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令和３年第６回中津川市教育委員会（定例会）議事録 

 
 

日    時  令和３年５月２５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  岩久 義和 

              委 員  三尾 和樹 田島 雅子 小栗 仁志 橋本 あみる    

 

事務職員  三宅事務局長・氷室教育次長（兼）学校教育課長・伊藤事務局次長

（兼）教育企画課長・河合事務局調整監（兼）幼児教育課長・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・梶屋教育研修所長・長瀬施設計画推進室長・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）オリン

ピック推進室統括主幹（兼）少年センター所長・原文化振興課長

（兼）市史編さん室長・小池図書館長・青木中央公民館長・宮嶋鉱

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 報第４号 中津川市指定文化財の解除に伴う答申について 承 認 

第２ 報第５号 専決処分の承認を求めることについて 承 認 

第３ 議第１５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１６号 中津川市教育支援委員会委員の委嘱等について 承 認 
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第５ 議第１７号 
中津川市Ｂ＆Ｇ海洋センター運営協議会委員の委

嘱等について 
承 認 

第６ 議第１８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 

第７ 議第１９号 
令和２年度中津川市教育委員会の事務事業点検結

果報告書について 
承 認 

第８ 議第２０号 令和３年度中津川市選奨生の決定について 承 認 

第９ 議第２１号 
令和３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 
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 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した。ただいまから

令和３年第６回中津川市教育委員会を開催します。 

 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。 

 続きまして、日程第３、教育長報告を行います。前回以降の出席行事などを中心

に報告します。 

 ４月２２日は学校警察連絡協議会、２３日は姉妹都市友好推進協会の定時総会に

出席しました。２６日は南木曽町の伊藤教育長さんが来庁され、ＧＩＧＡスクール

構想、高等学校の活性化などについて懇談しました。１０日はセンターロータリー

クラブの定例会に招いていただきました。３０分程、中津川市の教育の現状などに

ついてご紹介し、併せて園や学校を支えていただくようお願いしてきました。同日、

東濃地区教育長会に出席しました。１１日は公立幼稚園のＰＴＡ評議員会に出席し

ました。１２日は市町村教育委員会連合会定期総会と中津川市ＰＴＡ連合会評議員

会がいずれもリモートで開催されました。１４日は大垣のソフトピアジャパンに出

向き、８月４日から３日間予定している岐阜サマー・サイエンス・スクールの開催

についてご支援をお願いしてきました。１８日は校長研修会に出席しました。１９

日は市議会臨時会に出席しました。２０日は今年度１回目の教育長訪問で、蛭川小

中学校へ訪問しました。三尾委員長さん、田島委員さんにも訪問していただきまし

た。ありがとうございました。 

 今後の主な行事です。２７日は学校保健会理事会に出席します。今年は総会を兼

ねて行われます。三師会の代表の皆さんからは、感染予防やプール指導の可否など

についてもご示唆をいただく予定です。２８日に開催予定だった食と文化の館運営

委員会は中止となりました。６月２日は東濃地区教育推進協議会総会、３日は市議

会、８日は園長会、９日は校長会に出席する予定です。 

 なお、教育長訪問は５月２８日に福岡小と高山小、６月７日に苗木小中、１８日

に坂本小で行います。苗木中学校には前教育次長が校長として赴任しておりますの

で、たくさんの委員さんにご参加いただけるとありがたいです。 

 次に、事務局及び文化スポーツ部からそれぞれ報告します。三宅事務局長。 

■事務局長 前回以降の主な出席行事等についてご報告します。 

 新型コロナウイルス関連については、ご家族の方が陽性となり、児童がＰＣＲ検

査を受けた事案はありましたが、幸いにも全員の方の陰性が確認されております。

この間、４月２２日、２３日、２７日、５月２日、７日、１４日、１５日に岐阜県

及び中津川市新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。 

 そのほかの行事です。４月２６日は美濃酪農農業協同組合連合会の代表理事会長

さんがおみえになり、市長と面談し、昨年度の給食牛乳の支援に対するお礼をいた
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だきました。３０日は業務ヒアリングが行われ、令和３年度の教育委員会の重点事

業について、市長等のヒアリングを受けました。５月１０日は選奨生選考委員会が

開催され、３５名の方の承認をいただきました。その中で、現在は貸付型であるが、

給付型の検討をしたらどうかとのご意見をいただき、事務局で整理をしているとこ

ろです。同日、岐阜大学教育学部の教授がおみえになり、今年度の教育実習の協力

依頼をいただきました。１１日には、幼稚園連合ＰＴＡ評議員会が開催され、また、

岐阜県教育文化財団の理事長さんがお見えになり、市長と面談し、１２月４日開催

予定の「岐阜県青少年文化活動交流発表会・ジュニア文化祭」への協力依頼をいた

だきました。１４日は中津川市選出の２人の県議に、各部から令和３年度の取り組

み等について、意見交換を行いました。１８日は校長会が開催されました。１９日

は市議会臨時会が開催され、副議長等の役職が決められ、また、教育委員会からは

補正予算を上程し、可決していただきました。 

 今後の予定です。５月２７日は学校保健会理事会が行われます。教育長訪問は、

２８日に福岡小・高山小で、６月７日に苗木小・苗木中で、１８日に坂本小で行わ

れる予定です。２９日は岐阜県障害幼児研究会総会がリモートで開催される予定で

す。６月は市議会定例市議会が開催されます。６月２日に本会議初日、１４日と１

５日に本会議一般質問、１６日はその予備日で、２１日に文教民生委員会、２２日

に予算決算委員会が開催される予定です。 

 新ふくおか小学校建設関係については、木材調達においては４月１２日に公募し、

５月２０日に入札が行われました。このとき落札はされませんでしたが、協議の結

果、随意契約できる見込みとなりました。今後は６月議会に上程し、ご承認をいた

だいてから、本契約を締結し、令和４年３月までに納品される予定です。 

 また、建築工事、電気工事、管工事についても、夏頃にそれぞれ入札を行い、仮

契約を締結し、９月議会に上程し、ご承認をいただき、本契約を締結し、令和５年

４月の開校を目指していきたいと考えています。 

■教育長 丹羽文化スポーツ部長。 

■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。 

 ５月７日に「まん延防止等重点措置」区域に指定され、５月３１日まで県の「第

４波」非常事態対策に基づき、文化スポーツ施設の午後８時までの時短営業、市主

催の５月末までのイベントを原則中止又は延期とし、これまでの感染対策をより強

化し、感染防止対策を徹底します。５月２０日時点で市内感染者１４３名と聞いて

います。４月からの感染者は４７名で、３３％ほど多くなっています。 

 前回の教育委員会からの主な行事です。４月２１日、スポーツ推進委員会定例会

が開催されました。２３日、姉妹都市友好推進協会定時総会が商工会議所会議室で
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開催されました。２４日、第６回中津川市長杯マレットゴルフ大会が開催され、参

加者は１１３名でした。２５日、中津川市レクリエーション協会総会が中央公民館

で開催され、同日、遠山資料館友の会総会が苗木公民館で開催されました。２６日、

第５回中津川リレーマラソン実行委員会が東美濃ふれあいセンターで開催されまし

た。２７日、第３回ＪＳＢＡ全国ジュニアスノーボードテクニカル選手権大会にお

いて優勝した中津高校１年の山室音逢（やまむろのあ）選手から市長へ優勝報告が

ありました。３０日、株式会社ＴＹＫ様から絵画の寄付がありました。神坂の牧野

文夫様の絵で、中央公民館のロビーに展示してあります。ぜひご覧いただきたいと

思います。 

 ５月２日、延期していた東濃歌舞伎中津川保存会の公演を再延期という苦渋の決

断をしました。３日、延期していた成人式の中止を決定し、代替策として新成人代

表の「二十歳の誓い」と市長祝辞等をネット配信しました。また、東美濃ふれあい

センターの会場内外に複数の撮影スポットを設けたところ、当日は、３３６人程度

の成人者がおみえになったと聞いています。成人者の撮影スポットを利用されたこ

とで、晴れ着のキャンセルがなかったとも聞いています。 

 ５月１１日、こころのプロジェクト「夢の教室」を再開しました。１２月３日ま

での予定で、全小学校の５年生と昨年受けられなかった６年生を対象に開催します。

５月は川上、福岡、坂下、阿木小学校でやっております。１２日、蛭川出身の永冶

紀雄様から蛭子座に音響機器が寄贈されました。１２日、苗木城跡を核とした観光

地化推進協議会が苗木交流センターで開催され、地元要望に対する市の取り組みを

報告しました。１３日、第５回中津川リレーマラソン実行委員会役員会を開催し、

今年度も中止を決定しました。１１１チーム７５０名の申し込みがありました。大

変残念でしたが、来年はできると信じております。そのときはご協力をお願いしま

す。１４日、島崎藤村学会理事会において９月２５、２６日に開催予定の全国大会

「馬籠大会」が、令和４年９月に延期すると報告がありました。１９日、市議会

（臨時議会）が開催されました。文化スポーツ部の事業の中で、ホストタウンのコ

ロナ対策費の増額、文化会館の音響反射板の昇降機４台の改修費について議決され

ました。２１日、Ｂ＆Ｇ中部ブロック総会が中止、青少年健全育成推進市民会議理

事総会も中止しました。 

 今後の予定です。リレーマラソン大会は中止します。５月３０日には清流の国ぎ

ふ２０２０地歌舞伎勢揃い公演が開催され、坂下歌舞伎保存会が出演します。県で

は無観客で行うことになっており、動画で発信する予定だと聞いています。 

 ６月１日から８月３１日まで、１２月４日に開催する第１４回島崎藤村記念文芸

祭の応募を開始しました。６月３日から市議会が開催されます。毎年恒例の６月５
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日、６日の明治座クラシックコンサートは中止です。６月２６日から７月２５日、

苗木遠山史料館で前田青邨画伯の展示会を開催します。今年のテーマは中津川と青

邨として「恵那山」、中津川市に住んでいたときに描かれた絵やスケッチなどを展

示する予定です。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。 

 田島委員。 

■田島委員 昨年、文化スポーツ部で開催しなかった「こころのプロジェクト」に

ついて、今年はリモートではなく開催するのでしょうか。誰が来るか教えてくださ

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 リモートか直接の開催方法を考えており、学校側で選択

していただきます。講師の方々はかなり忙しいので、誰が来るかは数週間前しか分

かりません。 

■教育長 ほかにございませんか。 

 ご質問等がないようでございますので、日程第４、議事に入ります。 

 議事日程第１ 報第４号「中津川市指定文化財の解除に伴う答申について」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 中津川市から岐阜市へ渡り、中津川市の文化財指定から解除されると

いうことです。岐阜市に渡った刀が、関市辺りで作られたことがここに書いてあり

ますが、岐阜市の文化財に指定されることがあるのでしょうか。 

■教育長 原文化振興課長。 

■文化振興課長 新しい所有者からは所有者変更届のみうちの方にいただいており、

その方が岐阜市に指定を申請されるかどうかまでは報告いただいておりません。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 こんなに貴重な物なのに、申請をしないと文化財には指定されないわ

けですね。 

■教育長 原文化振興課長。 
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■文化振興課長 文化財の指定については、所有者からの申請をもって審議会で審

議して指定する・指定しないの判断がされることになっています。 

■教育長 ほかにご意見、ご質問ございませんか。 

 三尾委員。 

■三尾委員 現在、中津川市に指定文化財はどのぐらいの数あるのか教えてくださ

い。 

■教育長 原文化振興課長。 

■文化振興課長 市に指定文化財は、無形・有形合わせて２８９あります。国の指

定が９、県の指定が３０、市の指定が２５０です。刀剣については、今まで７振、

国、県、市の指定文化財がありました。今回、市指定の１振が解除で、残りは国２、

県１、市３となります。 

■教育長 三尾委員。 

■三尾委員 ７振のうち１振が市外へ出るようですが、刀剣一つ取ってみても、な

かなか文化財が増えることはなくて、外へ流れることがあるかもしれませんので、

できればこういう重要なものは市内に留めておきたいと思いました。 

■教育長 ほかはよろしいですか。 

 ご意見、ご質問等がございませんので、ご異議がなければ、報第４号については

承認ということでよろしいでしょうか。 

 それでは、報第４号「中津川市指定文化財の解除に伴う答申について」は、原案

どおり承認とします。 

 続きまして、報第５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 アメリカのレスリング選手がホストタウンとしてこちらにみえるとい

うことですが、ニュース等では交流が不可能だからお断りしたとか、反対に相手の

方から断ってきたという話が結構ありますが、そういう心配はないのでしょうか。 

■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 アメリカレスリング協会側とメールでやりとりしていま
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す。現在、事前合宿を中津川で行うという相手側の意向を尊重し進めています。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 今朝のニュースでも、渡航制限や第４段階という話も聞きましたので、

心配していますが、交流などはできるのでしょうか。 

■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 直接の交流については、大変難しいと思います。実行委

員会で内容等を決めていますが、オンライン上で園児たちからの応援メッセージや

地歌舞伎や和太鼓を、リラックスしていただくために、ユーチューブ等で見ていた

だくことを考えています。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 翻訳機と言われましたが、これは事業終了後、中津川市のものになる

のですか。 

■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 申し訳ありません。翻訳機はレンタルのため返還します。 

■教育長 小栗委員。 

■小栗委員 滞在期間は、もう決まっていますか。 

■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 連絡いただいている日程では、７月１８日から８月１日

までです。 

■教育長 橋本委員。 

■橋本委員 感染対策はどのように考えていますか。 

■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 宿泊先を貸し切りにする予定です。専用バスで宿泊施設

と練習会場を直接行き来して、一般の方とは接しないことを考えています。 

■教育長 橋本委員。 

■橋本委員 アメリカ側からの感染対策のオファーや提案等はありますか。 

■教育長 丹羽文化スポーツ部長。 

■文化スポーツ部長 さまざまなニュースで、ホストタウンをどうするかという報

道が流れています。オリンピックがどうなるかということも言われています。もち

ろんホストタウンについては、現在はしっかりと行う方向で準備を進めています。

これは、ＩＯＣの組織が決断することで判断が出ると思うので、今は国の情勢、県

の情勢、いろいろな指導を受けながら準備を進めています。やはり、来た時の感染

対策が一番心配です。日本はワクチン接種が高齢者からやっと始まりました。アメ

リカの方が進んでいます。また、アメリカは、渡航の勧告も出されたのですが、こ
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れはオリンピックとは全く関係なく、オリンピックをやるなら選手はこちらに来る

と聞いています。 

 オリンピックの選手は、飛行機から降りて、本来だと１４日間どこかに滞在する

のですが、オリンピック選手に限ってそのままホストタウン会場に向かうというこ

とで、こちらで１４日間過ごされます。降りたとき、向こうで渡航されるときも、

ＰＣＲ検査はもちろん来ますし、選手は毎日、ドクターもついてくることもあって、

スクリーニング検査をします。市の職員もアメリカの選手と行動を一緒にすること

があって、その職員も毎日検査することと、滞在先のホテルが貸し切りになってい

るので、そちらに缶詰めということになっています。 

 交流の話もありましたが、昨年１１月に国からガイドラインの公表がありまして、

人と接することはできないため、最初に考えていたレスリング体験や日本の文化を

体験していただくことはできません。動画で見ていただくか、練習会場を遠くから

見る機会があればとも考えています。来たときには盛大に応援したいと考えていま

す。 

 まだ状況がはっきりしない中、準備を進めていますので、私どももどちらになる

かなといつも思っていますが、その辺はご理解をしていただきたいと考えています。 

■教育長 ほかによろしいですか。 

 ご異議がなければ、報第５号については、承認ということでよろしいでしょうか。 

それでは、報第５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、議第１５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。 

氷室教育次長。 

 

〔 事務局から資料に基づき説明 〕 

 

■教育長 学校給食、社会教育委員、図書館協議会、博物館等協議会の４つの協議

会について委員を改め委嘱したいということでした。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 図書館協議会委員で、中津高等学校教諭の松木先生は、中津川工業高

等学校へ代わられていませんか。 

■教育長 小池図書館長。 

■図書館長 松木先生からご連絡をいただいて、工業高校へ異動になっていました。
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すいませんでした。 

■教育長 今年度の職名が、中津高等学校教諭ではなく、中津川工業高等学校教諭

ですね。訂正をお願いします。ご指摘ありがとうございました。 

 田島委員。 

■田島委員 こういう委員の話が出てくると、毎回、言っているのですが、給食調

理場は除いて、先生方を除くと常の利用者が多いと思います。常の利用者へは非常

にお願いしやすいと思いますが、年代にも偏りがあるので、利用してもらいたい年

代の委員を入れて意見を聞き、それを反映することがその場所の発展につながって

いくと思います。全ての市民に利用していただくことを前提にして、委員も、手近

なところではなく新しい方法で募集するなり工夫をしてみてはいかがでしょうか。

例えば何人かを公募するとか。そうすると興味のある人、やる気のある人が来てく

れるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

■教育長 丹羽文化スポーツ部長。 

■文化スポーツ部長 規則などで学識経験者、身近に利用される方や運営の方を考

えていましたが、これから使っていただきたい方、これは交流プラザの件もそうで

すが、これからどうしていきたいかという積極的な意見をいただける方の方がより

発展するのではないかと感じています。これは２期で令和４年５月までありますの

で、この件については十分検討し、来年度の選定にはこういった意見も反映したい

と思っています。 

■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１５号については、

承認ということでよろしいでしょうか。 

それでは、議第１５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。 

 続きまして、議第１６号「中津川市教育支援委員会委員の委嘱等について」提案

説明をお願いします。 

梶屋教育研修所長。 

 

〔 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 中津川市教育支援委員会というのは、どんなことが話し合われるのか、
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年に何回行われるか、少し補足をお願いします。 

■教育長 梶屋教育研修所長。 

■教育研修所長 教育支援委員会は、保幼小中で学習に向かうための課題を抱えて

いるお子さんについて適切な支援をしていくために、専門的な立場の方のご意見を

いただきながら、各現場から報告を受け、専門的な立場の方から見ていただき、ど

のような支援が適当かということを諮っていく場となっています。大きく年２回あ

り、その２回の検討を通して翌年の対応が決まります。特別支援学級に入級してい

く場合は、こういった場を通して専門的な方に判断していただきそれが適当である

と判断された上で決まっていく、そのような会です。 

■教育長 ほかにいかがですか。 

 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１６号については、

承認ということでよろしいでしょうか。 

それでは、議第１６号「中津川市教育支援委員会委員の委嘱等について」は、原

案どおり承認とします。 

 続きまして、議第１７号「中津川市Ｂ＆Ｇ海洋センター運営協議会委員の委嘱等

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。 

 小栗委員。 

■小栗委員 確認です。任期は令和５年３月３１日までですか。 

■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 ５月３１日です。訂正をお願いします。 

■教育長 任期は、令和３年６月１日から令和５年５月３１日までと訂正をお願い

します。 

 ほかにご質問等はありませんか。 

 ご異議がなければ、議第１７号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１７号「中津川市Ｂ＆Ｇ海洋センター運営協議会委員の委嘱等に

ついて」は、原案どおり承認とします。ただし、資料の訂正は先ほど確認した通り

です。 

 続きまして、議第１８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」提案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 歳出と歳入の補正予算の説明でした。ここで一旦区切ります。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 寄附をくださった東濃新報社さんは、いつもくださるのですか。多治

見の方なので珍しいと思ったのですが。 

■教育長 原文化振興課長。 

■文化振興課長 会社は多治見ですが、陶芸展を毎年開催され、そこへ出品された

方の出身の市に、出品者数によってそれぞれ寄付をしておられるということで、今

回は中津川市から２名が出品されて、その分２万円を市に寄附いただきました。ほ

ぼ毎年これぐらいの額を寄附いただいています。 

■教育長 ほかはいかがですか。 

 小栗委員。 

■小栗委員 補正予算の金額については問題ありません。歳出の「ふるさと魅力体

験事業」の中身を教えてください。 

■教育長 氷室教育次長。 

■教育次長 ふるさと魅力体験事業は、県の補助もあり、毎年４校ずつ順に回しな

がら、その４校が岐阜県のふるさととしての魅力のある、ふるさと学習に関わって

くる事業を見学に行くものです。今年度、計画しているところでは、各務原市の航

空宇宙博物館や関ヶ原古戦場等、この近くでは皇女和宮ゆかりの地で美濃太田宿な

どを神坂の中学校は計画しています。 

■教育長 ほかにご質問等ございますか。 

田島委員。 

■田島委員 修学旅行について、市内の状況を教えてください。 

■教育長 氷室教育次長。 

■教育次長 現時点で、全ての学校が７月以降に変更しています。なお、５月６月

に計画していたところで、時期を変更したために企画料が発生した学校が２校あり

ます。企画料が要らないという旅行会社もありますが、名鉄観光を利用している中

学校２校で企画料が発生しています。この補正が通れば、それを市で補てんしたい

と思っています。 
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■教育長 宿泊を伴う行事については、昨年度と同様に時期をずらしたり、行き先

も変更したりしながらなんとか実施させてあげたいと思っています。実施日の直前

になって当該学年に感染者が出たような場合は、やむなくその旅行がキャンセルと

いうことになりますので、こういった場合には、その子のために行けなかった、他

の保護者さんにも負担が生じたということがないように昨年と同様のスキームを

作って対応しています。昨年の修学旅行の最終は１２月中旬の第二中学校だったと

思います。その辺まで行っても、一生に一度の経験をぜひやらせてあげたいと今年

も考えています。 

 ほかにご意見、ご質問等はございませんか。 

 それでは「２ 財産の取得について」説明をお願いします。 

長瀬施設計画推進室長。 

 

〔 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。 

 橋本委員。 

■橋本委員 随意契約とは、どういう契約ですか。 

■教育長 長瀬施設計画推進室長。 

■施設計画推進室長 今回の場合、当初は制限付き入札を予定していまして、３社

が入札に参加しましたが、予定価格に達していなかったため、最低価格で入札した

丸山木材さんと交渉の結果、随意契約を結ぶことになりました。 

■教育長 随意契約自体の説明を誰かしてくれますか。 

 伊藤事務局次長。 

■事務局次長 何社か入札に参加する者を指名して、そのうちの一番安かったとこ

ろと契約するというのが入札ですが、落札した者がいなかった場合や、特殊な事情

でこの会社しかないという理由がある場合は、特定の業者さんと市が直接契約を結

ぶことを、随意契約と言います。 

■教育長 ほかはよろしいですか。 

 田島委員。 

■田島委員 木材の価格が高騰してしまったと聞いたのですが、これはいつの時点

の価格ですか。 

■教育長 長瀬施設計画推進室長。 

■施設計画推進室長 当初の設計額は、１月末に設計した設計額で入札に付してい
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ますが、入札１月前の４月から５月にかけて、ウッドショックという言葉で表され

たように、木材価格が急騰して、落札に至っていなかったという状況です。 

■教育長 ほかに確認したいことなどありませんか。 

 小栗委員。 

■小栗委員 ウッドショックの話がありましたが、海外木材が主要因だと私は認識

しています。今回は地元材を使われると思いますが、大分価格への影響があるので

しょうか。 

■教育長 三宅事務局長。 

■事務局長 木材の高騰については、外材が入らなくなったのが主な原因と聞いて

います。アメリカで住宅事情が活発になってきたことで、輸出にまで材が回らない。

また、輸出に回ったとしても、日本よりほかの国で高く買い求めるので、外材が高

騰または入手困難な状況になったと聞いています。そして、そのほかの代替材が国

産材なので、それに釣られて国産材も値上がってきたと聞いています。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 １億６千万円で福岡小学校の木材をまかなうということですが、この

先、どんどん高騰していって、職員室ができないなどということはないのですか。 

■教育長 長瀬施設計画推進室長。 

■施設計画推進室長 これは現在の価格ですので、これからまた木材の価格が上が

る場合、単品スライドという形を取ります。１％以上価格が上がった場合は、それ

に対して市でも１％以上のものは負担する形を取っていきたいと思っています。 

■教育長 確かに今、木材が入手困難です。当初、私どもの想定では、ある程度余

裕をもって木材入手のための予算を組み、議会の承認をいただきましたが、今年に

入ってから海外での需要増で、予定の価格より高くはなっています。価格上昇分に

ついては市で予算を組んで、業者に損失を出させない手当をする必要があると思っ

ています。何よりも私たちの命題は、令和５年４月１日に新しい学校を開校するこ

とです。そこに向かって今は不確実な要素もたくさんありますが、着実に前進する

しかないと思っています。 

 スケジュール的に大きな余裕があるわけでもないことを考えると、この時期に多

少苦労してでも、多少高くても、資材は確保しなければならないということです。

ご理解いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。 

■教育長 ご意見、質問等がございませんので、１、２を通して、ご意見、質問等

がありましたらお願いします。 

 ご異議がなければ、議第１８号については、承認ということでよろしいでしょう

か。 
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 それでは、議第１８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、議第１９号「令和２年度中津川市教育委員会の事務事業点検評価報

告書について」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きまして、ご質問、ご意見等がありましたらお願い

します。 

 前回、各委員からいただいたご意見を事務局長で取りまとめて記載しました。

ニュアンスが違う、こんなふうに記載してほしいなど、表現の面についてもご意見

いただけるとありがたいです。 

 特にご指摘がないようですので、議第１９号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１９号「令和２年度中津川市教育委員会の事務事業点検評価報告

書について」は、原案どおり承認とします。 

 続きまして、議第２０号「令和３年度中津川市選奨生の決定について」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 選奨生の選考には私も参加させていただきました。先々回の教育委員

会で、今年度の貸付金額を減額された話を聞いて、私は伊藤事務局次長に詰め寄り

ましたが、伊藤次長の読みの方が当たっていたということで、お詫び申し上げます。 

 コロナ禍なので、もっとたくさんの方が応募してくれると思いました。ところが、

成績が良くて出席日数もしっかりある、平均点以上の方のみの応募でした。今まで

は資格がほしいから大学に入り直すとか、通信高校に行っていたので大学に入ると

いう、未来に対して意欲的な方の応募がありましたが、今年は高校生がいなくて、

３５件ということで、びっくりしました。また、後ほどの協議会でお話ししなけれ
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ばいけないと思いますが、今回は対象者に対して苦慮することなくすんなりと選考

することができました。 

■教育長 ありがとうございました。お疲れさまでした。 

 ほかにご質問、ご意見等はございませんか。 

 三尾委員。 

■三尾委員 田島委員が選考委員として出席され、選考会の様子をすんなりと言わ

れましたが、特に何か選考会の中で話題になったことや、選考会でどのぐらい時間

がかかったなど、聞かせていただきたいと思います。 

■教育長 初めに伊藤事務局次長から説明していただき、田島委員から補足があれ

ばお願いします。 

■事務局次長 選考会の進め方は、田島委員に委員長になっていただき進めていた

だきました。コロナ禍の開催ということで、この時期にやらなければいけないこと

も田島委員からお話しいただき、本当にありがたく思いました。選考会はスムーズ

に進行しましたが、選考が早く終わったこともあり、皆さんからご意見をいただき

ました。 

 大きく３つのご意見をいただきました。どうしてこんなに申請者が少なくなった

のかということ、こうした状況の中で貸与という形の奨学金を見直す必要があるの

ではないかということ、残っている奨学金について今後どう考えているのかという

ことです。 

 特に１点目の話の中で、中津高校の校長先生もおみえになりましたし、民生委員

から選出の委員もみえましたので、そんな皆さんからご意見をいただきました。高

校の先生からは、奨学金の返済が重くのしかかるという報道が多くされていた時期

もあって心配する保護者が多いのではないか。それから、就職後の返済を考え、国

の奨学金一本に絞って借りる人も多いのではないかというお話がありました。民生

委員からは、生活の困窮状況を見ると、ひとり親家庭が多いですが、今回ひとり親

家庭の申請が少ないということで、大学進学を諦めている子供が多いのではないか

という心配の声もありました。 

また、高校生についても、社会人になるまで長い時間があって不安も大きいとい

うこともありました。事務局で調べたこともお話しました。近隣の各高校のホーム

ページなどを調べてみると、私立大学で関東や関西の大学へ進学する学生が少なく

なっていました。また、高校によっては専門学校への進学も増えていましたし、進

学者そのものが減少している高校もありました。全国的な調査でも、返済時の不安

から貸与型の奨学金を借りるのに躊躇する声もあるということで、奨学金の制度等

についてもさまざまなご意見をいただきました。 
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■教育長 田島委員から補足があればお願いします。 

■田島委員 中学校の校長先生もおられたので、高校のことが分かるということで

した。そして、事務局が非常に頼りになって、貸与型の情報がほしいことに、しっ

かりと周辺の市町の貸与型の情報をくださいました。それで話もしていきやすかっ

たです。 

 私としては、貸与型にしようか、それとも新しい工夫をしようかという話を教育

委員会でしてくださいと投げかけて終わろうと思いました。選考会はそれを決める

ところではないので、今年は世の中が違うので考え直すことも大事だと思いますと

投げかけて終わろうとしたところ、ＰＴＡの代表の方が「こういうところで投げか

けただけでは自分たちには何も返ってこない。そういう結果をしっかり受けたい」

とおっしゃり、やはり条例を変えるとか非常に重い話になるので無理ではないだろ

うかとか、せっかく選考委員になって出てきたのに、運営の仕方が分からないまま

うやむやになってしまわないかという指摘がありました。この方の指摘はすごいな

と思いました。長いこと民間の方々が来てくれる委員会に出ていると、市役所の方

がしっかり決めてくれて、私たちはそこに出ているだけで終わりという形がとても

たくさんあったので。任期の中では責任をもって結果なども伝えていかなければい

けないと気持ちが新たになりました。 

■教育長 ほかにご質問、ご意見があればお願いします。 

 ご異議がなければ、議第２０号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２０号「令和３年度中津川市選奨生の決定について」は、原案ど

おり承認とします。 

 続きまして、議第２１号「令和３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。 

梶屋教育研修所長。 

 

〔 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 タブレット学習が急速にコロナ禍でセッティングされましたが、この

教科書はそれより前に作られていたわけですね。そのギャップはどうなるのでしょ

うか。 

■教育長 梶屋教育研修所長。 
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■教育研修所長 教科用図書としては現行のままでいっています。デジタル教科書

も併せて、まだ認可されてないですが、市の予算で少しずつ入れています。今後の

ＧＩＧＡスクール構想もあるので、教科用図書の変遷も考えられますが、現在はま

だ紙媒体のものを使用しています。 

■教育長 ＧＩＧＡスクール構想は、令和２、３、４年度の３カ年をかけて全ての

小中学校の子供たちにタブレットを使った学習ができるようにするという国の構想

でした。それを、コロナ禍でわずか令和２年度の１年で一気にやってしまったとい

うことです。小学校が昨年度から新しい教科書を使い始め、中学校は今年から選択

替えになった教科書を使っています。こういった教科書が作られ始めたときにはＧ

ＩＧＡスクールの構想はできていました。従って、かなりＧＩＧＡに対応した教科

用図書になっています。例えば、以前使っていた教科用図書と比べるとＱＲコード

がたくさん載っています。そこにタブレットをかざすだけで資料が読み取れるとい

うことがたくさんあります。現行の教科用図書については、ＧＩＧＡスクール構想

に基づき、その実施を想定した中で作られた教科用図書だと判断しています。 

 ほかにご質問等はありませんか。 

 田島委員。 

■田島委員 この議題とちょっと離れますが、先日、蛭川小学校を三尾先生と訪問

させていただいたとき、ほんの３０秒ぐらいでしたが、タブレット学習をしている

ところを見せていただきました。三尾先生と２人で、おお、これか、と思いました。

はっきり言って想像がつかないのです。そんな中で、まだこれから審議事項が出て

くるかもしれないです。できればコロナ禍では無理かもしれませんが、タブレット

学習をしているところを見せていただくと、どんなふうにできるのかが肚に落ちて、

私たちもこれからも何か審議事項が出てきたら、もう少し絵が描けて審議ができる

と思います。 

■教育長 梶屋教育研修所長。 

■教育研修所長 私たちもそもそも新しい授業のあり方を、授業改革を進めていく

中にＩＣＴを取り入れた授業ということで、現場の人間たちも実はなかなか想像で

きないところを進めているのですが、研修所からも、どんな場面で使えるかという

ことを学校に案内しています。また、今年はとにかく使ってみようということで、

この間のように出していただいたり、特別支援学級の子たちが単語の発音をやって

いたりという形ではあるのですが、少しずつ学校にもお示しして実践していただい

ていきます。また、教育長訪問の折なども、授業の中に入れていただけるところが

あるかと思いますので、また見ていただけるかと思います。今年またいろいろなと

ころで指導の中に入れて、学校の先生方にも使っていただけるように我々も働きか
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けてまいります。何か機会があればまた見ていただければと思っています。 

■教育長 ほかにご質問、ご意見はございませんか。 

 ご異議がなければ、議第２１号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２１号「令和３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。 

 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 次回の開催日は、令和３年６月２３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６月２３日、水曜日、午後１時３０分からここにぎわ

いプラザ４－１会議室にて定例会を開催いたします。よろしくお願いします。 

 以上で、令和３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３時２７分）〕 

 

 


