
平成 30年第 4回中津川市教育委員会議事録 

 
 

日    時   平成 30年 3月 27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 

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 教育長職務代理者の指名 

4 議            事 

5 閉 会 

 

 

 

番 号 議 題 結 果 

議第 10号 平成 30年度市費負担職員の任免について 承認 

議第 11号 中津川市スポーツ推進委員の委嘱について 承認 
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■教育長  

 それでは、これより平成 30年第 4回中津川市教育委員会臨時会を開催します。 

 日程第 2、議事録の承認につきましては回議とします。よろしくお願いします。 

 日程第 3、教育長職務代理者の指名について、事務局から説明をお願いします。

末木事務局次長。 

■事務局次長 昨年の 4 月に新しい教育委員会制度に移行したことに伴い、教育長

職務代理者については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 13 条第 2 項

の規定により、教育長に事故あるときまたは教育長が欠けたときのため教育長があ

らかじめ指名することとされておりますので、本日の会議の中で教育長から指名を

お願いするものでございます。よろしくお願いいたします。 

■教育長 それでは、職務代理者に小栗仁志委員をお願いしたいと思います。小栗

委員、よろしくお願いします。 

 小栗委員の教育委員としての任期が平成 31 年 3 月 31 日までとなっておりますの

で、職務代理者の任期も 4月 1日から 1年ということでお願いしたいと思います。 

 ご意見、ご質問等ありましたらお願います。 

 それではよろしくお願いします。小栗委員から選任のあいさつを一言お願いしま

す。 

■小栗委員 ご指名いただきありがとうございました。特に職務代理者になったか

ら考えとかやることは変わらないと思っていますが精一杯務めさせていただきます。 

■教育長 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第 4、議事に入ります。 

 日程第 1 議第 10 号「平成 30 年度市費負担職員の任免について」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、ご意見がありましたらお願いし

ます。 

田島委員。 

■田島委員 教育委員会では大活躍をされた方々に去っていかれてしまうというの

は大変困ったことだとは思うんですけれども、皆さんご昇進、そして退職全うされ

たということでめでたく見送りたいと思っております。それぞれの方面で今後活躍

なさるということですが、教育委員会におられたという経験をしっかりと活かして

いただき、各方面と教育委員会の橋渡し、パイプ役を担っていただければ嬉しく



3 

 

思っております。皆さんのご活躍、お祈りしております。ありがとうございます。 

■教育長 ありがとうございます。ほかにありますか。 

 ご意見、ご質問等ございませんので、ご異議がなければ、議第 10 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 10 号「平成 30 年度市費負担職員の任免について」は原案通り承認とします。 

 次に、議第 11 号に移ります。「中津川市スポーツ推進委員の委嘱について」事

務局から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、質問、ご意見がありましたらお願いしま

す。 

■田島委員 スポーツ推進委員の任期が 2 年ということで、どれぐらいの会合の割

合なんでしょうか。 

■教育長 糸魚川生涯学習スポーツ課長。 

■生涯学習スポーツ課長 スポーツ推進委員は毎月定例会として 1 回の会議をやっ

てみえます。それから、市、東濃、県の研修会や、または市内のイベント等で出席

をしていただいたり、お手伝いをしていただいたりとか、年間を通すと 50 日を超

すような日程で出席をしていただいています。 

■教育長 ほかにありますか。 

 小栗委員。 

■小栗委員 質問です。時間を割いてこうやってやっていただけるのは有り難い限

りです。各地区で選出されて、2 年任期のところを長い間やられている方もいらっ

しゃると思いますが、長い方だとどれぐらいやられているのでしょうか。 

■教育長 糸魚川生涯学習スポーツ課長。 

■生涯学習スポーツ課長 この 42 名の中で長期にわたる方は 30 年ということで、

ご活躍していただいています。30 年通してやっていただいて、全国表彰を文科省か

らいただいている方がみえます。 

■教育長 三尾委員。 

■三尾委員 質問です。地区によって選出される仕組みが違うかと思うんですが、

たとえばどんな仕組みで名前が挙がってくるんですか。 

■教育長 糸魚川生涯学習スポーツ課長。 

■生涯学習スポーツ課長 中津川市の体育協会が 15 支部ありますが、その 15 支部

の中からそれぞれ選出されて、人数は固定はありませんが、全体で 42 名というこ
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とで、中津川市全体から選出されてきています。 

■教育長 ほかはよろしいですか。 

 田島委員。 

■田島委員 スポーツの大切さを直接市民に伝える役割ということでよろしいです

か。 

■教育長 糸魚川生涯学習スポーツ課長。 

■生涯学習スポーツ課長 今委員が言われたのももちろんですが、スケジュールに

取り組む、特にレクリエーションスポーツ、軽スポーツ等を地域で普及させていた

だき、何もやっていない人を引っ張り出すというところもあります。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 私も何もやっていないうちの一人なんですが、できればスポーツ推進

委員に引っ張り出してほしいと思っております。たとえば、今年間 50 日ぐらい活

動日数があると教えてくれましたが、スポーツ推進委員の活動の中に働きかけとい

うのもあると思います。どんな活動をしているかというのを、たとえば 1 カ月に 1

回の定例会のときに報告などはありますか。 

■教育長 糸魚川生涯学習スポーツ課長。 

■生涯学習スポーツ課長 スポーツ推進委員は部会を持っていて、それぞれの部会

でいろいろな活動をしています。たとえば軽スポーツ部会、研修部会など、そう

いった部会の中での活動を定例会で報告されています。 

■教育長 ほかはよろしいですか。 

 田島委員。 

■田島委員 40 数人が市としてのスポーツに対する思いを伝える代弁者ということ

で、市民一人一人に分かっていただけるようにということで動いていただいている

とは思うんですが、なかなか末端まで行きにくいのが現状ではないかと思います。

8 万人のヘルスアップが新しく始まったこともあるので、何かもう少し働きかけを

上手にするような方法とかを活性化して作り出していかないと、それこそ私のよう

に何もしていない人たちを引っ張り上げていくということのチャンスを作ることに

はなっていかないと思います。ベテランの方々が多いので、はっきり言うと、マン

ネリ化してしまっているのではないかなというのが懸念です。ですから、できるだ

け新しい風を吹かせていくのが、事務局というか指導側の役目だと思うので、そう

いうことをしっかりと、できるだけ新しいことをとか、できるだけたくさんの方々

に普及ができるような工夫をどんどんしていただいて、それをスポーツ推進委員に

伝えていく役目をお願いしていきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。 

■教育長 糸魚川生涯学習スポーツ課長。 
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■生涯学習スポーツ課長 「一市民一スポーツ」が、スポーツ推進委員のキャッチ

フレーズにもなっています。ユニフォームの背中にそういった言葉を入れながら

やっていますが、また今、ウォーキングもいろいろなところで、生涯学習スポーツ

課も各地域と健康推進員と連携しながらやっています。そこにももちろん地域の方

ということで、スポーツ推進員にも関わっていただいていますので、そういったと

ころから活躍をしていっていただきたいと思います。 

■教育長 ほかにいかがでしょうか。 

 ないようですので、ご異議がなければ、議第 11 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 11 号「中津川市スポーツ推進委員の委嘱について」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。 

 それでは事務局から次回の開催日程について報告ください。 

■事務局次長 次回は平成 30 年 4 月 25 日水曜日 13 時 30 分から、にぎわいプラザ

4－1会議室での開催となります。よろしくお願いします。 

■教育長 次回は平成 30 年 4 月 25 日 1 時 30 分から、にぎわいプラザ 4-1 会議室

ですのでお願いします。 

 以上で平成 30 年第 4 回中津川市教育委員会臨時会を終了といたします。お疲れ

さまでした。 

 

〔 閉  会（午後 1時 50分）〕 

 


