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令和３年第４回中津川市教育委員会（臨時会）議事録 

 
 

日    時  令和３年３月２５日（木） 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 岩久 義和 

              委 員 小栗 仁志 田島 雅子 三尾 和樹 橋本 あみる 

 

事務職員  小関事務局長・大瀧教育次長（兼）学校教育課長・伊藤事務局次長

（兼）教育企画課長（兼）施設計画推進室長・小栗文化スポーツ部

文化振興課施設建設対策官（併）施設建設対策官・丹羽文化スポー

ツ部長・松井文化スポーツ部次長（兼）オリンピック推進室長・後

藤教育研修所長・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・林

鉱物博物館長（兼）東山魁夷心の旅路館長・青木中央公民館長・小

池図書館長（兼）蛭川済美図書館長 

 

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 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 報第２号 無形文化財の解除について 承 認 

第３ 議第１０号 令和３年度市費負担職員の任免について 承 認 

第４ 議第１１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１２号 中津川市スポーツ推進計画の見直しについて 承 認 
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■教育長 令和３年第４回教育委員会臨時会を開催します。本日は４名の委員の出

席を得ましたので、委員会は成立します。 

 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、教育長職務代理者の指名について、事務局から説明をお願いします。 

伊藤事務局次長。 

 

〔 事務局から資料に基づき説明 〕 

 

■教育長 それでは、職務代理者に三尾委員さんを指名します。よろしくお願いし

ます。なお、職務代理者の任期は、令和３年４月１日から１年ということでお願い

します。ご意見、ご質問等がありましたらお願いします。 

異議のないようですので、三尾委員さんから就任のあいさつを頂戴します。 

■三尾委員 お役に立てるか分かりませんが、全力でやりたいと思いますので、ど

うかよろしくお願いします。 

■教育長 私が欠けたときや事故にあったときのことです。できるだけ欠けないよ

うにしたいと思います。よろしくお願いします。 

 続きまして、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。 

 小池図書館長。 

 

〔 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いて、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 資料を見ると、武川さんが唯一の３０代です。２０代、３０代の若い

方々の声をしっかり反映させて、進めていただきたいと思います。 

■教育長 図書館長。 

■図書館長 していきます。 

■教育長 ほかにありませんか。 

 ご意見、質問等がございませんので、ご異議がなければ、報第１号については、

承認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。 

 続きまして、報第２号「無形文化財の解除について」提案説明をお願いします。 
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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 この方の技法を書いたものやビデオは保存されていますか。 

■教育長 原文化振興課長。 

■文化振興課長 当市にビデオはありませんが、技法を書いたものや写真等は保管

しています。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 ご自身で復元された大変重要なものと思います。私も前から中津川に

鍔（つば）を作る方がおられることは聞いていましたが、見る機会や触れる機会が

ありませんでした。文化財の解除ということで、過去のものとなり歴史に埋もれて

しまいかねません。この機会に中津川の方々へこの方がおられたことを、写真や作

品を展示して、広めていく考えはありますか。 

■教育長 原文化振興課長。 

■文化振興課長 苗木遠山史料館で展示会等を行なったことがあります。いつとは

言えませんが、史料館等でこういった技法を紹介する機会を設けたいと思います。 

■教育長 ほかにありませんか。 

 ご意見、質問等がございませんので、ご異議がなければ、報第２号については、

承認でよろしいでしょうか。 

報第２号「無形文化財の解除について」は、原案どおり承認とします。 

 続きまして、議第１０号「令和３年度市費負担職員の任免について」提案説明を

お願いします。 

伊藤事務局次長。 

 

〔 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いて、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 無事に退職を迎えられた方々、本当におめでとうございます。お疲れ
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さまでした。ご栄転、ご異動の方々、おめでとうございます。子供たちの育成、人

づくりに関わる教育委員会、文化スポーツ部で活躍された皆さんです。学校へお戻

りなる先生方は、まちづくりの基本である子供と人を念頭から外さないように、教

育委員会、文化スポーツ部とのパイプをしっかりつないで、これからも進んでいっ

てほしいと思います。皆さんが、子供たちのため、市民のために力を尽くすことは

これから行かれたところにもたくさんあると思いますので、どうかよろしくお願い

します。健康に留意してご活躍をお祈りしています。 

■教育長 ありがとうございます。ほかにありませんか。 

 小栗委員。 

■小栗委員 ありがとうございます。市役所、教職員という大きな組織で働いてい

る以上、異動は付きものだと思います。その中でいろいろなご縁があり、中津川市

教育委員会でご一緒させていただき、本当にありがたく思っています。教育委員会

は市の行政の中でもある意味特殊なところで、市役所の方と教職員の方が同じ職場

で一緒に働かれ、いい刺激もあったと思います。異動される方は教育委員会での経

験を生かしていただきたいですし、今度ステップアップされる方は、違うところ、

違う役職で存分に力も発揮していただきたいと思います。退職される方におかれて

は、長い間お務めいただきましてありがとうございました。引き続きいろんな立場

で、教育委員会、子供たちのためにご協力いただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

■教育長 ほかにありませんか。 

 ご意見、質問等がございませんので、ご異議がなければ、議第１０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１０号「令和３年度市費負担職員の任免について」は、原案どおり承認とし

ます。 

 続きまして、議第１１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 長年スポーツ推進委員の制度が続いています。資料を見ると、神坂３
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人、阿木２人、坂本３人で、人口の割合的に違和感があります。人口が増えている

ということですが、人数の見直しはされていますか。 

■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 令和元年４月に山口地区の馬籠集落が神坂地区と一緒に

なり、馬籠集落の１名が神坂に入った関係で３名になっています。条例で定員が４

２名以内となっており、運営体制を考えると各地区２から３人を維持したいと思い

ます。 

■教育長 ほかにご意見、ご質問等はございませんか。 

 ないようですので、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「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。 

 続きまして、議第１２号「中津川市スポーツ推進計画の見直しについて」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 教育委員会から私がこの見直しの会議に、２回出させていただきまし

た。説明を聞かれて、コロナ禍の令和２年のアンケートでは違うかなと思われた方

もいるかもしれませんが、そこのところは配慮されていて、コロナ前の記述や数値

でお願いすることをうたっていましたので、これに関してはコロナ前のことになっ

ています。しかし、コロナ禍でこういうものを見直すということはあるのかと伺う

と、よその市町では躊躇してコロナ禍が終わってからで、見直すのは中津川市だけ

だと聞いてびっくりしましたが、中津川市の文化スポーツの方の気まじめさと熱意

はしっかり伝わってきましたので、報告します。 

■教育長 ありがとうございました。ほかにございませんか。 

 三尾委員。 

■三尾委員 スポーツ推進計画では成人のスポーツを最初にイメージしますが、こ

の中に幼児期、小学期、中学期と子供の部分も出ていますので、生まれてから成人

になって、老いていくまでの時期を体系的に見た計画であると捉えることができま



 6 

す。今朝、テレビで見ましたが、小学生低学年の子供たちは体育が嫌いで、最近の

子供たちにどの教科が好きか聞くと、１位が算数、２位が図画工作でした。昔の小

学生では体育が上位です。最近の子供たちはあまりスポーツ、体育がそれほど好き

ではない印象を受けました。その理由はＳＮＳやコロナなどいろいろあると思いま

す。スポーツの推進は、大人になってから何かをやろうと計画することも必要です

が、小さい頃からスポーツに親しみ、スポーツ好きの子を育てていくことが大切だ

と思います。これから中津川市のスポーツ推進計画を作るとき、難しいかもしれま

せんが、学校との関わりも計画に盛り込んで、学校での体育教育と関わり合ってい

くと、子供たちの生涯にわたってのスポーツが見えてくると思いました。 

 このスポーツ推進計画の概要が、横書きなのに右開きです。何か綴じ込もうとす

るときに裏になってしまいますが、いかがですか。 

■教育長 概要版の体裁について確認します。 

池戸生涯学習スポーツ課長。 

■生涯学習スポーツ課長 概要版は修正します。 

 第５章で学校体育に関わることを盛り込んでいます。また、未就学児の関係にな

りますが、今回のアンケートの中で、週１回以上スポーツができなかった理由があ

ります。３０代、４０代の方が、仕事が忙しい、子供に手がかかるなど、なかなか

できないとありました。乳幼児学級でも、健康体操や小さいうちから体を動かすこ

とは大切であると、少しずつ取り組んでいます。今後、そういった子供とお母さん

で取り組めることを考えています。 

■教育長 小学生の好きな教科に体育が上位でなくなってきた、運動から子供たち

が離れているのではというご指摘です。その点について、学校教育の方でコメント

はありますか。 

 大瀧教育次長。 

■教育次長 スポーツに触れる機会がなくなってきていると感じています。中学校

の部活動も、今まで全員加盟だったのが任意加盟になって、地域のクラブがないと

子供たちがスポーツに触れる機会がなくなることが今後の課題だと感じています。 

■教育長 子供たちの体力低下、運動能力の低下は、本当だとすれば大きな課題だ

と思っています。学力を保証しなければいけない話はよく聞きますが、体力の保証

という話は聞かないです。学び続けるためにも体力は必要です。気力の元になると

思いますので、中津川市の教育の根幹にしっかり置いていかなければならないと

思っています。特定の競技の技能が高くても、持久力が低かったり、サッカーは上

手だけど鉄棒が下手という子供が育っている現状もあります。今年一年間、小学校

をたくさん訪問しましたが、グラウンドでの鉄棒で一生懸命逆上がりの練習をして
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いる子供の姿はあまり見ませんでした。幼保でもそんな姿は見なかったと思います。

幼少期から運動に親しみ、運動が好きな子供たちにしていかなければいけないと、

学校、園の様子を見て思いました。 

 ほかにご意見、ご質問はございませんか。 

■教育長 小栗委員。 

■小栗委員 この推進計画に目標数値だけではなく、スポーツ実施率の基準のよう

なものはありますか。週に１回というのは、どんなスポーツに限らず、３０分行え

ば１回と見なされるような基準があって、週１回以上の方が現状４４．７％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 概ね３０分です。国は見るスポーツも入れていまして、

市のアンケートにはそれを入れていません。その関係で国は、この数字に近づいて

くる可能性はありますが、市はそこまでいかないと思っています。 

■教育長 ほかにご意見、ご質問はございませんか。 

 小栗委員。 

■小栗委員 現状は、中津川市民は週１回以上、１回に３０分以上スポーツをする

方が５０％弱いるわけですか。 

■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 その通りです。 

■教育長 小栗委員。 

■小栗委員 なかなかの実施率と思います。健康づくりは、年齢を問わず必要だと

思いますので、５分や１０分しかやってない人が時間を増やしていくことも必要だ

と思います。 

 今回、具体施策の中に新規で、中学期の学校体育の推進と運動・部活動の活性化

を入れた経緯と、具体的な活動・計画について教えてください。 

■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 以前から、働き方改革にも関係しますが、部活の外部指

導者等の研修をしっかりやってほしいと話がありました。クラブも以前から厳しす

ぎるから研修等をやってほしいと話があり、一昨年、そういった研修をやりました。

子供の健全育成は大切であります。県内では実際に任意加盟のところもあり、これ

からの流れとなる可能性もあります。適切な運営体制や部活動のあり方について、

検討していく必要があるので盛り込んでいます。 

■教育長 三尾委員。 

■三尾委員 運動や部活動の時間数がなかなか取れない状況になっています。だん
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だん地域のクラブへ行きつつあります。もし修正が効くなら、運動・クラブ活動と

直した方が、混乱がないと思います。運動・部活動という表記ですと、学校の部活

動ですので、少しイメージが違ってくると感じました。 

■教育長 丹羽文化スポーツ部長。 

■文化スポーツ部長 三尾委員のおっしゃった通りだと認識しました。本編にあり

ますように本市は、４つの総合地域のスポーツクラブ・スポーツ推進委員による部

活動以外での活動の場を充実していくことにしています。その中に新規で指導員の

育成などを盛り込んでいきます。ここについては、部活動というよりはクラブ活動

と言った方が適切だと感じました。修正します。 

■教育長 ほかはいかがですか。 

 ご意見、質問等がございませんので、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「中津川市スポーツ推進計画の見直しについて」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。 

伊藤事務局次長。 

■事務局次長 次回開催日は、令和３年４月２１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。 

■教育長 次回は、令和３年４月２１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。 

 以上で、令和３年第４回中津川市教育委員会を終了といたします。お疲れさまで

した。 

 

〔 閉  会 （午後２時２３分）〕 

 


