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平成 31年第６回中津川市教育委員会（定例会）議事録 

 
 

日    時   平成３１年４月２４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  小関事務局長・小木曽教育次長（兼）学校教育課長・川合事務局次

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・松井文化スポーツ部次長（兼）オリンピック対策室長・小栗

施設計画対策官・花田教育研修所長・河合幼児教育課長・西尾発達

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・太田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・原文化振興課長

（兼）市史編さん室長・二村図書館長（兼）蛭川済美図書館長・青

木中央公民館長・林鉱物博物館長（兼）東山魁夷心の旅路館 

 

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 

 

日程 議  事 件    名 結 果 

第１ 報第１号 専決処分の承認を求めることについて 承 認 

第２ 議第１１号 
平成３１年度岐阜県教科用図書東濃採択地区協議

会の設置等について 
承 認 

第３ 議第１２号 
中津川市教育委員会附属機関の委員の委嘱等につ

いて 
承 認 

第４ 議第１３号 中津川市スポーツ推進委員の委嘱について 承 認 

第５ 議第１４号 中津川市教育振興基本計画の承認について 承 認 



 2 

■教育長 ただいまから平成３１年第６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。 

 続きまして、日程第３、教育長報告をします。３月５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。 

 ３月６日、７日は市議会の一般質問がございました。１２日は苗木のデンソーテ

ン様より、今年度は第一中学校へ音響施設のご寄付をいただきました。１３日は瑞

浪市で学校統合により４月に開校しました瑞浪北中学校の視察に、担当課、教育企

画課とともに行きました。中津川市での新福岡小学校建設の参考にしたいと思って

おります。 

 年度末には、幼稚園、保育園、小学校の卒園式、卒業式に出席しました。教育委

員の皆様にもご出席いただきありがとうございました。３月２９日と４月１日は退

職と人事異動に伴う辞令交付式が行われ、出席しました。小栗委員には市長から教

育委員再任の辞令交付がありました。４月２日には新たに市内の小中学校に管理職

として勤める教職員２４名への受け入れ式を行いました。今年は市内で女性校長が

１人増え５名になりました。女性教頭も３名増えて６名になりました。女性が活躍

する社会に向けて喜ばしいことです。３日は中津川ライオンズクラブ５５周年式典

にて、市内小学校へ英語教育のご寄付についてお礼のあいさつをしてまいりました。

８日には阿木高等学校の入学式がありまして、祝辞を述べてきました。１０日には

南さくら幼稚園が今年度から認定こども園となってスタートして入園式が行なわれ

ました。１２日は都市町村教育長合同研修会に参加しました。 

 今後の主な行事についてです。連休中は恵那山・富士見台高原山開き、根ノ上高

原つつじ祭り等の諸行事が予定されております。８日には市町村教委連合の定期総

会、２３日には全国都市教育長会協議会定期総会へ出席の予定です。 

 続きまして、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。小関

事務局長、お願いします。 

■事務局長 教育委員会事務局長の出席した出席行事等について報告します。３月

分は前事務局長からの引き継ぎ分です。教育長と重なる部分もありますがご容赦く

ださい。 

 ３月６日から 7 日、市議会一般質問がありました。１１日、市長さんと教育委員

さんの懇談会が行なわれました。１２日、デンソーテン・マニュファクチュアリン

グ様からホームオーディオシステム一式と金１０万７５８６円のご寄付をいただき

ました。１３日は市ＰＴＡ連合会評議員会に出席しました。1５日、市議会の予算

決算委員会があり、平成３１年度の当初予算が審議されました。その夜には、新ふ
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くおか小学校統合準備委員会が開催されました。１８日は子ども・子育て会議が開

催されています。２５日、中津川市病児保育所「くりっこハウス」の開所式が行わ

れました。同日、臨時教育委員会も開催していただきました。２６日、市議会３月

定例会の最終日で、平成３１年度予算等全議案について無事議決をいただきました。

２８日は現在建設を進めている坂本こども園の安全祈願祭が行われました。２９日

は退職者の辞令交付式で、前局長、前次長の退職の辞令交付がされました。 

 ４月に入りまして、１日は新規採用職員や異動の辞令交付式があり、私も事務局

長の辞令を拝命しました。また、１１時から小栗仁志委員の辞令交付式に立ち会い

ました。午後、東濃教育事務所や中津川警察署といった、中津・恵那にある関係機

関に新任のあいさつ回りに行きました。３日は市内の小中学校に新しく着任された

校長先生、教頭先生の訓示式がありました。４日、県庁の教育委員会、地域振興課

等に新任のごあいさつに伺いました。１１日には校長会が開催されましたので出席

しました。１２日は公立幼稚園保育園園長会に出席しました。１６日は教頭会があ

り出席しました。本日２４日は水曜会の当番が東濃教育事務所ということで行われ

ましたので、市長代理として出席しました。 

 今後の主な予定です。５月１３日から教育長訪問が始まり、１３日は第一中学校

を予定しています。１５日、選奨生選考委員会を予定しています。１６日に校長会

を行う予定です。同日には市ＰＴＡ連合会評議員会が予定されています。１７日に

は教頭会が行われる予定なので出席したいと思っています。２６日は恒例の清流木

曽川なかつがわリレーマラソンが予定されています。できれば教育委員会としても

参加したいと考えています。イベント等もあるようですので、参加できなくても応

援等にお越しいただければと思います。 

 以上です。 

■教育長 次に大巾文化スポーツ部長、お願いします。 

■文化スポーツ部長 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。 

 ３月６日、国際交流事業検討委員会が開催され、平成３１年度の派遣先がタイ王

国と確認がなされました。７日、子ども金メダル表彰選定委員会が開催されました。

後期の授与者は３１事業１５４名です。９日、中央公民館まつりが開催されました。

同日、苗木遠山資料館にて大名接待料理復元展が１７日まで開催されました。１１

日、遠山家伝来資料調査委員会が開催されました。１３日、市総合体育大会表彰式

が開催されました。平成３０年度は坂本地区が総合優勝でした。１６日、明治座名

誉館主である中村七之助の特別舞踏公演が明治座で開催され、あわせてＮＨＫ

「にっぽんの芸能」の収録が行われました。また、公演前に、中村屋が浅草に貢献
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していること、七之助が名誉館主であるというご縁で浅草観光連盟から中津川市に

６０万円の寄付をいただきました。２０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。２５日、後期子ども金メダル授与式が開催されました。２８日、

図書館運営協議会が開催されました。３１日、第２５回常盤座歌舞伎保存会定期公

演並びに子ども歌舞伎教室発表会が開催されました。 

 ４月３日、スノーボード競技で全国大会２位に入賞した坂下中学校２年山室音逢

さんが市長に報告されました。１１日、指定管理を導入している福岡公民館の評価

報告が、社会教育の会兼公民館運営審議会会長から市長に行われました。今後財政

面での更なる検証が必要であります。１４日、第２４回全国還暦マラソン椛の湖２

０１９大会が過去最大の２０５名エントリーにより開催されました。岐阜県指定無

形民族文化財の「蛭川の杵振り踊り」が奉納されました。１７日、国際的に活躍し

てみえる芸術家の水上貴博氏が描いた「杉原千畝がかつて住んでいた家」のスケッ

チ２点が市長に贈呈されました。今後は中山道歴史資料館で活用していきます。１

８日、名古屋市教育長が市長と教育長と面談されました。同日、Ｂ＆Ｇ財団の菅原

理事長が市長と面談されました。２３日、平成３１年度子どもの読書活動優秀実践

団体の文部科学大臣表彰を、加子母図書ボランティア「ひなたぼっこ」が東京にて

受賞されました。 

 今後の予定です。４月２４日、国際交流事業検討委員会が開催されます。２６日、

姉妹都市友好推進協会の定時総会が開催されます。同日、遠山史料館友の会総会が

開催されます。２７日、第４回中津川市長杯マレットゴルフ大会が開催されます。

１７日、体育協会理事会が開催されます。２６日、第４回清流木曽川リレーマラソ

ン大会が開催されます。 

 以上です。 

■教育長 ただいまの報告につきまして、ご質問等がありましたらお願いします。 

 小関事務局長。 

■事務局長 １点追加させていただきます。文化スポーツ部長から報告がありまし

た読書活動優秀実践団体に第二中学校も学校として表彰を受けました。 

■教育長 ほかによろしいでしょうか。 

 ないようですので、日程第４、議事に入ります。 

 議事日程第１報第１号「専決処分の承認を求めることについて」提案説明をお願

いします。 

 池戸生涯学習スポーツ課長。 

 

〔 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 はじめにこの弓道場の話を伺ったときに、中津川の弓道家の人口が

減ってしまったのではないかと思いました。しかし、財政支出を抑えるために弓道

に携わる方々に協力をいただいて、１６回もの話し合いを重ねたことを３月２５日

の協議会で説明いただきました。利用者がなくなってしまったのではなくて、利用

者があってその施設を廃止することは、市民によく説明して理解と協力をいただか

なければならないことです。支出を抑えることも市民のためのことです。担当者の

方々は百も承知だと思うのですが、私たちは皆さんに振り返って、確認をして前に

進んでいただきたいという願いを込めて仕事の一つとしておりますので、これから

もこういう大切なことは上手に取り組んで進めていただきたいと思います。意見で

す。 

■教育長 そのほかよろしいでしょうか。 

 ないようですので、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。 

報第１号「専決処分の承認を求めることについて」は、原案どおり承認とします。 

 議事日程第２議第１１号「平成３１年度岐阜県教科用図書東濃採択地区協議会の

設置等について」提案説明をお願いします。小木曽教育次長。 

 

■教育次長  

 

〔教科書採択の公正確保及び適正な審議環境を整えるという観点から地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第１４条及び中津川市教育委員会会議規則第１７条の

規定により令和元年９月１日まで非公開とする〕 

 

■教育長 そのほかございますか。 

 ないようでしたら、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「平成３１年度岐阜県教科用図書東濃採択地区協議会の設置等につい

て」は、原案どおり承認とします。 

 議第１２号「中津川市教育委員会附属機関の委員の委嘱等について」提案説明を

お願いします。川合事務局次長。 

 

〔 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、ご意見等がありましたらお願い

します。 

 田島委員。 

■田島委員 何も異議はありません。私も選考委員の一人で、先にある程度吟味さ

れて選考会で諮るということですが、大変難しい意見もあります。私としては性善

説に基づき子どもたちが健全な生活に取り組むということで選考していきたいと

思っています。 

■教育長 そのほかございますか。 

 ご異議がなければ、議第１２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１２号「中津川市教育委員会附属機関の委員の委嘱等について」は、原案ど

おり承認とします。 

 議第１３号「中津川市スポーツ推進委員の委嘱について」提案説明をお願いしま

す。池戸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、ご質問、ご意見等がありましたらお願い

します。 

 田島委員。 

■田島委員 この３名の信任について異議はありませんが、生涯学習スポーツ課の

物言いがちゃんと地域に伝わっているのかと思いました。スポーツ推進委員の組織

はどうも私の思っているのとは違うようで、改めてスポーツ推進委員の仕組みと立

場と役割をお知らせいただきたいと思います。 

■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 スポーツ基本法という法律があり、その第３２条にス

ポーツ推進委員の規定があり、教育委員会で委嘱する取り扱いになっております。

それに沿って各地区から選出していただいています。 

 役割は市民に対してスポーツの機会を与えるといいますか、具体的にはスポーツ

推進委員にビーチボールを開催いただいています。市のイベントですと、来月あり

ますリレーマラソンに出ていただいて支援いただいています。福祉まつりでは、軽

スポーツを普及、体験していただくために会場に出向いて、一般市民に指導してい

ただいています。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 南地区、東地区、西地区は３名ずつです。他の地区も３名あるいは２
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名任命されていますが、各区に１人いるわけではないです。８万人のヘルスアップ

などいろいろな事業がある中で、広報は見ない方々、市からの情報を得ない方々に

市のスポーツに対する考え方を伝えていく委員ではないわけですか。 

■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 スポーツをしていただきたいという思いは委員皆さんに

あります。地区によってはスポーツ推進委員が主体でウォーキングをやっていると

ころもあります。各支部で各区民にスポーツしていただこうと取り組んでみえると

ころもあります。事務局が主で多くの方にスポーツする機会を広く与えてほしい、

取り組んでほしいと伝えてあります。スポーツ推進委員を通じて各地区に、十分で

はないかもしれませんが、ある程度伝えていただいていると思っています。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 ８万人のヘルスアップに中津川市全市で取り組んでいて結構時間が

経っています。いつも申し上げますが、私のところに誰も言ってこない。隣の人か

ら始めなければならない。隣の人の集まりが地域であり、地域の集まりが区であり

市になるという、細かい配慮をしながら進めなければならないのに、中途半端な状

態で行われているような気がします。体育委員というのを設けている区があると聞

きました。私の住んでいる区にもあります。その方と連携を取って浸透させる役割

もスポーツ推進委員に担っていただけるとより進めやすくなると思います。意見で

す。 

■教育長 スポーツ推進委員の活動内容については、今ご意見をいただきましたの

で今後の課題として。任命については承認ということでよろしいでしょうか。 

議第１３号「中津川市スポーツ推進委員の委嘱について」は、原案どおり承認と

します。 

 議第１４号「中津川市教育振興基本計画の承認について」提案説明をお願いしま

す。川合事務局次長。 

 

〔 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、ご意見がありましたらお願いします。 

 三尾委員。 

■三尾委員 意見ではありませんが、願いです。何回もお話しさせていただいたの

ですが、１１ページの学校規模適正化について、福岡地区のことが載っていますが、

実際、学校規模適正化を実践しようと思うと１０年仕事になるのではないかと思っ

ています。直接この地区を統合するとか学校を廃校にするとかいう問題を投げかけ
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るのではなくて、９ページの下の部分に「方向性」とあり、その中に「集団の中で

たくましく生きていく力をつけます」というセンテンスがあります。それを受けて、

下の具体的実施内容の一番下に、「望ましい教育環境や成功例等を示しながら、保

護者や地域の皆さんと議論を深めます。地域の合意のもと学校の統廃合や校区の変

更を推進します」とあります。したがって、ここを統廃合するというものを出すの

ではなくて、早め早めに中津川市は集団の中でたくましく生きる力を子どもたちに

つけようとしている、そのためにはやはりある程度の規模の学校、児童生徒数が必

要だということ。それから、成功例の瑞浪に視察に行かれた例等を示しながら、保

護者や地域の皆さんの中から「そうやって中津川市は集団生活の中で子どもを育て

ようとしているなら、うちの学校では少ないのではないか」という気持ちにもって

いけるような進め方ができていくといいと願います。 

■教育長 川合事務局次長。 

■事務局次長 ありがとうございました。ここに集約された文章で書かれているそ

の行間を読めとよく言われますが、三尾委員に行間を解説していただいたと受け止

めました。今後施策を進める上で十分に参考にします。また、ほかの委員からもご

意見をいただければ、そういうことを肝に銘じながら地域とうまくかかわり合って

いきたいと思いますので、ご指導のほどよろしくお願いします。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 市民のために、人づくりのために、子どもたちのために作られたこの

基本計画ですが、昨年度は前期の基本計画に基づいて福岡小学校の統合が進み始め、

病児保育所が開設され、坂本のこども園の建築が始まりました。子どもたちのより

よいひとりだちのために、中津川に住む大人の充実した暮らし、いきいきした人生

のために、教育委員会や文化スポーツ部の方々が心を砕いて動きまわって手当てを

してこられました。新しいこの８年間の基本計画に向き合うこれからの姿勢を、そ

れぞれの部の方に伝えていただきたいと思います。 

■事務局次長 こうした計画のことをきちんと伝えてくださいというご意見をいた

だきました。普段の業務に携わる市政として、きちんと示していきたいと思います。 

■教育長 小関事務局長。 

■事務局長 委員からお話しいただいたとおり、計画を作るということが目的では

ありません。一番大事なのは、計画の趣旨を理解してそれに沿って施策を進めてい

くことだと思いますので、職員みんな同じ気持ちで業務を進めていきたいと思いま

す。 

■文化スポーツ部長 ３月の教育委員会で部の基本計画、基本目標等を説明しまし

たが、我々としても教育振興基本計画をベースに、また、市の総合計画といった施
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策等をしっかりと行うために、各職員、また公民館長、社会教育委員さん等にも同

じような形で伝達してしっかりとした施策を進めていくという方針です。 

■教育長 学校の校長、教頭にも、その会合でこの教育ビジョンの願いを伝え、教

育委員会はこのように取り組んでいく、学校現場でもよろしくということでお願い

しました。具体的な施策を伴って、これからできるところから進めていきたいと

思っています。 

 田島委員。 

■田島委員 ありがとうございます。これからの取り組みの姿勢をお伝えいただき

ありがとうございます。「学び、活かす市民」。これは小栗委員の発案の言葉です。

当時の教育委員が一緒に発案されたことに対して賛同して、それで作って書いたも

ので、大変難しい言葉だとは思うのですが、文化スポーツ部、教育委員会、皆さん

が頭で理解していただき進めていただけると嬉しく思います。実は私が教育委員に

なるきっかけの言葉があります。「教育委員会はすべて子どもたちのためにある。 

それが柱だ」という言葉です。それでお引き受けして１０年ぐらいになります。誰

のためにこの事業を行うのか、誰が喜んでくれるのかということを常に頭に置いて

進めていっていただきたいと思います。市長のためではなく、担当部署、担当者の

ためや都合ではなく、学校または校長や教頭、教員の都合でもなく、ＰＴＡや親の

都合でもなく、全部市民のため、成長していく子どもたちのためということで、ス

ピード感をもって進めていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

■教育長 小栗委員。 

■小栗委員 意見です。今回の見直しで、さらに今までやってきたことに加えて、

これからに向けてのビジョンができたのではないかと思っています。ここまで作り

上げていただいたことに敬意を表します。 

 今田島委員から話があった基本構想のところですが、当時の教育委員のメンバー

の中で「学び、活かす市民」という言葉を作り上げたわけですが、私も移動教育委

員会等でも話していますが、ただ学ぶだけではだめだという思いが私はあります。

学ぶというのはインプットの部分であり、活かすというのはアウトプットという部

分で、自分だけ良ければいい、自分だけ学べばいいということではなく、学んだこ

とを地域で活かしてもらいたい、アウトプットして皆さんを巻き込んでいってもら

いたいという思いから、学び、活かすというところになったわけです。そういう意

味では、子どもたちからお年寄りの方まで、市民の皆さんが生涯学習として学びな

がら、それを地域の皆さんで活用していただく、そんな思いでもあります。 

 先ほど来皆様方からもいろいろいただく中で、これで方向性は作りましたので、

あとはこれをいかに具現化していくのかなと思っております。教育委員会の子ども
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たち向けに言うと学校規模適正化もありますし、文化スポーツ部関係では中心市街

地のことや、高齢者向けのこととか、なかなか一足飛びにすぐ答えが出ることばか

りではありませんが、ぜひこれを基に進めていっていただければと思います。 

■教育長 ほかによろしいでしょうか。 

 ないようでしたら、議第１４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１４号「中津川市教育振興基本計画の承認について」は、原案どおり承認と

します。 

 これをもちまして、本日の議事はすべて終了しました。委員の皆さん、ありがと

うございました。 

 事務局から次回の開催日程について報告してください。事務局次長。 

■事務局次長 次回開催日は、日程の調整をさせていただき大変申し訳ありません。

令和元年５月２７日月曜日９時３０分からにぎわいプラザ４－１会議室にて行いま

す。よろしくお願いします。 

■教育長 当初の計画から変わりまして、５月２７日月曜日９時３０分から、午前

中の開催となりますのでよろしくお願いします。 

 以上で、平成３１年第６回中津川市教育委員会を終了といたします。お疲れ様で

した。      

 

【閉 会（午後２時２９分）】 

 


