
 1 

令和元年第１２回中津川市教育委員会（定例会）議事録 

 
 
日    時   令和元年１０月１６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 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 

 

日程 議  事 件    名 結 果 

第１ 議題２６号 
中津川市奨学資金貸与条例施行規則の一部改正に

ついて 
承 認 

第２ 議題２７号 中津川市教育委員会公印規則の一部改正について 承 認 

第３ 議題２８号 中津川市教育委員会表彰規程の一部改正について 承 認 

第４ 議題２９号 
中津川市教育委員会事務専決規程の一部改正につ
いて 

承 認 
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■教育長 ただいまから令和元年第１２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。 

 ９月２８日は杉の子幼稚園運動会、２９日は交通安全ポスター展表彰式に出席し

ました。３０日は予算決算委員会に出席しました。１０月１日は教育長訪問で、阿

木小・中学校、２日には田瀬小・下野小学校へ訪問しました。３日は市議会の最終

日でした。同日、６月にお亡くなりになった安江ますみ元阿木小校長の叙勲伝達を

させていただきました。５日は常盤座演劇フェスティバル、６日は市総合体育大会

開会式に参加をしました。７日は教育長訪問で、苗木中学校へ訪問しました。８日

は校長会、東濃地区の事務職員研修協議会に出席をしました。同日夜には移動教育

委員会が福岡・蛭川地区で行われました。９日は保育士代表の方からの要望活動、

１０日は安心安全街づくり市民大会、同日夜には医師会との医療懇談会がありまし

た。西こまのもりの運動会は台風で延期のため、本日、出席をしました。  

 今後の主な予定です。１０月２６日には子育て親育ちシンポジウムが行われます。

２９日を初めに、市内の学校の指定研究発表会が行われます。南小、付知北小、西

小、蛭川中、一中、そして西幼稚園と行われます。また、つくしんぼ、どんぐりの

移動教育委員会が、それぞれ１１月５日、７日と行われます。教育委員の皆様にも

お世話になりますので、よろしくお願いします。 

 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、報

告をお願いします。 

■事務局長 前回以降の主な出席行事等について報告します。９月３０日は予算決

算委員会があり、平成３０年度事業の決算について審議いただきました。夜、加子

母地区の市政懇談会があり出席しました。１０月１日は阿木中学校の教育長訪問に

同行しました。２日は田瀬小学校、下野小学校の教育長訪問に同行しました。３日

は市議会本会議の最終日でした。３０年度決算が認定されました。５日は誠和幼稚

園の運動会を参観しました。７日は苗木中学校の教育長訪問に同行しました。８日

は校長会がありました。また、坂本こども園とこども園の前に新設している市道坂

本２９０号線施工状況について、坂本の区長会とまちづくり協議会の皆様に向けて

の説明会を開催しました。夜は福岡で移動教育委員会を行いました。委員にもご出

席いただきありがとうございました。９日は苗木地区の市政懇談会に出席しました。

１０日は安全安心まちづくり市民大会に出席しました。１５日は平成２９年度から

義務教育学校に移行している羽島市の桑原学園を視察しました。 
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 今後の予定です。１７日は神坂小学校、中学校、１８日は福岡小学校、高山小学

校の教育長訪問に同行する予定です。１９日は東小学校の運動会を参観します。２

１日は加子母小学校、中学校の教育長訪問が予定されています。２４日は教頭会が

予定されています。３１日は口腔保健協議会研修会がありますので出席します。１

１月２日は誠和あい保育園の運動会の参観を予定しています。５日は発達支援セン

ターつくしんぼ、７日はどんぐりの移動教育委員会です。教育委員の皆様のご出席

をお願いいたします。１０日は学校歯科保健研究大会が下呂市で開催されます。こ

の大会は来年度、中津川市で開催予定ですので、運営状況など確認してきたいと思

います。１３日は校長会が予定されています。１５日に都市教育委員会事務局長会

議が多治見市で開催されるので出席します。１８日は落合小学校、中学校、１９日

は阿木高校の教育長訪問が予定されていますので同行します。 

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。 

 ９月２８、２９日、中津川ザ・ソーラー・ブドウカン２０１９が中津川公園内で

開催されました。入場者数は３万人と盛り上がりました。１０月２日、ＦＣ岐阜の

宮田社長が、今シーズンの成績及び集客状況とホームタウンデーについて市長に報

告されました。今シーズンは非常に厳しい状況であるが、残り試合なんとか頑張り

たいとのことでした。３日、市議会が閉会しました。５、６日、常盤座演劇フェス

ティバルが開催されました。６日、中津川市総合体育大会開会式が開催されました。

１３日、岐阜県重要無形民俗文化財である坂下花馬祭りが開催されました。同日、

スポーツフェスティバルが健康福祉まつりと同時に開催されました。 

 今後の予定です。１０月１７日、子ども金メダル表彰選定委員会が開催されます。

１９日、第１１回ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会開会式及びレセプションが開催さ

れます。２０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。２５日、県議会の新人議員が苗木城跡を視察されます。同日、ふるさとじまん

祭・菓子まつりが開催され、２７日には中津川ふるさと芸能文化保存協会の発表会

が開催されます。２６日、第１回中津川市子育て親育ちシンポジウムが開催されま

す。これは旧市ＰＴＡ連合会大会と旧市青少年健全育成大会を合わせたものです。

２７日、前田青邨の命日で、北鎌倉の東慶寺で青邨を偲び「筆供養」が行われます。

同日、総務省の５Ｇを活用した実証実験が常盤座で行われます。２９日、第４回図

書館機能検討委員会が開催されます。３０日、子ども金メダル授与式が実施されま

す。 
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 １１月１日、ねんりんピック岐阜２０２０中津川市運営委員会が開催されます。

２日、清流の里つけち川「薪
たきぎ

能
のう

」が道の駅花街道付知で開催されます。３日、文化

の日協賛事業として、市内博物館等が各館無料デーとなります。４日、第２４回岐

阜県文楽・能大会が恵那市で開催されます。同日、岐阜県図書館の紺野三沙子名誉

館長による朗読会が東美濃ふれあいセンターで開催されます。これは、岐阜県図書

館のアウトリーチ事業として行われるものです。６、７日、新日本フィルハーモ

ニー交響楽団メンバーによるコンサートが開催されます。１０日、坂下歌舞伎公演

が開催されます。１３日、市民展審査会が開催されます。１６日、２０１９年シニ

ア女子レスリングワールドカップ大会応援バスツアーが実施されます。同日、常盤

座名誉館長の加藤拓三和太鼓コンサートが常盤座で開催されます。１７日、中山道

駅伝が開催されます。同日、第６８回市民音楽祭が開催されます。同日、第１９回

岐阜県獅子芝居公演がかしも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。 

 田島委員。 

■田島委員 指定研究発表会で一中は、２２日ですか。 

■教育長 そうです。 

■田島委員 文化スポーツ部の１０月２７日の総務省５Ｇ実証実験を分かる範囲で

教えてください。 

■教育長 大巾文化スポーツ部長。 

■文化スポーツ部長 事業としては、総務省が行うもので、新たな通信技術を使っ

たものです。たとえば、東京に師匠がいて、常盤座にいる子どもたちに通信で演劇

を教えるような実験をするということです。 

■教育長 ほかにありますか。 

 ないようですので、日程第４、議事に入ります。 

 議第２６号「中津川市奨学資金貸与条例施行規則の一部改正について」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。 
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■田島委員 合理的に新しく変えていくということで否やはありませんが、申請書

類などは、普段接することの少ない親が見ることになりますので、役所の方々の目

ではなくて、そうした方々の立場に立った目で見ることを心がけていただきたい。

親切な対応、政策をお願いしたいと思います。特に周りの方々の手を煩わせないと

できない書類、たとえば校長が書かなければいけない部分等がある場合には、細心

の注意を払って確認し、作り直すことをしていただき、新しい年度に向かっていた

だきたいと思います。 

■教育長 ほかにありますか。 

 ご異議がなければ、議第２６号「中津川市奨学資金貸与条例施行規則の一部改正

について」は、承認ということでよろしいでしょうか。 

それでは、議第２６号「中津川市奨学資金貸与条例施行規則の一部改正につい

て」は、原案どおり承認とします。 

 続きまして、議第２７号「中津川市教育委員会公印規則の一部改正について」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 今、こういうことは中津川市役所の各所で行われているのですか。 

■教育長 川合事務局次長。 

■事務局次長 個別には把握していませんが、事務処理の効率化は常に意識して仕

事していますので、各部署で検討しているということです。 

■教育長 ほかにありますか。 

 ご異議がなければ、議題２７号「中津川市教育委員会公印規則の一部改正につい

て」は、承認ということでよろしいでしょうか。 

それでは、議題２７号「中津川市教育委員会公印規則の一部改正について」は、

原案どおり承認とします。 

 続きまして、議題２８号「中津川市教育委員会表彰規程の一部改正について」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 〕 
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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 成年後見人の出てくる訓令のところの説明をもう一度お願いします。 

■教育長 川合事務局次長。 

■事務局次長 具体的な事例がありますのでそちらで説明します。 

 大阪地裁で、ある市の職員として採用されていた人が末期的ながんになり、財産

の管理が非常に難しくなりましたので、被保佐人、財産管理の法的な代理人を選定

しました。その関係で、そちらの市の規定では、被保佐人となった者は採用できな

いというのがあり、解雇されてしまったのです。それで裁判になり、結局そういう

成年後見人、被保佐人の代理人を選定して財産管理するということで差別してはい

けないのではないかという配慮から法律が制定され、今回の訓令、うちでいうと表

彰規程も法律の例にならいこの欄を削除するというものです。 

 その中に、賞罰、破産の関係もありますが、一般的に、最初の議案に性的少数者

を初めとする人権的な配慮もありますので、あえて今回の改正に伴いこうした記載

を空欄にして、必要があれば調査書は記載すればいいので、列挙をやめるという内

容です。 

■教育長 ほかにありますか。 

 小栗委員。 

■小栗委員 一般的な表彰規程の中で刑罰に処せられた有無は入っている感じもし

ます。私が目にするものでも入っているものが多いような感じを受けますが、これ

を取り除くというのは一般的なのでしょうか。 

■教育長 川合事務局次長。 

■事務局次長 この法律の公布が令和元年６月１４日です。当市の例規もそうです

が、教育委員会規則の改正や議会の場で改正があって、協議して消すことが成立し

ても、インターネットで検索したとき、タイムラグがあるので、こうした欄に記載

がある場合とすでに消されている場合があります。 

または、配慮するという形の法律になるので、その辺は各自治体の判断によると

思います。ちなみに、岐阜市は賞罰の欄がすべて列記のない形になっておりました。 

■教育長 小栗委員。 

■小栗委員 中津川市の表彰規程もあると思いますが、それもこれに準ずる形で、

何もないということでしょうか。 

■教育長 川合事務局次長。 

■事務局次長 訓令なので、決裁で処理されます。その辺の確認をしたかと言われ
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ると確実にということは言えません。今回は令和元年７月９日の総務課長から、成

年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限について、改めるようにという通

知が来ているものに基づいて改正しています。市のほかの部署でそうした記載があ

るところは、現在はまだ改めてないにしても、今後改めていかなければいけないと

判断します。 

■教育長 ほかにありますか。 

 ないようですので、ご異議がなければ、議題２８号「中津川市教育委員会表彰規

程の一部改正について」は、承認ということでよろしいでしょうか。 

ないようですので、議題２８号「中津川市教育委員会表彰規程の一部改正につい

て」は、原案どおり承認とします。 

 続きまして、議題２９号「中津川市教育委員会事務専決規程の一部改正につい

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 今回、見落としていたということで、これを提出されたのですね。 

子ども家庭課に移行するために、これ以外に幼児教育課長と書かれたところは

あったのですか。 

■教育長 川合事務局次長。 

■事務局次長 これだけです。 

■教育長 ほかによろしいですか。 

 ご異議がなければ、議題２９号「中津川市教育委員会事務専決規程の一部改正に

ついて」は、承認ということでよろしいでしょうか。 

ないようですので、議題２９号「中津川市教育委員会事務専決規程の一部改正に

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。 

 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１１月２０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。お忙しいところ恐縮です
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がよろしくお願いします。 

■教育長 次回は、令和元年１１月２０日、１３時３０分からですので、よろしく

お願いします。 

 以上で、令和元年第１２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 ９分）】 


