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平成 30年第 11回中津川市教育委員会（定例会）議事録 

 
 

日    時   平成 30年 10月 17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  小栗 仁志 田島 雅子  林 由美   三尾 和樹 

 

事務職員  早川事務局長・小木曽教育次長（兼）学校教育課長・大塚事務局次

長（兼）施設計画推進対策監・末木事務局次長（兼）教育企画課長

（兼）施設計画推進室長・丹羽文化スポーツ部次長・岩井教育研修

所長・丹羽幼児教育課長・足立子育て政策室長（兼）子育て支援セ

ンター所長・山下発達支援センターつくしんぼ所長（兼）発達支援

センターどんぐり所長・林阿木高等学校事務長・池戸生涯学習ス

ポーツ課長（兼）少年センター所長（兼）勤労青少年ホーム所長・

野村文化振興課長（兼）市史編さん室長・二村図書館長（兼）蛭川

済美図書館長・青木文化スポーツ部統括主幹（併）中央公民館長・

西尾鉱物博物館長 

 

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 件    名 結 果 

議第２９号 中津川市指定文化財の解除について 承認 
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■教育長 それでは、ただいまから平成 30 年第 11 回中津川市教育委員会を開催い

たします。よろしくお願いいたします。 

 日程第 2、前回議事録の承認につきましては、回議とします。 

 続きまして日程第 3、教育長報告をします。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。 

 9 月 29 日は、さくら保育園運動会、交通安全ポスター展表彰式、常盤座演劇フェ

スティバルに参加しました。10 月 1 日は予算決算委員会、3 日は坂下中へ教育長訪

問、4 日は市議会本会議（最終日）に出席しました。6 日は、西こまのもり運動会、

7 日は市総合体育大会開会式、10 日は東濃桧振興会からの要望を市長さん、議長さ

んとともに伺いました。学校関係では、地元木材を学校施設の建築、改修等に利用

してほしい、机、椅子の木材利用、普及を進めてほしいという内容でした。同日、

下野小、田瀬小へ教育長訪問、11 日は、校長会に出席しました。14 日は葉山嘉樹

文学碑建立 60 周年式典、そこに記載してある 73 周年というのは没後の年数で、文

学碑の建立は 60 周年ということです。15 日は蛭川小・蛭川中へ教育長訪問、16 日

は加子母小の市指定研究発表会に参加しました。 

 今後の主な予定ですが、11 月 1 日は子ども金メダル表彰式、3 日は阿木高校 70

周年記念式典、4 日は中津川幼稚園 100 周年記念式典、10 日は市ＰＴＡ連合会大会、

文化協会 20周記念式典などがあります。 

 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お願いします。早川事務局

長。 

■事務局長 前回以降の主な出席行事等について報告します。 

 9 月 30 日に台風 24 号の接近があり、午後から市内に避難所が開設され、第一中

学校、東小学校、神坂中学校の避難所開設を行い、待機しました。今回は台風 21

号の被害の後でもあり、各避難所に避難される方も多くありました。市内では大き

な被害はありませんでした。 

 10 月 1 日は予算決算委員会があり、平成 29 年度事業の決算について審議いただ

きました。3 日は雨で延期されていた杉の子幼稚園の運動会が開催されました。ま

た、坂下中学校の教育長訪問がありました。4 日は市議会本会議の最終日でした。6

日は誠和幼稚園の運動会を参観しました。10 日は下野小学校の教育長訪問に同行し

ました。午後、付知町出身の小南誠氏が教育施設へ 100 万円の寄附を下さり、市長

から感謝状が渡されました。小南氏の寄附は 11 回目で合計 1100 万円の寄附をいた

だいています。11 日は校長会がありました。また、東美濃ふれあいセンターで今年

度第２回目の子育てまつりが開催されました。市内５カ所の子育て支援センターが
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行う催し物で、大勢の親子が集まり盛況でした。午後、安全安心まちづくり市民大

会に出席しました。15 日は蛭川小学校、蛭川中学校の教育長訪問に同行しました。

16日は加子母小学校の研究発表会を参観しました。 

 今後の予定です。19 日に阿木小学校、阿木中学校の教育長訪問、20 日に蘇南高

等学校の総合学科設置 10 周年、学校創設 65 周年記念式典に出席予定です。22 日は

第一中学校教育長訪問の予定です。23 日は教頭会、26 日は坂本中学校教育長訪問、

30 日は落合中学校の研究発表会があります。11 月 3 日は阿木高等学校の 70 周年記

念式典、4 日は中津川幼稚園の 100 周年記念式典があります。5 日は発達支援セン

ターどんぐりの移動教育委員会、6 日はつくしんぼの移動教育委員会です。教育委

員の皆様のご出席をお願いいたします。7 日は苗木小学校の研究発表会、8 日は校

長会、10 日は市ＰＴＡ連合会大会が予定されています。12 日の総合教育会議は後

ほど説明しますが延期になりました。14 日は落合中学校の教育長訪問、15 日は教

頭会があります。19 日に都市教育委員会事務局長会議が高山市で開催されるので出

席します。20日は神坂小中学校の研究発表会です。 

 教育委員会事務局からは以上です。 

■教育長 丹羽文化スポーツ部次長。 

■文化スポーツ部次長 今日、文化スポーツ部長はブラジルのレジストロ市への公

式訪問に出発して 24日に帰りますのでそれまで私が代理をします。 

 文化スポーツ部にかかわる主な行事や事業について報告します。 

 9 月 29 日、30 日、台風 24 号が来ておりましたが、常盤座演劇フェスティバルを

開催しました。来場者には安全確保のためいろいろ対応しながら何とか完了するこ

とができました。出演団体数は 11 です。4 日には第 4 回定例会、29 年度の決算の

認定をいただきました。7 日は中津川市総合体育大会開会式が開かれました。第 12

回ということもあり、24 の競技種目でやっております。13 日は落合石畳のマレッ

トゴルフ場の感謝祭が行われました。これは第 1 回の大会で、180 人が出席しまし

た。14 日、坂下の花馬祭りとスポーツフェスティバルが健康まつりと同時開催され

ました。スポーツフェスティバルには 547 人参加しています。第 18 回でした。16

日から 24 日にかけて、市長、議長、部長が、中津川市姉妹都市友好推進協会が

行っているブラジルのレジストロ市を公式訪問しています。今回はレジストロ日本

人入植 105周年記念式典に出席する予定です。 

 今後の予定です。 

 24 日から 31 日にかけて、ヨーロッパで開催されるジャパニズム 2018、これはサ

ラマンカ創立 800 周年記念事業ということで、フランスのパリ、スペインに開催さ

れるこの事業に、日本を代表して加子母歌舞伎保存会が出席します。平家物語の
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「俊寛」を演じる予定となっております。海外で本格的な地歌舞伎の披露をするの

は今回が初めてということで、リハーサル等も行なっておりますが、大変好評です。 

 10 月 26 日にはふるさとじまん祭と一緒に 28 日に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。これについては参加団体 22 です。27 日、前田青邨の

命日で、北鎌倉の東慶寺の青邨をしのび筆供養が行われる予定で、私と担当が出席

する予定です。30 日には県議会の厚生環境委員会が常盤座を視察します。この内容

は、東濃歌舞伎保存会と常盤座となっております。 

 11 月、子ども金メダルの授与式が実施されます。対象人数は、昨年は 311 人でし

た。今年度は昨日選定委員会を前期の分をやっていただき、また後期は 3 月に行う

予定です。3 日には文化の日協賛事業として市内の博物館の各館の無料デーとなっ

ております。ぜひご覧いただきたいと思っております。また、4 日は高齢者ウォー

キングが開催されます。中津川公園で行います。高齢者となっておりますが、シニ

アということで 45 歳以上の方はぜひご参加ください。チラシはないですが、お手

元にいろいろの行事のご案内をさせていただいておりますのでまた見てください。

11 月 10 日、文化協会設立 20 周年記念式典があります。こちらも、先ほど委員の方

にはご案内させていただいています。ぜひご参加ください。11 日には 67 回の市民

音楽祭が開催されます。また、坂下の歌舞伎公演が行われます。これは第 51 回と

歴史あるものです。ぜひご参加ください。有料ではございますが、見ごたえがある

と思っております。12 日は先ほど説明がありました、総合教育会議は延期となって

おります。11 月 15、16 日は、新日本フィルハーモニー交響楽団のメンバーによる

コンサートが開催されます。特に観光大使になられた吉鶴さんの公演ですのでぜひ

ご覧ください。16 日は市民展の審査会が開催されます。これは、プラザ 5 階で、展

覧会は日本画、洋画、250 点ぐらい毎年ございます。あと、17 日には常盤座の名誉

館長の加藤様によるコンサートがあります。これについてもよろしくお願いします。

18 日は中山道駅伝が開催されます。今回は第 65 回ということもあります。中津川

駅から多治見市役所までのコースです。一般については 8 区間で 58.5km、一般Ｂは

6 区間で 44.5、これはＪＡ恵那からスタートする予定です。また、女子、中学校男

子・女子は 5 区間で、土岐津小学校からスタートになります。14.1km のコースとな

ります。 

 以上です。 

■教育長 ただいまの報告につきましてご質問等ありましたらお願いします。 

 田島委員。 

■田島委員 教育長報告の中に、葉山嘉樹の記念式典のことがあったのですが、少

し様子を教えてください。 
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■教育長 葉山嘉樹の文学碑が落合ダムのそばにあります。その建立が 60 周年を

迎えるということで実行委員がこの催しをされました。葉山嘉樹さんのご長男が今、

多治見に在住だそうで、その方も招いて、文学の「セメント樽の中の手紙」を朗読

されたり、朗読したのは別の人ですが、実行委員が歌をつくって歌われたりという

ことで、広く市民に葉山嘉樹がここで文学に携わったことを知らしめたいという願

いでもたれたものです。落合ダムの真ん前にあります。すばらしいです。10 年ぐら

い前に移転したそうです。 

 ほかにご質問等ありましたら。 

 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 29 号「中津川市指定文化財の解除について」説明をお願いします。

野村文化振興課長。 

 

〔 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、ご意見がありましたらお願いし

ます。 

 田島委員。 

■田島委員 前回の協議会で、雌雄それぞれ 1 本ずつの登録だという話を聞いたの

ですが、恵那神社にも夫婦杉があります。まだほかに私は知らないですが 2 つで 1

つというものの登録があるかもしれないですが、雌雄で 1 本ずつの登録というのは

珍しいことなんですか。 

■教育長 野村文化振興課長。 

■文化振興課長 私もまだ勉強の途中ですが、それぞれで 1 本ずつが指定文化財と

いうのはこの加子母のものであると認識しております。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 そうすると、たとえば恵那神社の夫婦杉は片方が倒れてしまったら、

まだ片方は登録のままということなんでしょうか。 

■教育長 野村文化振興課長。 

■文化振興課長 今回の場合は 1 本ずつなので解除ということになりますが、夫婦

杉ということで指定を受けているということになりますので、1 本が欠けてしまえ

ばそれは解除の対象になると考えます。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 いずれにしろ、すごく年代が経っているものということで、夫婦杉な

ども片方がなくなってもやはり価値は大変あるものだと思います。これから登録を
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する事例があれば、できれば分けて登録していただければ、片方がなくなっても新

しく植えてということもできるかもしれないので、細やかな対応をお願いしたいと

思います。 

■教育長 野村文化振興課長。 

■文化振興課長 地域から、または所有者から指定に対する要望がありますので、

そのときにそういった話もさせてもらいながら、教育委員会に諮っていけるように

したいと思います。 

■教育長 そのほかよろしいでしょうか。 

 ご意見がなければ、議第 29 号については承認ということでよろしいでしょうか。 

 

■教育長 議第 29 号「中津川市指定文化財の解除について」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。 

 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 21 日水曜日、午前 9 時からにぎわいプラザ 4－1 会議

室で開催します。よろしくお願いします。 

■教育長 次回は 11月 21日、9時からですのでお願いします。 

 以上で平成 30 年第 11 回中津川市教育委員会を終了といたします。お疲れさまで

した。 

 

〔 閉  会 （午後１時５３分） 〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


