
平成 29年第 9回中津川市教育委員会（定例会）議事録（要旨） 

 

 

日    時   平成 29年７月 19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 

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 24号 
中津川市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の一部改正

について 
承認 

議第 25号 
平成 30 年度に使用する小学校及び中学校用教科用図書の採

択について 
承認 
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■教育長 ただいまから平成 29年度第 9回中津川市教育委員会を開催します。 

前回議事録の承認につきましては回議とさせていただきます。 

よろしくお願いします。 

 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添付させていた

だきましたのでご参照ください。 

 前回 6月 13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。 

 市議会の一般質問が 6月 14日、15日とありました。教育長が代わったこともあっ

てかたくさんの質問をいただきました。 

 6月 18日消防操法大会に出席。25日には市の総合文化祭に出席しました。市内の

たくさんの団体が芸術・文化活動に取り組んでいることを改めて知りました。27 日

は少年の主張大会の審査に田島委員様と出席しました。最優秀には第一中の牧野さ

んが選ばれ、8月の県大会に出場します。今年の県大会は中津川市で開催されますの

で、活躍を期待したいところです。 

 7 月に入り、1 日、2 日と中体連市内大会が開催されました。2 日には、社会を明

るくする運動中津川大会、3 日に東濃地区教育長会、4 日に校長会、6 日は県僻地教

育振興会総会に出席しました。今年と来年は中津川市がこの会の事務局となってい

ますので、その運営を教育研修所で担っています。 

 7月 9日には、ブリジットというプロのダンスグループによる、子どもたちを対象

にしたダンススクールがあり、参加をしました。7 月 15 日には南さくら幼稚園の運

動会、同日、交通少年団の交通安全ポスター表彰式に出席をしました。 

 小中学校の教育長訪問は、蛭川小、蛭川中、第一中、坂下中、東小、福岡中へと

訪問しました。委員の皆様にもご都合を付けていただき、ご参観いただき、ありが

とうございました。保育園への教育長訪問も 7 月 3 日から始まりまして、今月のう

ちに 15園を訪問する予定です。 

 最後に、本日以降の主な予定です。 

 8月 1日から 8月 4日まで、毎年恒例の岐阜サマー・サイエンス・スクールが開催

されます。今年は青色ＬＥＤでノーベル物理学賞を受賞された名古屋大学教授天野

浩先生の特別講義が予定されております。もしご都合がよろしければ参加いただき、

お話を聞いていただければと思います。 

 また先ほど紹介しました少年の主張県大会が東美濃ふれあいセンターにて 8 月 8

日に行われます。 

 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。 
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■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。 

6 月 14、15 日は市議会 6 月定例会の一般質問がありました。内容は前回の教育委員

会と重複していますので割愛します。18日は消防操法大会が行われました。19日は

蛭川小学校・中学校、20日は第一中学校の教育長訪問に同行しました。22日は予算

決算委員会があり、補正予算の審議をしていただきました。夜、第一中学校区・苗

木地区の移動教育委員会が開催されました。27 日に市役所の女性職員を対象にした

女性活躍推進研修が開催され、ロールモデルとして管理職になった経緯や管理職に

なってからのことなど体験発表を行いました。市役所の女性管理職の数はまだまだ

少ないので今後の活躍を期待します。28 日は市議会 6 月定例会の最終日でした。29

日に坂下中学校の教育長訪問に同行し、午後は健康福祉会館で行われた中津川市口

腔保健協議会理事会に出席しました。夜、平成 29年度第 1回目の子ども子育て会議

を開催しました。委員の改選を行いましたので、新たに 20 人の委員さんを委嘱し、

子ども子育て支援制度について、また、子ども子育て会議の内容についてご説明し

ました。7月 3日は保育園の教育長訪問で、一色保育園、高山保育園、蛭川保育園を

訪問しました。4日は校長会に出席しました。5日は田瀬小学校の教育長訪問に同行

し、6 日夜は阿木地区の市政懇談会に出席しました。7 日は東小学校の教育長訪問、

午後は中津川市安全安心まちづくり推進市民会議に出席しました。夜はやさか地区

の移動教育委員会が開かれました。12 日は障がい児総合支援施設の安全祈願祭に出

席しました。この施設は柳町の旧擁護訓練センターの建物を取り壊し、障がい児が

放課後児童デイサービスや日中一時支援等のサービスを受けられる施設を新築する

ものです。来年 3 月に完成予定です。夜は加子母・付知地区の移動教育委員会があ

りました。13日は福岡中学校の教育長訪問に同行しました。14日は落合保育園、下

野保育園の教育長訪問に同行しました。下野保育園は今年 3 月に閉園した田瀬保育

園の子どもたちとともに、新しい体制となっていますが、統合によりそれぞれのク

ラスの子どもが増えて活動がしやすくなった、また、保護者がプールの組み立てを

するときなど、保護者の数も増えて作業が楽になったなど、統合して良かったとい

う声を聞きました。午後は市議会文教民生委員会の所管事務調査があり、認定こど

も園についての説明を行いました。昨日 18日、内閣府の地方分権改革推進室が行っ

た地方分権改革の提案募集についてのヒアリングがあり、子育て政策室長とともに

内閣府に出向きヒアリングを受けました。これは放課後児童クラブの職員の配置要

件の緩和について、指導員の確保が難しい中、指導員の人数を 2 名から 1 名にでき

ないかという提案を行ったものです。 

 今後の予定でが、今夜は阿木地区・坂本地区の移動教育委員会、24 日は川上保育

園、坂下保育園の教育長訪問、25日は市有財産活用検討委員会、26日は阿木保育園、
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坂本保育園、北野保育園の教育長訪問、また 27日は部長会と蛭川地区の市政懇談会

が予定されています。8月 1日から 4日まで、岐阜サマー・サイエンス・スクールが

開催されますのでよろしくお願いします。8 日は少年の主張県大会、18 日は生徒会

サミットが開催予定されています。市政懇談会が神坂地区、山口地区、南地区、川

上、地区、坂下地区で開会予定です。 

以上です。 

■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。 

 6月 14日、15日と市議会一般質問が行われ、牛田敬一議員、三浦八郎議員、吉村

浩平議員の３人から質問がありました。主な内容ですが、牛田議員からは「中津川

運動公園の多目的芝生広場の人工芝化への見解について」問われ、「多目的芝生広

場の整備趣旨が、子どもと一緒に遊んだりするレクレーションの場であり人工芝化

は考えていません」と答弁しました。三浦議員からは、「公民館の指定管理の考え

方について」問われ、「公民館は地域のまちづくりの拠点施設であり、その機能を

発揮し、地域の活性化を目的に指定管理を順次進めていきます」と答弁しました。

吉村議員からは、「文化会館の改修について」問われ、「耐震化又は新設各々のメ

リットやデメリットを調査し、いくつかの選択肢の中で検討します」と答弁しまし

た。 

 18日、市消防団操法大会が開催されました。21日、市議会文教民生委員会が開催

されました。22日、市議会予算決算委員会が開催されました。同日、 茄子川在住の

柴田正敏氏から、本人製作の獅子頭の寄付を受けました。諏訪獅子保存会のものと

同じで、にぎわいプラザ 1階で展示し、その後坂本事務所で収蔵、展示を行います。

25日、市総合文化祭が開催されました。26日、市体育協会理事会が開催されました。 

27 日、少年の主張中津川市大会が第二中学校で開催され、最優秀賞に第一中学校 3

年、牧野麗さんが選出され、8月 8日に東美濃ふれあいセンターで開催される岐阜県

大会に出場します。28日、市議会 6月定例会が閉会しました。29日、図書館運営協

議会が開催され、3名の委員の交代がありました。4月から指定管理を受けている福

岡公民館図書室の視察を行いました。同日、東濃総合体育大会結団式が開催されま

した。 

 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した。5日、南小

の鎌田校長が市長と面談され、杉原千畝についての調査報告がなされました。6 日、

阿木地区の市政懇談会が開催されました。9日、東濃総合体育大会総合開会式が開催

され、本年度総勢 410人の選手が競技に参加します。 
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 今後の予定ですが、7月 23日から 30日、第 31回中津川市美術家協会展がにぎわ

いプラザ 5 階で開催されます。24 日、社会教育委員の会兼公民館運営審議会が開催

されます。25 日、中学生タイ研修結団式が開催されます。教育委員の皆さんの出席

をお願いします。27日、定例記者会見が開催されます。 

 8月 1日から 4日、岐阜サマー・サイエンス・スクールが開催されます。6日 和

太鼓奏者加藤拓三氏を常盤座名誉館長に委嘱する就任式がふくおかふるさと祭りの

開会式後に行われます。加藤氏は国内、国外で活躍され、常盤座とも縁が深く今後

のＰＲに期待がもてます。8日、少年の主張岐阜県大会が東美濃ふれあいセンターで

開催されます。17 日から 22 日は中学生タイ研修が実施されます。24 日、博物館協

議会が開催されます。27日、市総合防災訓練が開催されます。 

 以上です。 

■教育長 ただいまの報告につきまして、何か質問、ご意見がありましたらお願い

します。 

 質問等ないようですので、日程第 4、議事に入ります。 

 日程第 1議第 24号、中津川市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の一部改正に

ついて、説明をお願いします。丹羽幼児教育課長。 

 

〔 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いてご意見、ご質問ありましたらお願いします。 

 田島委員。 

■田島委員 保護者の方々は平成 29 年度の申請前ということですね。平成 29 年度

の申請で、追加の料金を申請するということはないのですね。 

■教育長 丹羽幼児教育課長。 

■幼児教育課長 この私立幼稚園の就園奨励費については、まず 29年度の幼稚園授

業料が決定しています。それについて、年度末に就園奨励費が支払われるので、今

年度決定したものは今年度末に保護者にお支払いします。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 システムがあまり理解できていないのですが、この奨励費は、中津川

市では通っている園を通じて情報が提供され、園を通じて申請をするという形なん

でしょうか。 

■教育長 丹羽幼児教育課長。 

■幼児教育課長 就園奨励費は、市とそれぞれの親御さんとの間のものになります。

ただ、各園を通じてその金額等について確認しますので、直接のやりとりは市との
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間になりますが、園も絡みます。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 いろいろ見ると、園に申請して、もちろん市が上にあるんですけど、

お金は園に下りてきて、園から保護者へというところが多いように思うのです。 

中津川市の場合は、園が申請するのではなく個人が申請するということですか。 

■教育長 丹羽幼児教育課長。 

■幼児教育課長 流れについて細かいところはもう一度確認します。園の授業料が

それぞれ決まっておりその上限額の確認もありますので、園は絡んではきます。お

金の動きについては、細かいところは確認します。 

■教育長 そのほかご質問、ご意見等ありますか。 

 田島委員。 

■田島委員 議案資料 1 で、私立幼稚園児の保護者の経済的負担の軽減及び公・私

立幼稚園間の保護者負担の格差是正を図るためとなっています。格差是正を図ると

いうことですので、この奨励費の値上げにおいて格差がなくなるということでしょ

うか。 

■教育長 丹羽幼児教育課長。 

■幼児教育課長 国の基準を先ほど説明しましたが、園児 1 人当たりにかかる額が

国の基準では 30万 8千円です。これは中津川市のほとんどの幼稚園の授業料を上回

る金額です。ですので、満額出るということはありませんが、授業料の分が出され

るので、今の非課税世帯については、公立の幼稚園と同じで、ゼロと同じです。 

そういう意味で、格差是正ということですが、園によってそれぞれ授業料のほかに

課外の部分などがありますので、そういった部分はちょっと別で考え方によって違

ってくるということです。 

■教育長 そのほか質問等ありますか。なければ議第 24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 24号、中津川市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規

則の一部改正については原案通り承認とします。 

 次に、本日配布した追加議案に移ります。日程第 1 議第 25 号、平成 30 年度に使

用する小学校及び中学校用教科用図書の採択について、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。 
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■田島委員 三尾先生もおいでになっていましたので私は私の感想を言います。 

親の代表の方々、教える側の教員の方々、あとは各教育委員会各事務局さんがお出

でになった中で、教科書採択協議会ということで、私は教員ではないし全然そうい

うプロではないので出る幕はないのかなと思っておりましたが、とても上手な雰囲

気づくりをしてくださって、どなたでも発言ができそうな感じでした。その中でや

っぱり親さんの発言が結構たくさんありました。親さんたちは道徳的な心を子ども

たちは持っている。けれども道徳の勉強を少し掘り下げてやっていただければそう

いう心が伸びていくので有り難いという期待感をもったお話がありました。 

 もう一つは、教科書が重たい。そして教科書が大きい。これはどうしたものかと

いう心配も出てはきましたが、概ね良好な、いい意見がたくさんありました。 

 教える先生方からの意見も、研究をしてくださった方々が上手に、綿密に説明も

してくださり、概ね先生方からもこの教科書で教えるぞという意気込みを感じるよ

うな発言がたくさんで、否定的な発言はありませんでした。 

 そういう形で、わりと群を抜いた選ばれた教科書だと思いました。 

 感想です。 

■教育長 三尾委員。 

■三尾委員 続けて感想です。今田島委員がおっしゃったように、研究員が綿密に、

よく分かるように調べて発表してくださって、私たちにも教科書 8 社の違いがよく

分かりました。教科書を採択するということは本当に大切なことで、特に道徳の教

科書を採択するということは、非常に難しくかつ重いことだと思いながら参加させ

ていただきました。光文書院の教科書には、最初に主題にかかわる投げかけのよう

なものがあったと思います。それ一つについても、いろいろな委員から、「これは

あった方がいいのか、いや、ない方が子どもたちに主題の幅を広げるのか」という

ような討論もありました。その中で、これから若い教員が増えていくとかいろいろ

なことも考えながら、指導する教員にとって使いやすいのはどれかというような話

し合いもされて、光文書院に決まったと思います。以後、教科書を使うということ

で、これから評価も入ってきますので、記述ですけれども、特に若い先生が使われ

るということもありまして、評価の研修とか、中津川市全体でどうやって評価する

のかという方針を話し合う機会も必要になってくるのではないかと思いました。光

文書院の教科書はいい教科書だと思いました。 

■教育長 ありがとうございました。ほかにご意見等ございますか。 

 なければ、議第 25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 25 号、平成 30 年度に使用する小学校及び中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。 
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 丹羽幼児教育課長。 

■幼児教育課長 先ほど田島委員からご質問いただきました就園奨励費の流れにつ

いて、もう一度説明します。 

 就園奨励費は、先ほど説明したとおり、本人から支援の申請があり、本人に交付

決定をします。その後、園が取りまとめ、園にお金の支払いをし、園を通じて本人

にお金が渡ります。 

■教育長 それでは、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。ほかにご意見等ありますか。 

 なければ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 8月 29日火曜日です。なお、この日は教育委員会の後、市長

との懇談会を予定しておりますので、通常より 30分予定を早め、13時からこのにぎ

わいプラザ 4－1会議室で行いますのでよろしくお願いいたします。 

■教育長  次回は 8 月 29 日火曜日 1 時から。今日より 30 分早いですが、ここに

ぎわいプラザ 4－1会議室で開催します。よろしくお願いします。 

 以上で平成 29年第 9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 06分）〕 

 

 

 


