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令和元年第１０回中津川市教育委員会（定例会）議事録 

 
 
日    時  令和元年８月２６日（月） 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・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２号 専決処分の承認を求めることについて 承 認 

第２ 議第２５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 ただいまから令和元年第１０回中津川市教育委員会を開催いたします。 

 日程第２、前回議事録の承認につきましては、回議といたします。なお、公開に

ついては、教科書採択の関係上、９月１日以降とさせていただきます。 

 続きまして、日程第３、教育長報告を行います。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。 

 ７月２０日は障がい児者を守る会総会に出席しました。２２日は中学生タイ研修

結団式に出席をしました。２３日は学校経営研修、同日、教育支援委員会に出席し

ました。２４日は中津川市がアメリカ女子レスリングチームのオリンピック・パラ

リンピックのホストタウンとなったことから歓迎レセプションがあり出席しました。

２５日は加子母・付知地区の移動教育委員会に出席しました。３０日は中体連県大

会卓球が中津川市を会場に行われたので開会式に出席しました。同日から８月２日

まで、サマー･サイエンス･スクールが行われました。期間中にサマー･サイエンス･

スクール実行委員会が開催され、来年度の計画がなされました。２日は市長、県議

の県要望に同行しました。６日はねんりんピック実行委員会、７日はタイ研修出発

式、８日は口腔保健協議会理事会に出席しました。１３日は補正予算に関わる臨時

市議会に出席しました。１９日はライオンズクエストの研修会、同日、県へき地複

式教育研究会の夏季研修会が中津川市を会場に行われ出席しました。１９日から２

０日にかけて、郡市教育長会夏期研修会が行われ出席しました。２０日は生徒会サ

ミット、２１日は市教研講演会、２２日は小諸市で藤村忌が行われました。 

 今後の主な予定です。２９日から市議会９月定例会が始まります。９月１日は、

市防災訓練が行われます。７日以降、小学校、中学校の体育祭、運動会が行われま

す。６日から８日まで暮らしの知恵創作展が行われます。各学校から選ばれた夏休

み中の子どもの力作が展示されます。 

 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。小関事

務局長。 

■事務局長 前回以降の主な行事について報告します。 

 ７月１８日、市議会文教民生委員会の所管事務調査が行われました。「幼児教育

の現状・課題及び今後について」というテーマで説明させていただきました。２５

日は加子母で移動教育委員会を開催しました。 

 ３０日から８月２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６７名で、昨年に引き続き馬籠ふるさと学校で開催しました。暑い日が続きま

したが、今年は講義室にエアコンを入れていただいたので、快適な中で無事に開催

できました。サマー・サイエンス・スクール期間中に開催された実行委員会では、

今後も継続できるように、来年度から今までの３泊４日から２泊３日に変更するこ
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とが決定されました。 

 ８日は口腔保健協議会理事会に出席しました。１３日は市議会臨時会がありまし

た。２０日には生徒会サミットが開かれました。市内１２校の中学校の生徒が交流

し合い、「誰もが安心して過ごせると思える学校にするために、私たちができるこ

とやすべきことは何か」など４つの大きなテーマについてそれぞれ意見交換をして

いただきました。委員たちにもご出席いただきありがとうございました。２１日は

中津川市教育研究会教育講演会が行われました。講演会の講師は、加子母地区出身

の片田敏孝東京大学特認教授がみえて、防災教育についてご講演をいただきました。

２３日は南地区市政懇談会に出席しました。 

 今後の予定です。２９日から市議会定例会が始まります。９月１日は防災訓練が

予定されています。５日は校長会があります。６日は蘇南高校地元市町村協議会に

出席する予定です。９日、１０日に一般質問が予定されており、１２日に文教民生

委員会、１８日に予算決算委員会、２５日が市議会の最終日の予定です。提出予定

のことについては本日説明させていただきます。 

 ９月には教育長訪問が５校予定されており、また小中学校の体育大会、運動会が

ありますので、参観させていただく予定です。 

 以上です。 

■教育長 大巾文化スポーツ部長。 

■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。 

 ７月１８日、「ライオンズクラブＹＣＥ事業」で市内にホームステイをしたスイ

ス人派遣生クロエ・ペトリスさんが市長を表敬訪問されました。１８日から２７日、

米国女子レスリングチームの夏季合宿の受け入れを行いました。期間中は市内幼稚

園・保育園児４０人との交流会や中津高校茶道部による茶道を通して、日本の伝統

文化の体験が開催されました。２２日、中学生タイ研修結団式が開催されました。 

３０日から８月２日まで、岐阜サマー・サイエンス・スクール２０１９ｉｎ中津川

が開催されました。２日の最終日には、末松安晴先生が子ども科学館を訪問されま

した。７月３１日、図書館協議会が開催されました。同日、全国高等学校野球選手

権大会に出場した中京高等学校の選手の激励会を開催しました。中津川市からは、

第二中学校出身の二村洸生選手と布谷陸人選手、坂本中学校出身の鈴木浩介選手と

吉田直哉選手の四人もの選手が出場し、甲子園で中京旋風を巻き起こし、見事ベス

ト４入りを果たす大活躍でした。８月１日、遠山家伝来資料調査委員会が開催され

ました。２日、市長及び議長による県要望がされました。６日、中津川市ねんりん

ぴっく実行委員会設立総会を開催しました。７日から１２日、中学生タイ研修が実

施され、全員無事帰国しました。１３日、市議会臨時会が開催され、文化会館改修
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事業に伴う増額補正と債務負担行為の限度額の変更の承認をいただきました。 

 今後の予定です。２７日、図書館機能検討委員会が開催されます。２８日、博物

館協議会が開催されます。同日、中学生タイ研修の報告会が開催されます。教育委

員の出席をお願いします。２９日、９月定例会が開会します。同日、社会教育委員

の会兼公民館運営審議会が開催されます。９月１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。 

 以上です。 

■教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問等がありましたらお願いしま

す。 

 三尾委員。 

■三尾委員 小関局長の報告で、南地区の市政懇談会とありましたが、南地区とは

どこになりますか。 

■教育長 小関事務局長。 

■事務局長 小学校区で南校区です。恵下、中村、尾鳩、昭和町、本町といったと

ころが南校区です。教育委員会の関係での話題では「通学路の安全確保」です。第

二中学校の近くの道が非常に狭く、そこを南小学校の児童が通学路にしています。

第二用水という用水路が道の横にあり、用水に蓋をしてもらいたいと地元の要望が

ありました。教育委員会としてはそうしていただければ大変ありがたいのですが、

それぞれの用水の事情もありますので、気をつけて子どもたちが通学するように指

導していますと回答しました。 

■三尾委員 様子がよく分かりました。ありがとうございました。 

■教育長 林委員。 

■林委員 サマー･サイエンス･スクールが来年から２泊３日になるとのことです。

開会式と閉会式を見せていただき、生徒たちはしっかり、本当に充実感をもって修

了証書を受け取っていました。１日減らす一番の理由は何ですか。 

■教育長 小関事務局長。 

■事務局長 やはり負担が大きいということです。開催にあたっては先生方にボラ

ンティアで協力していただいています。述べ８０人を超える先生方に快く協力して

もらっていますが、ずっと続けていこうと考えたら、今のままの大勢のボランティ

アで続けていくのは厳しいのではないかということです。１日減らして続けていけ

る形にすることを理由に決定されました。 

■教育長 スタッフの負担と同時に、講師が高齢になられ、その負担軽減も実行委

員長の末松先生のお気持ちの中にあるようです。 

 ほかに質問はありますか。 
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 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２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。 

 原文化振興課長。 

 

〔 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、ご意見等がありましたらお願い

します。 

 田島委員。 

■田島委員 ５月８日の入札で落札されないでこの流れになり、また、入札を行う

のですか。 

■教育長 原文化振興課長。 

■文化振興課長 ５月２８日の入札には応札者が０でした。今回、補正の承認をい

ただいてから、予定では入札は８月３０日です。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 工期が遅れるのですか。 

■教育長 原文化振興課長。 

■文化振興課長 当初の予定では令和２年７月末でしたが、今回の発注遅れに伴い、

完成見込みが令和２年１２月１８日になります。なお、業者が決まったら速やかに

利用者への説明会を開催します。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 ５ヶ月遅れるのですね。当初、文化会館の工事休館中の対応として、

各地区の公民館が自主事業をやる方向で進んでいて、既に蛭子座で公演があって、

非常にたくさんの人が来てくれました。首尾は上々だと聞いています。福岡の常盤

座、坂下公民館でも自主事業があると聞いています。工期が遅れるのであれば、自

主事業をお願いしていくことになると思います。工事が終わってから各館の自主事

業についてどう考えていますか。 

■教育長 原文化振興課長。 

■文化振興課長 只今、文化協会に委託して自主事業をそれぞれ蛭子座等で開催し

ていただいています。大変好評なところがあるということで、工事が終わっても各

館で自主事業が行なえるように検討したいと考えています。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 文化会館へは行けない中で、加子母、蛭川などで何かやろうかと考え
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ながら、皆さんで自主事業に参加することは活性化になると思います。文化会館の

工事が終了しても、財政的には大変だとは聞いていますが、上手に工夫しながら、

せっかく起きた火を消さないようにお願いします。 

■教育長 小栗委員。 

■小栗委員 鋼材の高騰等によって増額になったのですが、また今度、入札がな

かった場合、どのような段取りになりますか。 

■教育長 原文化振興課長。 

■文化振興課長 ２度目の入札の不調になることも考えておかなければいけないと

思っています。もしそうなったら、業者を入れ替えるとか、設計の内容そのものを

見直すことも必要になると考えています。具体的なスケジュールはまだ挙げてはい

ませんが。 

■教育長 そのほかご質問、ご意見ありますか。 

 ないようですので、ご異議がなければ、報第２号については承認ということでよ

ろしいですか。 

報第２号「専決処分の承認を求めることについて」は原案どおり承認とします。 

 続きまして、日程第２、議第２５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。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 １１ページの１の議第の番号は空欄でいいのですか。 

■教育長 川合事務局次長。 

■事務局次長 こちらの空欄は、市議会に提案する議案の番号が入ります。第８８

号が入る予定です。 

■教育長 三尾委員。 

■三尾委員 趣旨のところで田瀬小学校を下野小学校に統合するため改正するとあ

りますが、「田瀬小学校と下野小学校を」ではなく、「田瀬小学校を下野小学校

に」統合というニュアンスで良かったですか。 

■教育長 川合事務局次長。 

■事務局次長 統合後には現在の田瀬小学校の児童を下野小学校に移っていただく

のでこのような表現にしました。 
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■三尾委員 分かりました。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 「田瀬小学校を下野小学校に統合する」とさらっと書いてありますが、

学校間のすり合わせやたくさんの問題があってやっと統合できます。少しその過程

をお話しください。 

■教育長 事務局次長。 

■事務局次長 現在、下野小学校、田瀬小学校ともに複式学級になっています。第

一段階ということでお話ししましたが、最終的に令和５年度に予定している福岡の

小学校の統合が進むと、新しいふくおか小学校では学級数が１学年２学級ずつにな

ります。説明の中にも、中津川市学校規模等適正化計画の内容に少し触れましたが、

現在の一番大きな福岡小学校でも学級数が学年で１学級しかありません。適正な規

模を維持する計画を平成２４年に策定して、今回、順次統合を進めていくものです。

田瀬小学校と下野小学校は複式学級でありますので、統合することによってそれが

一旦解消されます。まずは下野小学校と田瀬小学校について、地元の要望もありま

して、それに沿った形で進めていきます。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 坂本こども園が建設中で、今、保育園と幼稚園のそれぞれの行事や伝

統の折り合いを上手につけている最中だと思います。田瀬には田瀬の、下野には下

野の事業や伝統があります。どんな折り合いの付け方をしたのか伺います。 

■教育長 川合事務局次長。 

■事務局次長 今後も個別の行事についてはそれぞれで取り組みがあるかと思いま

す。４月から一緒に勉強していくことですので、少し前から、田瀬小学校の子ども

が下野小学校へ、逆に下野小学校の子どもが田瀬小学校を訪問して、お互いに何か

行事を一緒にやろうと取り組んでいます。田瀬小学校から下野小学校へ通学する児

童のスクールバスが配備されることになりますので、先日、そちらのシミュレー

ションをしました。今、お互いの交流を基にして融合を図っています。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 各地域が近くても伝統などが違い、大変苦労があると思います。子ど

もたちは、勉強や遊ぶことに慣れるのが早いと思いますが、早くなじんで良い環境

の下、勉強してくれることを願っています。 

■教育長 小栗委員。 

■小栗委員 統合することで下野小学校の改修などは発生しませんか。 

■教育長 川合事務局次長。 

■事務局次長 校舎の改修ではありませんが、細かな点では田瀬小学校にある備品
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と下野小学校にある備品を比べてみて、より使い良い備品を選択して使うことがあ

ります。協議会でも報告しますが、エアコンを設置して快適な学習環境を調えると

いう事業を令和元年度に行なっており、小学校に関しては既に完了して運用できま

す。校舎そのものの改修は、元々人数が少ない同士の統合なので、特に教室が狭い

などの問題はなくそのまま利用します。 

■教育長 小栗委員。 

■小栗委員 学校が一緒になると受け入れる側となくなる側は、それぞれ子どもた

ちも含めて保護者も不安に思うところがあると思います。これから２学期、３学期

にいろいろな機会があると思いますので、進捗状況を話したり、意見を求めたりす

る場を作って、来年４月にスムーズに、子どもたちも保護者も統合して良かったと

言えるような形にしていただきたいと思います。 

■教育長 川合事務局次長。 

■事務局次長 そのあたりは田瀬小学校の田口校長や下野小学校の西尾校長と情報

交換をしており、情報をよく聴きながら気を配っていきたいと思います。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 田瀬小学校の体育館を貸すことができなくなるとのことですが、借り

て使っていた人はありますか。 

■教育長 川合事務局次長。 

■事務局次長 中津の旧市内や坂本などの大きな学校の体育館は毎月、毎週、定期

的に使う団体があります。ところが田瀬小学校は、生涯学習スポーツ課から資料を

いただき調べたところ、平成３０年度の年間利用回数は３７回で、しかも利用団体

の利用状況が、ほかの学校の体育館が使えなかったので田瀬小学校を使うという状

況でした。そのあたりは地元の区長や吉村市議などから意見を頂戴しながら、今あ

るほかのところの施設を使っていただきます。それと、市の財政負担の関係もある

ので、そのようにお願いしたいと考えています。 

■教育長 ほかにありますか。 

 では、２つ目の「中津川市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例及び中津川市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の利

用者負担額等を定める条例の一部改正について」説明をお願いします。 

 河合幼児教育課長。 

 

〔 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きまして、ご質問、ご意見等がありましたらお願い
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します。 

 田島委員。 

■田島委員 ０歳児から３歳児未満の子どもたちの副食費は従来どおりということ

ですか。 

■教育長 河合幼児教育課長。 

■幼児教育課長 そのとおりです。保育料に含まれています。これまでどおりの取

り扱いです。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 そうしますと、主食は持ってくるのですか。 

■教育長 河合幼児教育課長。 

■幼児教育課長 ３歳以上の方はこれまでと同様にご飯を自宅から持ってくること

を継続します。 

■教育長 ほかにありますか。 

 では、３つ目の補正予算に進みます。説明をお願いします。河合幼児教育課長。 

 

〔 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 １０月１日から無償化になっていくのですね。国と県と市の負担があ

るようですが、どんな割合ですか。 

■教育長 河合幼児教育課長。 

■幼児教育課長 基本的には国が 1/2、県が 1/4 ですが、公立の保育園、幼稚園に

つきましては、市が 10/10となります。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 無償期間はあるのでしょうか。 

■教育長 河合幼児教育課長。 

■幼児教育課長 現在のところ、有期設定はございません。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 ２６ページのパラリンピックとオリンピックの競技チケット、４千円

を３０枚ずつということですが、どなたが使うのでしょうか。 

■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 ホストタウン実行委員会という関係団体が集まって作っ
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ているものがありますので、レスリング競技のチケットになります。国にホストタ

ウン登録している市町村に対し、優先的に市が３０枚づつ購入できるものです。市

民、ホストタウン実行委員会メンバー、障がい者団体などに紹介し、希望者にチ

ケット代を全額負担していただきます。当市は米国のホストタウンとして、レスリ

ングチームの事前合宿を受け入れますので、オリンピックは、レスリングのチケッ

トを購入し、盛り上げたいと思います。パラリンピックは、希望者の希望する競技

を各自購入いただきます。 

■教育長 ほかにありますか。 

 では、市議会に提出する議案が３つありましたが、全体を通してご意見等ありま

したらお願いします。 

 田島委員。 

■田島委員 保育のことですが、中津川市の保育料が安いとお母様方の噂が結構あ

り、中津川市は子育てしやすいまちの一つという話がありました。おしなべて無料

になってしまうと、料金だけでは比較ができないので、何か中津川市に定住しても

らう魅力を感じる工夫をしていただけるとありがたいのです。お考えはありますか。 

■教育長 河合幼児教育課長。 

■幼児教育課長 確かに国基準よりも中津川市の料金設定が低いという部分で、市

の単費の負担が９月末までは明確になっていましたが、今後は分からなくなってし

まうので、直接やっている内容はありませんが、法人さんとよく会議をしており、

中津川市に子どもを持ってくる、中津川市全体で園児を確保するということが何か

できないかという話し合いを始めました。そういったところで、職員の採用なども

含めて、魅力ある園づくりにつなげていきたいと思っています。 

■教育長 ほかにございますか。 

 小栗委員。 

■小栗委員 ２５ページの第一中学校のグランドの調査測量とありますが、具体的

にどんなことをやられますか。 

■教育長 川合事務局次長。 

■事務局次長 第一中学校のグランドは、排水があまり良くなくて、今まで要望が

出ていました。早くから工事には取り組みたかったのですが、令和元年度で工事の

予算をつけていただきました。ただ一部民間との境界のところを確定したいので、

その測量の委託料を計上しました。 

■教育長 ほかにありますか。 

 ないようでしたら、議第２５号「中津川市議会（定例会）に提出する議案の意見

について」は承認ということでよろしいですか。 
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 議第２５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。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してください。 

川合事務局次長。 

■事務局次長 次回開催日は、令和元年９月２７日金曜日１３時３０分から、にぎ

わいプラザ４－１会議室にて定例会を開催いたします。 

■教育長 それでは、次回は令和元年９月２７日金曜日ですので、よろしくお願い

します。 

 以上で、令和元年第１０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４０分）】 
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