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令和元年第１１回中津川市教育委員会（定例会）議事録 

 
 
日    時   令和元年９月２７日（金） 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  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・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３号 専決処分の承認を求めることについて 承 認 
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■教育長 ただいまから令和元年第１１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。 

 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

事等を中心に報告します。 

 ８月２８日は博物館等協議会に出席、２９日は市議会の初日でした。９月１日は

市の総合防災訓練で、子どもたちも多くの地域で参加しました。２日は敬老祝い事

業で、市の長寿番付で４番目、５番目のお二方に市長からのお祝いメッセージを届

けました。１０４歳、１０３歳の方でした。３日は東濃地区教育長会、５日は豚コ

レラの対策本部会議が設けられ出席しました。同日、校長会、６日は教育長訪問で

苗木小を訪問しました。７日は中学校の体育祭で、阿木中学校へ訪問しました。８

日は暮らしの知恵創作展表彰式に出席しました。９日、１０日は市議会の一般質問、

１１日は中学生のタイ研修報告会、１２日は文教民生委員会に出席をしました。１

４日は中学校の体育祭で、一中、苗木中、坂本中へ訪問しました。１８日は予算決

算委員会、１９日は教育長訪問で蛭川小・中、２０日は坂本中、２４日は付知中へ

訪問しました。２５日は市議会本会議でした。３０日は予算決算委員会に出席しま

した。 

 今後の主な予定です。９月２９日は交通安全ポスター表彰式に出席します。１０

月３日が市議会の最終日となります。２６日は子育て親育ちシンポジウムが行なわ

れます。２９日は南小で市の研究指定校の発表会が行われます。 

 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 前回以降の私の出席行事について報告します。 

 ８月２７日は子ども子育て会議に出席しました。２９日から市議会９月定例会が

始まりました。９月１日は防災訓練があり、私は落合地区と東地区の訓練会場を視

察しました。３日は三菱電機中津川製作所の佐藤営業部長さんがエアコン、ロスナ

イ導入のお礼、西小学校で行っているロスナイ導入による効果の環境測定の中間報

告に教育長のところにおみえになりましたので同席しました。５日は付知町地内の

養豚場で発生した豚コレラの対策本部員会議に出席し、その後、校長会に出席しま

した。６日は苗木小学校の教育長訪問に同行しました。７日は加子母中学校、付知

中学校の体育祭を参観しました。 

 ９日、１０日に市議会の一般質問があり、木下律子議員、黒田ところ議員、森益

基議員から教育委員会の関係で質問がありました。 

 木下律子議員からは幼稚園保育園の副食費（おかず代）を無償にしてはどうかと
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のご質問をいただきましたが、市単独で新たな財政負担が必要となることや、学校

給食とのバランスを考慮し、現時点では副食費の無償化は考えていないとお答えし

ました。 

 黒田ところ議員からは、木下議員と同様の幼稚園保育園の副食費の無償化と、阿

木高校の生徒を県外からも広く募集することについてご質問いただきました。県立

高校で行なった県外募集では平成３０年度、３１年度の２カ年度で５人の実績にと

どまることから大きな期待はできませんが、学校の魅力を発信し生徒の募集に努め

ることをお答えしました。 

 森益基議員からは熊出没時の対策、教職員の採用を含む人事権を県から移譲を受

けて、小中一貫教育などについてご質問いただきました。小中一貫教育につきまし

ては、現状では教職員を希望する地元の若者が少なく、人事権の移譲を受け小中一

貫教育を推進していくことは難しいことをお答えしました。 

 １２日は市議会の文教民生委員会があり、田瀬小学校と下野小学校の統合に伴う

条例改正、幼児教育の無償化に伴う条例改正についてご審議いただきました。 

 １４日は田瀬小学校、下野小学校、福岡小学校、高山小学校の運動会を参観しま

した。１８日は市議会の予算決算委員会があり、幼児教育の無償化、寄付を活用し

ての備品購入などの補正予算についてご審議いただきました。１９日は三菱電機中

津川製作所の吉村所長様がエアコン、ロスナイ導入のお礼に市長と面談されました

ので、同席しました。その後、蛭川小学校、中学校の教育長訪問に同行しました。

２０日は坂本中学校の教育長訪問に同行しました。２１日は、台風の影響が心配さ

れましたが、坂下小学校、川上小学校の運動会が行なわれたので参観しました。２

４日は付知中学校の教育長訪問に同行しました。２５日は市議会本会議が開催され、

上程した条例案、補正予算案について、いずれも可決いたただきました。 

 今後の予定です。３０日に市議会の予算決算委員会で平成３０年度決算について

の審議行われます。また、加子母地区で市政懇談会が開催されますので出席します。

１０月１日は阿木小学校と中学校、２日は田瀬小学校と下野小学校の教育長訪問が

予定されています。３日は市議会の９月議会の最終日となります。５日は誠和幼稚

園の運動会が行われますので、参観を予定しています。７日は苗木中学校の教育長

訪問です。８日は校長会、坂本こども園の施工状況について坂本区長会、まちづく

り協議会の皆さんへの現地説明会が行われる予定です。併せて、福岡・蛭川地区の

移動教育委員会が予定されています。１０日は安全安心まちづくり市民大会が開催

される予定です。 

 以上です。 

■教育長 大巾文化スポーツ部長。 
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■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。 

 ８月２７日、第２回図書館機能検討委員会が開催されました。８月２８日、博物

館協議会が開催されました。８月２９日、９月定例会が開会しました。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した。９月１日、市総合防災訓練が

実施されました。加子母歌舞伎大会が明治座で開催されました。５日、付知の養豚

場で豚コレラが発生し、現地対策本部会議が行われました。同日、文化協会役員が

市長と面談されました。６日、第１０１回全国高等学校野球選手権大会で見事ベス

ト４に入賞した中京高等学校硬式野球部の市内中学校出身者、二村・鈴木・布谷・

吉田選手が大会での活躍を市長に報告されました。９日、市議会において、中津川

文化会館改修工事の工事請負契約の締結の承認をいただいきました。詳細について

は議事日程の専決処分の承認のところでご説明します。１１日、中学生タイ研修の

報告会が開催されました。教育委員の皆様の出席をいただき、ありがとうございま

した。１３日、第４２回全日本大学軟式野球選手権大会で見事優勝した中京学院大

学軟式野球部が市長に喜びを報告しました。中京学院大学は１３年ぶり２回目の優

勝です。１７日、第６４回全国高等学校軟式野球選手権大会で見事優勝した中京高

等学校軟式野球部の加子母出身の桂川晋選手が、大会での活躍を市長に報告しまし

た。中京高等学校軟式野球部は３連覇、１０回目の優勝となります。２０日、文部

科学大臣杯令和元年度全日本学生レスリング選手権大会男子フリースタイル１２５

キロ級で見事優勝した中京学院大学レスリング部森右
あき

秀
ほ

選手が、大会での活躍を市

長に報告されました。森選手は、多くの国内大会で上位入賞しており世界大会にも

出場し今後の活躍が期待されます。９月２４日、第３回図書館機能検討委員会が開

催されました。 

 今後の予定です。９月２８、２９日、中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2019 が中津川

公園内で開催されます。１０月５、６日、常盤座演劇フェスティバルが開催されま

す。６日、中津川市総合体育大会開会式が開催されます。１３日、岐阜県重要無形

民族文化財である坂下花馬祭りが開催されます。同日、スポーツフェスティバルが

健康福祉まつりと同時開催されます。 

 以上です。 

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

 田島委員。 

■田島委員 教育長の今後の予定の、１０月２６日の子育て親育ちシンポジウムは

ＰＴＡと青少年健全育成推進協議会が合同でやるものですか。 

■教育長 そうです。今年からその２つが一緒になってやられるということです。
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第１回目の会です。 

 ほかにありますか。 

 田島委員。 

■田島委員 第３回の図書館機能検討委員会が終わったということで、あと何回あ

りますか。 

■教育長 大巾文化スポーツ部長。 

■文化スポーツ部長 １０月に１回設け、それをまとめて市長に提言します。 

■教育長 ほかによろしいですか。 

 では、日程第４、議事に入ります。議事日程第１報第３号「専決処分の承認を求

めることについて」で、３つありますが、そのうちの専第３号「中津川市教育委員

会事務局職員の懲戒処分について」は、非公開としたいと思います。地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第１４条第７項に規定する「人事に関する事件」に該

当すると考えられますので、本日傍聴者はみえませんが、中津川市教育委員会会議

規則第１７条により非公開としたいと思いますが、ご異議はございませんか。 

 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

 

■教育長 それでは、専第３号「中津川市教育委員会事務局職員の懲戒処分につい

て」は、非公開審議といたします。 

 報第３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。 

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。 

 ご異議がなければ、専第３号「中津川市教育委員会事務局職員の懲戒処分につい

て」は、承認ということでよろしいしょうか。 

 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

 

■教育長 それでは、専第３号「中津川市教育委員会事務局職員の懲戒処分につい

て」は、原案どおり承認とします。 

 続きまして、専第４号「中津川市議会（定例会）に提出する議案の意見につい
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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

します。 

 田島委員。 

■田島委員 承認します。この件について、無償化について説明会も行われたと聞

きました。大変スムーズに行われたと聞いています。お疲れ様でした。問題なく進

んだようです。また、説明会はこちらからどんなに丁寧に説明したとしても、保護

者からは思いもよらない疑問や理解不足も出てくるものです。直接、市役所の係に

質問してくれたらいいのですが、近くにいるもの同士が話をして、不確かな情報の

中で、みんなが不安になってしまうことが多々あるようです。これからも保護者の

立場に立って、考えて、細かい配慮を行なっていただけるとありがたいと思います。 

■教育長 そのほかありますか。 

 ご異議がなければ、専第４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しょうか。 

 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

 

■教育長 それでは、専第４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。 

 続きまして、専第５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。 

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 初めてのオリンピック・パラリンピックの影響がどこまで及ぶか推察

できない難しい中でしたので、２回目の入札でこのように締結できたことを大変嬉
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しく、安堵しています。 

 ちなみに、５億２５００万円の改修ということで、もし舞台機能のついた中津川

にふさわしい規模の建物を建てるとしたら、大まかにいくらぐらいかかるか教えて

ください。 

■教育長 原文化振興課長。 

■文化振興課長 新築した場合、建築費のみで約２９億円と試算しています。 

■田島委員 改修中も使い続けていくということですが、文化会館の駐車場は何台、

どこに確保されていますか。 

■教育長 原文化振興課長。 

■文化振興課長 駐車場の数は現在把握していませんが、文化会館の前の駐車場は

使える状態で工事を進めていきたいと考えています。健康福祉会館側のところは、

工事の搬入の関係で制限します。文化会館の前の駐車場も、一時的には占用するこ

ともありますが、基本的には使える状態で工事を進めたいと考えています。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 あの規模の文化会館にしては、駐車場がとても少ないように思います。

河川敷に駐車したり、休みの日や夜は合同庁舎に駐車したりして、文化会館に行く

状態です。つい先ごろ、大雨が降りました。そのときに中津川がかなり増水して、

河川敷に停めている車まで水が迫ってきたのは覚えていますか。私の友だちが美濃

加茂にいたときに、昭和５８年、今から３６年前に、美濃加茂も河川敷に駐車場が

あり、木曽川の大氾濫で車が全部流れてしまったことがありました。この頃、本当

に予測不可能な気象で、いつなんどき中津川も氾濫するか分かりません。たとえば、

本当に場所がなければ堤防を造るなどしないと、心配です。いかがでしょうか。 

■教育長 大巾文化スポーツ部長。 

■文化スポーツ部長 文化会館の駐車場は基本的には今あるところでやっていただ

きたいと考えています。現在、大きな行事、集客が大きなものは、市の駐車場を借

りて、職員の駐車規制をお願いしてやっています。新たなところで、職員の駐車場

も考えているので、そういったところを活用しながら行なって行きたいです。 

 河川敷は、国の直轄管理が要るところなので、現在、そういう構造についての改

修は考えていません。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 そういうご意見をいただきましたが、やはり河川敷に皆さんが停める

のは事実なので、その辺をこちらも考慮しておかないと、あっという間に何かが起

きてしまうことになりかねないのでよろしくお願いします。 

■教育長 ほかにご質問、ご意見ありますか。 
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 田島委員。 

■田島委員 中庭について。中庭は工事しないのですか。 

■教育長 原文化振興課長。 

■文化振興課長 現状のままで、工事はしません。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 中庭を皆さんあまりじっくり見たことはないと思います。はっきり言

うと情緒豊かな中庭という感じではないです。せっかく改修してホールやホワイエ

もきれいになるので、文化協会に投げかけるとかして、いろいろな方々に協力をい

ただきながらいい中庭にしてもいいと思います。 

■教育長 原文化振興課長。 

■文化振興課長 改修工事の完成に合わせて、文化協会とも相談して検討します。 

■教育長 ほかにありますか。 

 なければ、専第５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しょうか。 

 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

 

■教育長 それでは、専第５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。 

 報第３号は専決処分にかかわって３つありましたが、それぞれ承認をいただいた

ので、「専決処分の承認を求めることについて」原案どおり承認ということでよろ

しいでしょうか。 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

 

■教育長 それでは、報第３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。 

 これをもちまして、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。 

 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１０月１６日、水曜日、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のでご参集ください。 

■教育長 次回は１０月１６日、水曜日、１３時３０分からです。よろしくお願い

します。 

 以上で、令和元年第１１回中津川市教育委員会を終了といたします。お疲れ様で
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した。 

 

〔 閉  会 （午後２時４分）〕 


