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平成 30年第 9回中津川市教育委員会（定例会）議事録 

 
 

日    時   平成 30年 8月 21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  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・平岡学校教育課統括主幹・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・大巾文化スポーツ部長・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 

報第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 承認 

報第 ３号 中津川市教育支援委員会の結果報告について 承認 

議第２８号 中津川市議会（定例会）に提出する議案の意見について 承認 
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■教育長 それでは、ただいまから平成 30 年第 9 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します。 

 日程第 3、教育長報告を行います。お手元に概要を置かせていただきました。 

 7 月 20 日は教育長訪問で保育園へ訪問しました。21 日は、南さくら幼稚園の運

動会が行われました。また、障がい児者を守る会総会に出席しました。24 日には、

新任教育委員・教育長研修会があり、三尾委員と一緒に参加しました。7 月 31 日か

ら 8 月 3 日は、サマー・サイエンス・スクール、新しい馬籠ふるさと学校で開催し

ました。8 月 1 日は県高等学校定時制通信制 70 周年記念式典というのがあり、県下

のこれにかかわる高等学校が集まってきて式典を行いました。8 月 6 日、7 日はラ

イオンズクラブさんの協賛で、ライオンズクエストの研修会、生徒会サミットが行

われました。タイへの中学生の海外研修は 16 日に出発式が行われ、今日の夜戻っ

てまいります。昨日 20日、県内の郡市教育長会夏期研修会に参加しました。 

 今後の主な予定ですが、明日、県庁に、市長、議長とともに県要望に出かけます。

30 日からは議会が始まります。9 月 2 日は市の防災訓練が一斉に行われます。また、

2週目以降、土日に体育大会、運動会等が行われる予定です。 

 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。早川事務局長、お

願いします。 

■事務局長 それでは前回以降の主な行事について、報告します。 

 7 月 17 日に、蘇南高等学校地元市町村協議会に出席しました。19 日、口腔保健

協議会理事会が開催されました。20 日は川上保育園、坂下保育園を訪問しました。

28 日は台風 12 号が接近し風雨の心配があったため、災害対策本部会議が招集され

ました。31 日から 8 月 3 日までサマー・サイエンス・スクールを開催しました。今

年は参加者 58 名で、初めて馬籠ふるさと学校での開催でした。暑い日が続いてお

り、暑さ対策など万全の準備を行い、無事に開催することができました。子どもた

ちにも例年通りさまざまな学びができ、また馬籠散策なども好評でした。2 日に中

津川ロータリークラブの例会に出席し、ロータリークラブが防災士なかつがわ会と

ともに市内小学校の備品等の転倒防止工事をしてくださったことにお礼を申し上げ

ました。6 日に文教民生委員会の所管事務調査が開かれ、放課後児童クラブについ

て説明させていただきました。 

 7 日には生徒会サミットが開催されました。市内 12 校の中学校の生徒が交流し合

い、「おもてなし、外国の方に伝える故郷の魅力～リニアで訪れた外国の方に、自

分の町に来てもらうためには～」というテーマで意見交換をしました。生徒たちは

地域のことを調べ、いろいろなアイデアを出してくれました。教育委員さんにもご
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出席いただきありがとうございました。 

 9 日は神坂市政懇談会に出席しました。生徒会サミットにも関連しますが、馬籠

地区の外国人観光客が増え、子どもたちに声をかけられたりする機会が増えている

こともあり、治安上の心配の声がありました。登下校時における児童生徒の安全確

保については日本人外国人関係なく心配されているところから、9 月にも通学路の

合同点検が予定されていること、自分自身で身を守ることの指導、また地域での見

守り態勢に協力いただくことなどお伝えしました。 

 今後の予定ですが、明日 22 日には小諸市で開催される藤村忌に出席予定です。

29 日には延期されていた加子母・付知地区の移動教育委員会が開催される予定です

のでよろしくお願いします。30 日は市議会定例会の初日で 9 月議会が始まります。

9 月 10 日、11 日に一般質問が予定されており、13 日に文教民生委員会、19 日に予

算決算委員会、26 日が最終日の予定です。9 月 2 日は防災訓練が予定されています。

6 日は校長会があります。9 月は教育長訪問が 4 校予定されており、また小中学校

の運動会、体育祭がありますので参観を予定しています。 

 事務局長からは以上です。 

■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かかわる主な行事や事業について

報告します。 

 7 月 19 日、社会教育委員の会兼公民館運営審議会が開催されました。7 月 22 日、

文化財保護審議会が開催されました。7 月 24 日、中学生タイ研修結団式が開催され

教育委員の皆さんに出席をいただきありがとうございました。7 月 26 日、人事異動

の辞令交付式を行いました。文化振興課が課長補佐の死亡により欠員となっていま

した。今回の異動により、教育委員会教育企画課西尾秀司係長に着任していただき

ました。7 月 27 日、多治見少年少女合唱団の関係者が市長面談されました。7 月 28、

29 日、中津川えほんジャンボリー2018 が開催されました。7 月 29 日、ミュージア

ムフェスタ 2018（第 11 回鉱物博物館まつり）が開催されました。7 月 31 日から 8

月 3 日、岐阜サマー・サイエンス・スクール 2018in 中津川が開催されました。1 日

には末松先生に子ども科学館に来館していただきました。8 月 3 日、ふるさとじま

ん祭実行委員会が開催されました。8 月 7 日、平成 29 年度と今年 7 月に購入した前

田青邨画伯の作品「矢面」を中心とした企画展を苗木遠山資料館で 9 月 2 日まで開

催します。お手元に入館のチケットを配布しておりますので時間がありましたら観

ていただきたいと思います。8 月 8 日、少年の主張岐阜県大会が大垣市で開催され、

苗木中学校 3 年山田慎之介君は優秀賞でした。8 月 15 日、ＦＣ岐阜の宮田社長が中

津川ホームタウンデーを前に、副市長を表敬訪問されました。8 月 16 日、中学生タ
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イ研修の出発式が開催され、本日の夜帰国します。 

 今後の予定ですが、8 月 30 日、9 月定例会が開会します。8 月 31 日、博物館協議

会が開催されます。9 月 1 日、ＦＣ岐阜の中津川ホームタウンデーが長良川競技場

で開催されます。9 月 2 日、市総合防災訓練が実施されます。同日、加子母歌舞伎

大会が明治座で開催されます。9 月 4 日、中学生タイ研修の報告会が開催されます。

教育委員の皆様の出席をお願いします。9 月 6 日、フットゴルフ国際大会ウエルカ

ムパーティーがフォティーンヒルズカントリークラブで開催されます。9 月 9 日、

ＫＡＴＯグループ創業 130 周年記念事業「よしもと新喜劇」が文化会館で開催され

市長も出演予定です。9 月 22 日、23 日、中津川ＴＨＥ ＳＯＬＡＲ ＢＵＤＯＫ

ＡＮが中津川運動公園で開催されます。 

 以上です。 

■教育長 ただいまの報告につきましてご質問等ありましたらお願いします。 

 田島委員。 

■田島委員 ＳＯＬＡＲ ＢＵＤＯＫＡＮとかＫＡＴＯグループさんのことが書い

てあるんですが、7 月 13 日においでん祭があって子どもたちもたくさん出ておりま

したが行かれましたでしょうか。 

■文化スポーツ部長 私自身は行けなかったですが他の係員が出席しております。 

■事務局長 申し訳ありません。私も出席できませんでした。 

■教育長 ほかに質問等よろしいでしょうか。 

 それでは、日程第 4、議事に入ります。 

 議事日程第 1 報第 2 号「専決処分の承認を求めることについて」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 北野保育園と小学校のブロック塀撤去についてですが、ブロック塀を

撤去してフェンス設置まで入っているんですか。 

■教育長 末木事務局次長。 

■事務局次長 ブロック塀を撤去してフェンス設置まで行います。今週中にすべて

完了する予定で進んでいます。 

■教育長 田島委員。 
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■田島委員 東小学校のコンクリート塀のところで、卒業生の魚の彫刻のようなも

のがブロック塀の中に入っていましたね。あれはどんなふうになりましたか。 

■教育長 末木事務局次長。 

■事務局次長 現状では一部が風化していたり水が入って凍って破裂していた状況

です。それらをきれいに残すことは工事ではなかなか難しいということですので、

まずは卒業生にお知らせするということで、東小学校の保護者の方に学校便り等で

そのことをお知らせしました。さらに校区内の町内会の回覧で取り壊しますという

周知をしました。ただ、そこに住んでいない方もおられますので、市の公式ホーム

ページで周知し、こういったものがありましたという記録として動画と写真で残し

てあります。また写真は一つ一つの卒業生の作品を撮ったものを残しております。

希望があった場合にはデータ等でお渡ししていきたいと考えています。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 ありがとうございます。適切な対応をしていただいて卒業生の方も大

変喜ばれると思います。 

■教育長 そのほかご質問、ご意見ありますか。 

 三尾委員。 

■三尾委員 2 つ教えてください。①と④についてです。小鳩保育園と杉の子幼稚

園の 18万円、14万円の工事の内容はどんな内容でしょうか。 

■教育長 丹羽幼児教育課長。 

■幼児教育課長 工事内容は、今こちらで把握している状況を報告します。小鳩保

育園は、正門入口横にフェンスがあります。フェンスの立ち上げ部分の下にブロッ

クの土留めがあります。それが下の擁壁から合わせて 2ｍ以上の高さがありますの

で、その落下防止のためにブロック塀を撤去して再度土留めを設置するような工事

になります。杉の子幼稚園は、園内の水路の横に基準より高いブロック塀がありま

す。それの上部を撤去し、基準内の高さにする工事です。 

■教育長 三尾委員。 

■三尾委員 よく分かりました。ありがとうございます。 

■教育長 そのほかありますか。 

 ないようでしたら、報第 2号については承認ということでよろしいでしょうか。 

 報第 2号「専決処分の承認を求めることについて」は原案通り承認とします。 

 議事日程第 2 報第 3 号「中津川市教育支援委員会の結果報告について」説明をお

願いします。平岡学校教育課統括主幹。 

 

〔 事務局から資料に基づき説明 〕 
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■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 もう一度判定が行われると今聞いたのですが、合意のところに×が

打ってあるところがあります。これはどういうことでしょうか。これからもう一度

トライするのでしょうか。もう一度親さんを説得するということでしょうか。 

■教育長 平岡学校教育課統括主幹。 

■学校教育課統括主幹 ×は学校と保護者との合意形成が今後また行われるという

ことで、判定は出ていますが、今後学校と保護者との合意の下で入級するかどうか

を決めるということです。 

■教育長 そのほかありますか。 

 三尾委員。 

■三尾委員 参考までに教えてください。169 名ということですが、1 人につき持

ち時間は何分ぐらいでしたか。 

■教育長 平岡学校教育課統括主幹。 

■学校教育課統括主幹 大体 30 秒から 1 分ぐらいの説明で、判定につきましては

その委員会の中で時間をかけながらですが短い時間で行われました。 

■三尾委員 非常に多い人数ですので、十分な説明が一日の中ではなかなかできな

いのではないかと思いましたが、これだけ大勢ですとそのぐらいかなと思いました。

ありがとうございました。 

■教育長 そのほかいかがですか。 

 田島委員。 

■田島委員 特別支援学級というのは学校の中にあるものですか。 

■教育長 平岡学校教育課統括主幹。 

■学校教育課統括主幹 その通りでございます。 

■田島委員 こうして見せていただくと、各学校の中で 10 人以上のところもたく

さんあるようです。通級の子も中にはいると思うのですが、支援を要する子どもた

ちへの通常の子どもたちの理解はどんなふうに指導しているのでしょうか。 

■教育長 平岡学校教育課統括主幹。 

■学校教育課統括主幹 通常学級の児童生徒に対してこういった支援学級に入級し

ている子への配慮については、各学校で指導はしておりますし、特別支援学級の子

が通常学級に交流するという時間もたくさん設けておりますので、そういった中で

コミュニケーションを図りながら一緒に生活をしていくような指導をしております。 

■教育長 田島委員。 
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■田島委員 ありがとうございます。子どもたちはいろいろな形で毎日接すること

もあるので理解を深めてはいるとは思うのですが、親について、親の心無い言葉が

いじめにつながっていくという形も出てくると思います。支援を要する子どもたち

にはいろいろな形がありますよね。それをどう親に理解してもらうか。それと、そ

ういう理解をしてもらう機会はあるのでしょうか。 

■教育長 平岡学校教育課統括主幹。 

■学校教育課統括主幹 おっしゃる通り、保護者への啓発は大事にしていかなけれ

ばいけない部分だと思います。さまざまな形で特別支援学級の支援のあり方などを

保護者に啓発しておりますので、そういったことを通して保護者に理解していただ

く取り組みはしております。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 本当に、保護者が細かく理解して、温かく接する。そのことを自分の

お子さんに伝えるのはすごく大事なことだと思うんです。そういう輪が広がってい

けば、クラスに、通級で来た子たちに対しても非常に優しく接することができるし、

反対に、通常の子が勉強できるということもたくさんあると思うので、保護者の

方々への理解というのは、難しいとは思いますが、できるだけたくさんの機会を

作ってお願いしていきたいと思います。 

■教育長 そのほかどうでしょうか。 

 小栗委員。 

■小栗委員 学校の考えと保護者の考えが違っていると合意欄が×ですね。就学判

断というところが、最終決定ということになるのでしょうか。 

■教育長 平岡学校教育課統括主幹。 

■学校教育課統括主幹 学校の考えと保護者の考えがまだ不一致なところがありま

すが、判定委員会では判定を学校にもう一度返します。学校でそれをまた保護者と

ともに協議して来年度どこに通うかということを決めるということで、今後合意形

成がなされていくということになると思います。 

■教育長 小栗委員。 

■小栗委員 ありがとうございます。学校の考えと保護者の考えが同じで合意も○

なんですが、保留判定というのがあります。これはどう解釈したらいいのでしょう

か。 

■教育長 平岡学校教育課統括主幹。 

■学校教育課統括主幹 たとえば、資料の根拠となる医師の診断書等がまだ出てい

なかったり、いろいろな検査の結果がまだ出ていない場合については保留になる場

合が多いです。 
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■教育長 ほかにいかがでしょうか。 

 参考までに。教育支援委員会は年 2 回行われ、1 回目が継続、今支援学校なり支

援学級にいる子たちが継続が適当かどうかという判定です。2 回目が、新規に学級、

学校に入る、通級を行うことが適切かどうか、医師の診断書等を基に行われます。

ですので、保留は 2回目に俎上に載ってくるということだろうと思います。 

 それでは、この報告については承認ということでよろしいでしょうか。 

 報第 3 号「中津川市教育支援委員会の結果報告について」は原案通り承認といた

します。 

 配布資料は個人情報のため回収します。 

 議事日程第 3 議第 28 号「中津川市議会（定例会）に提出する議案の意見につい

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 付知スポーツクラブがＢ＆Ｇ財団から 7 年連続の最高評価を得ている

というすばらしい団体にお見受けするんですが、Ｂ＆Ｇの利用者数が 27、28、29

とだんだん減少しています。何か新しい利用者獲得の工夫などはされているので

しょうか。 

■教育長 池戸生涯学習スポーツ課長。 

■生涯学習スポーツ課長 図書室の利用しやすい形の改修や、学校にも近いですの

で、ロビーにも本を配置して子どもたちが集まれる場所をつくるということをやっ

てみえます。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 そうすると、付知スポーツクラブは新しい工夫をされたりということ

で、大変意識の高いところでしょうか。 

■教育長 池戸生涯学習スポーツ課長。 

■生涯学習スポーツ課長 Ｂ＆Ｇの研修を受けた専門の指導員もみえて、プール教

室等、専門に当たっていただいていますので、意識は高いと考えています。 

■教育長 そのほかいかがでしょうか。 

 林委員。 

■林委員 一覧のシートを見ると、平成 29 年度決算では差し引きが出ていますが、
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これから先の予想だから 30年度以降は 0なんですね。 

 人件費がやはり大きなウェイトを占めているようですが、正規職員と非正規職員

は何人ずつぐらいですか。 

■教育長 池戸生涯学習スポーツ課長。 

■生涯学習スポーツ課長 正規職員はこの人件費の中では 1 名、非正規職員は臨時

も含めて 7名です。差し引き 0については、入りと出を合わせて 0にしています。 

■教育長 そのほかありますか。 

 小栗委員。 

■小栗委員 質問です。資料 4 ページの管理事業シートですが、平成 35 年までの

予定の中の支出の修繕料は、維持管理する中での修繕料が、設備も大分古いと思い

ますし、定額で予定されているのですが、修繕料が上がっていってもいいような気

がするのですが、別に枠があるということでしょうか。 

■教育長 池戸生涯学習スポーツ課長。 

■生涯学習スポーツ課長 大規模な修繕は、今年度も体育館の床の貼り替えや屋根

の改修工事を予定しています。28 年度もプールに関する大規模なものをやっており

まして、小規模なもので突発的なものは、その都度行います。大きいものについて

は市が対応になると思います。小規模なものは指定管理者にやっていただきます。 

■教育長 小栗委員。 

■小栗委員 小規模な修繕のみ指定管理でやっていただくということでいいですか。 

■教育長 池戸生涯学習スポーツ課長。 

■生涯学習スポーツ課長 その通りです。 

■教育長 林委員。 

■林委員 利用者数を見ると、Ｂ＆Ｇは減ってはいるけど 3 万人規模です。この数

字は同じ人が何度も行っているのも入れているのか。そうだとするとどんな感じで

すか。 

■教育長 池戸生涯学習スポーツ課長。 

■生涯学習スポーツ課長 この数字は延べ人数です。各スポーツ団体などが利用し

ていますが、利用団体の人数が減ってこの人数が減ってきているということもあり

ますので、実数としては減っていると思います。新規の状況は今把握していません。

また確認させていただきます。 

■教育長 ほかにいかがですか。 

 ないようでしたら、市議会に提出するもう一つの議案「平成 30 年度中津川市補

正予算について」説明をお願いします。 

〔 事務局から資料に基づき説明 〕 
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■教育長 ただいまの補正予算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 Ｂ＆Ｇについてです。修理助成金として 390 万円が歳入に入っていま

す。修理が 656 万円です。Ｂ＆Ｇはもう器は造らなくて修繕にお金を使うというこ

とを聞いたのですが、修繕費をいただける割合はどうなっているのでしょうか。 

■教育長 池戸生涯学習スポーツ課長。 

■生涯学習スポーツ課長 体育館、アリーナとプールでそれぞれ上限 3000 万円が

あり、累計となってきますが、3000 万円までの補助が受けられるということで改修

に充てています。率は、特Ａの評価を得ているというお話をしました。補助率は特

Ａが 60％以内、Ａが 50％以内で、評価Ｂ以下は助成金がつきません。付知のＢ＆

Ｇは最高評価を得ているということです。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 ということは丸々いただけないことは分かりました。付知のＢ＆Ｇは

いい成績ですからこれだけついていると分かりました。福岡のＢ＆Ｇはどんな評価

をいただいているのでしょうか。 

■教育長 池戸生涯学習スポーツ課長。 

■生涯学習スポーツ課長 福岡のＢ＆Ｇも特Ａの評価です。来年度に向けて今改修

の申請を準備しています。 

■教育長 ほかによろしいでしょうか。 

 田島委員。 

■田島委員 歌舞伎についてもう少し詳しく教えていただけませんか。加子母歌舞

伎保存会がフランス、スペインの公演をするという理解でいいですか。 

■教育長 野村文化振興課長。 

■文化振興課長 今回、加子母歌舞伎保存会と中津川市外ですが下呂の鳳凰座、瑞

浪市の保存会が、公演をするわけではないですが、衣装等を持っていって歌舞伎の

展示等も行います。これはフランスとスペインの両方で行ってくることになってい

ます。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 市長、副市長はこうしてお金が出るんですが、歌舞伎の演者や展示を

する方々は自費で行かれるんですか。 

■教育長 野村文化振興課長。 

■文化振興課長 この事業は県が主催で、県から費用が出ることになっております。
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県でどうしても負担ができない部分がございますので、そういったところに市でこ

の 150万円の助成金を出して利用していただくものです。 

■教育長 ほかいかがでしょうか。 

 田島委員。 

■田島委員 寄付の件についてです。昭和 33、34 年の戌亥会の還暦の方々がこう

して寄付をしてくださいました。坂下は伝統的に、還暦の方が必ず寄付をしてくだ

さいます。あとこういう寄付をしてくださるのは付知ですか。付知は個人でいただ

いていますね。私たち、還暦をすぎましたが、結局一中がやったとか二中がやった

とかいう話も、そういうことはありませんでした。中津高校の同窓会にもかかわっ

ているのですが、だんだん同窓会の出席者が減っています。母校を卒業生が大事に

するという意識がどんどん薄くなっているような気がします。その中で坂下の方々

が代々伝統で学校に寄付してくださるのは本当にすばらしいことで有り難いことだ

と思います。できるだけ大きな広報をしていただけるといいと思います。そして、

このお仲間の一人が今この席におられるということで心からお礼を申し上げます。

ありがとうございます。 

■教育長 ほかいかがですか。 

 ないようですので、議第 28 号の 1 と 2 を通して、ご意見等ありましたらお願い

します。 

 なければ、議第 28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 28 号「中津川市議会（定例会）に提出する議案の意見について」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 9 月 28 日金曜日 13 時 30 分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 9月 28日金曜日 13時 30分からですのでお願いします。 

 以上で平成 30年第 9回中津川市教育委員会を終了します。お疲れさまでした。 

 

〔 閉  会（午後４時３９分） 〕 

 

 

 

 

 


