、岐阜サマーサイエンススクールの案内及び協力依頼に、岐

阜県教育委員会、大垣のソフトピアジャパン、名古屋市教育委員会、豊田市教育委

員会を訪問しました。3日は坂本小学校の運動会、7日にはくらしの知恵実行委員会

に出席しました。6月 9日は東濃相談員研修、同日夜、青少年健全育成推進市民会議

理事総会に出席しました。 

 教育長訪問は、第二中、落合中、付知北小、付知南小を訪問しております。 

 6月 5日から市議会定例会が開会しました。明日より市議会本会議となり最終日が

28日となります。 

 本日以降の主な予定ですが、今月 22日から移動教育委員会が始まります。「主体

的な子どもを育てる」ことをテーマに挙げております。グループの話し合いでは、

参加者に実のある意見交換できればと思います。委員の皆様にお世話になりますが

ご出席をよろしくお願いいたします。 

 また 6 月 27 日には、少年の主張大会が第二中学校を会場に行われ、市内 12 の中

学校の代表者が発表をします。 

 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。

最初に早川事務局長、報告をお願いします。 

■事務局長 それでは前回の教育委員会以降の出席行事等についてご報告します。 

 5月 25日、教頭会に出席しました。28日の清流木曽川中津川リレーマラソンはお

天気にも恵まれ、教育委員会からの出席 2チームも無事に完走しました。6月 3日土

曜日に坂本小学校の運動会が開催され、参観しました。 

 5日から第 3回中津川市議会定例会が開催されました。本議会には、報告 2件、条

例 3 件、その他 7 件、補正予算 3 件が提出されています。教育委員会事務局にかか

る補正予算については前回ご報告した通りです。一般質問については全部で 11人の

議員さんから質問が出されました。教育委員会事務局へは 5 人の議員さんから質問

がございました。 

 簡単にご紹介しますと、田口文数議員から就学援助におけるランドセル等学用品

費の入学前支給を可能にすることについて質問が予定されています。これは生活保

護にまで至らないが所得の少ない家庭に対して学用品費や給食費などを支給する制
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度ですが、支給時期が新年度に入ってからとなり、入学の準備に間に合わないこと

から、入学の前に支給することができるように制度改正がされました。来年度入学

の児童生徒に支給しようとしますと、補正予算を組む必要があり、今後、支給時期

等について検討していきます。 

 吉村久資議員から中津川市教育委員会所管施策についてということで、保育園の

待機児童、保育士不足、学校の荒れについて、不登校・いじめの状況などとともに、

保育行政、教育行政について教育長の所見を質問されています。 

 鈴木清貴議員から小中学校教員の長時間勤務の改善について、ちょうど市長との

懇談で話題になった部分ですが、小中学校教員の勤務実態調査の結果から改善策の

考えを質問されています。 

 佐藤光司議員からはボランティア活動の取り組み強化について、小中学校、高校に

おけるボランティア活動の取り組みとボランティア団体が学校教育と連携をとる場合

の窓口等について質問されています。 

 木下律子議員からは、坂本子ども園建設など保育問題についてと学童保育について

質問されています。坂本子ども園の入園の条件や、保育時間、保育料など具体的な計

画を質問されていますが、現在検討中の状況です。待機児童については 4 月現在で 0

人、潜在的待機児童が 6人という状況です。この 6人はいずれも未満児で特定の保育

園を希望されており、他の園に空きはありますが希望される園には空きがないので待

機児童になっています。 

 学童保育についても質問されています。学童保育については、今年度国基準並みの

補助に増額しておりますので、各学童保育所の運営状況の把握を行っていきます。 

また、父母会への運営支援を継続して行っていきます。 

 一般質問は明日、明後日の2日間ありますので、以上のご質問にお答えしてまいり

ます。22日に予算決算委員会があり、28日が議会最終日です。 

 予定に戻りまして、5日に教育委員会事務局の基本方針、重点事業について市長の

業務ヒアリングがありました。子育て支援策について教育委員会で担当する部分と

文化スポーツ部で担当する部分で重なる部分があるのではないか、一層連携して取

り組むこと等、指示を受けております。また、学校規模等適正化、幼児教育施設の

適正化、これは統廃合のことですが、これについて具体的な計画が示されていない

のでもっと出していくこと等の指示がありました。 

 今後の予定ですが、教育長訪問は19日蛭川小中学校、20日は第一中学校、29日は

坂下中学校に訪問する予定です。ご都合がつくようでしたら参観をお願いします。

また、移動教育委員会が22日、28日、30日の予定ですのでよろしくお願いいたしま

す。29日に今年度第１回の子ども・子育て会議を予定しています。7月も、教育長訪
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問、移動教育委員会が続きますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

■教育長 次に、大巾文化スポーツ部長、ご報告をお願いします。 

■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。 

5月 25日、国際交流事業検討委員会が開催されました。 

5 月 28 日、第２回清流木曽川中津川リレーマラソン大会が開催され、参加チーム数

228、来場者数約 5千人と昨年度を大きく上回り盛大に行うことが出来ました。 

同日、第 16 回中津川少年少女合唱団コンサートが開催されました。5 月 29 日、第

22回岐阜県文楽・能大会実行委員会が開催されました。5月 30日、中津川市文化協

会の懇談会が開催されました。 

6月 1日、美術品等評価委員会が開催され、本日、美術品の購入について答申報告が

されますのでお願いします。6月 5日、市議会 6月定例会が開会しました。6月 8日、

古田岐阜県知事による苗木城跡と苗木遠山資料館視察が行われました。苗木城跡天

守やぐらからリニアが通る経路、岐阜県駅・車両工場が建設される場所を確認され、

大変すばらしい景色だと言ってみえました。6月 9日、青少年健全育成推進市民会議

総会が開催されました。6月 10日、第 19回明治座クラシックコンサートが開催され

ました。今年は、開催前日の 9 日に加子母、付知、東白川村の小中学生ら約 3 百人

を招き、山あいに住む子どもたちに本格的なクラシック音楽が届けられました。 

今後の予定ですが、6 月 14、15 日と市議会一般質問が行われ、文化スポーツ部関

係では、牛田敬一議員から指定管理制度について、三浦八郎議員から公民館の指定

管理について、吉村浩平議員から文化会館の今後について、3議員から通告がありま

した。詳細につきましては次回の教育委員会で報告させていただきます。6月 18日、

市消防団操法大会が開催されます。6 月 21 日、市議会文教民生委員会が開催されま

す。6月 22日、市議会予算決算委員会が開催されます。6月 27日、少年の主張中津

川市大会が第二中学校で開催されます。6月 28日、市議会 6月定例会が閉会します。

6 月 29 日、図書館運営協議会が開催されます。同日、東濃総合体育大会結団式が開

催されます。7 月 2 日、社会を明るくする運動及び街頭啓発活動が開催されます。7

月 6日、阿木地区を皮切りに市政懇談会が各地区で開催されます。 

以上です。 

■教育長 ただいまの報告につきまして何かご質問、ご意見等ありましたらお願い

します。 

  

それでは日程第 4、議事に入ります。報第 1号、美術品等の購入に伴う答申につい

て説明をお願いします。川合文化振興課長。 
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〔 事務局から資料に基づき説明 〕 

 

■教育長 田島委員 

■田島委員 青邨美術館というのは全国で 1 館もないわけですよね。中津川に青邨

と名のつくのは青邨記念館がありましたが、今はない状態です。青邨の絵は日本中

の有名な美術館にあって、ほとんど目玉となっているのですが、一体中津川の青邨

美術館はどんなふうに進んでいくのか非常に気になるところです。 

青邨の絵はスケッチが多いのですが、今回買うということで、どういったストーリ

ーを持っておられるのか。どういったくくりというか。たとえば、幼少期は絵を描

いてなかったのでしょうが、たとえば幼少期をまとめるとか、花が咲くまでの生涯

をまとめるとか、何かそういうストーリー的なものを考えておられるのか、それと

も青邨と名のつくものは全部中津川にゆかりがあるから集めていくのか、何かポリ

シーみたいなものはあるのでしょうか。 

■教育長 川合文化振興課長。 

■文化振興課長 まだ具体的なストーリーはできていませんのでお話はできません

が、青邨に関しては絵画のほかに多くの資料もございますし、市内の方も青邨にゆ

かりの作品やいろいろな資料をお持ちかと思います。 

今年の10月上旬から11月上旬にかけて中津川ロータリークラブの60周年の関係で、

遠山史料館に青邨の展示を行う予定で今準備を進めております。まだ美術館に関し

ては具体的な構想がないとご返事させていただきましたが、そちらの展示会でも青

邨を市内外の方に知っていただく、特に学校の生徒、児童の皆さんにも前田青邨の

名前を知っていただくという方向性をもって展示を進めてまいりたいと思います。

ぼんやりとではございますが、前田青邨という名前を間違いなく読んでいただいて

どういう方かを知っていただくのが今のところの一番の目標です。ご質問に対して

十分な説明ではございませんが、以上です。 

■教育長 大巾文化スポーツ部長。 

■文化スポーツ部長 追加で説明させていただきます。美術館の構想につきまして

は、今策定している中心市街地基本計画の中で何とか盛り込んでいきたいと部とし

ては考えています。先日、岐阜県知事が苗木城跡に来られたときお話ししたんです

が、そのときも青邨記念館のお話が出ました。こんなすばらしい画家がいるのにな

ぜ美術館がないのだろう。こういったものをもっと活用したらどうかという提案も

いただいていますので、計画も含めて検討していきたいと考えています。 

■教育長 そのほかご質問、ご意見等ございますか。 
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 田島委員。 

■田島委員 この間の協議会で伺ったところ、青邨の今持っている展示物だけでは

美術館としてはまだまだ成り立ちにくいという話があったように覚えています。 

中津川の今の画家の礎を築いた方々、先人顕彰というのがちゃんと予算がついてい

ますが、その中で扱いができる画家がおられますね。たとえば中川ともさんもそう

ですし、川合文化振興課長がこの間、行かれた安江静二さんもそうですね。そうい

う方々を見直して、中津川の礎を築いたというのはとても大事なことなので、そう

いう方々をクローズアップしていくのは大事だと思うのです。川合文化振興課長は

この間安江静二さんの子野の施設に行ってらっしゃったので、現物を見て分かった

と思いますが、その感想も含めて教えていただきたいのですけど。 

■教育長 川合文化振興課長。 

■文化振興課長 前田青邨以外にも中津川には、今回答申がありました評価委員会

の会長で名前が挙がっております笠置茂先生などもまだ現役でご活躍されています。

先日、滝川先生はお亡くなりになりましたが、中津川の美術家協会には美術界にお

いては評価の高い方もいらっしゃいます。亡くなられた方、美術家協会を築き上げ

てこられた先輩のほかに、付知で言うと牧野伊三郎さんという非常に古い時代の画

家もいらっしゃいます。たとえば青邨先生の作品を展示すること以外にも、そうし

た画壇で活躍された方を併せて発掘していくというのも課題かと思いますので、ま

た今後ともご指導いただければと思います。 

■教育長 そのほかよろしいでしょうか。 

 なければ報第 1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 1 号、美術品等の購入に伴う答申について

は原案通り承認とします。 

 続きまして、日程第 2 議第 22 号、平成 30 年度使用中津川市立阿木高等学校用教

科用図書の採択について説明をお願いします。林阿木高等学校事務長。 

 

〔 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いてご質問、ご意見等ありましたらお願いします。 

 田島委員。 

■田島委員 これについて異議はございません。私は承認したいと思いますが、先

の協議会のときに小木曽次長から、施設や交通手段の関係で介護士や調理に関する

資格などを取らせることは阿木高校では難しいという話を伺いました。しかし、こ

れからどんどん生徒が少なくなる時代です。生徒にとって阿木高は本当に大切な学



 6 

校で、生徒のことを思って教科書もこのようにマッチしたものを選んでくださって

います。大変重要な学校ですので、社会人として自信を持って高校を出て生きてい

くために、そして働いていくために、「阿木高に行ったらそれが身につく、阿木高

が一番いい学校だ」というような工夫をこれからしっかりと確実にしていって、セ

ールスポイントを作っていかないといけない。そうしないと、よその高校に生徒が

行ってしまったり、だんだん阿木高が絶えてしまうことになってもいけないので、

そういった工夫を積極的にお願いしていきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

■教育長 林阿木高等学校事務長。 

■阿木高等学校事務長 そういう点も今後検討していくべきだと考えております。

専門的技術をつけるだけでなく、阿木高をどうセールスしていくかという点で、今

後校長先生もそのような形で各中学校を回られたりしていますので、その辺を含め

てピーアールをしていきたいと考えています。 

■教育長 そのほかどうでしょうか。 

 なければ議第 22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 22 号、平成 30 年度使用中津川市立阿木高等学校用

教科用図書の採択については原案通り承認とします。 

 次に、日程第 3議第 23号、中津川市教員住宅管理規則の一部改正について、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いてご意見、ご質問等ございますか。 

 田島委員。 

■田島委員 この 2 つの教員住宅を壊してしまうわけではなく、ふるさと学校とと

もに、違う使い方をしていくということですか。 

■教育長 末木事務局次長。 

■事務局次長 ふるさと学校が現在消防法等の関係で宿泊ができない状況です。今

回それを改修してスポーツや音楽の合宿に使っていただこうという中で、この 2 つ

の建物についてもまだまだ調整段階ではありますが、たとえば倉庫やふるさと学校

の管理人の居場所というようなことで活用を図っていきたいと聞いています。 

■教育長 そのほかよろしいでしょうか。 

 なければ議第 23号については承認ということでよろしいでしょうか。 

 議第 23号中津川市教員住宅管理規則の一部改正については原案通り承認とします。 

 これで本日の議事は全て終了しました。委員の皆さん、ありがとうございました。
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ほかに何かご意見等ございますか。 

 なければ事務局から次回の開催日程について報告してください。末木事務局次長。 

■事務局次長 次回開催日は 7 月 19 日水曜日 13 時 30 分からにぎわいプラザ 4－1

会議室で行います。 

■教育長  次回は 7月 19日水曜日 1時 30分から、ここにぎわいプラザ 4－1会議

室で開催ということです。 

 以上で平成 29年第 8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 10分） 〕 

 

 

 

 


