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令和４年度 第２回瑞浪市教育委員会点検評価委員会（要点筆記） 

 

日  時：令和４年５月２６日（木）９：００～１１：３０ 

場  所：保健センター ３階  大会議室  

 

１ 委員長あいさつ  

  

２ 議  事   進行：委員長  

令和４年度（３年度事業）みずなみ教育プラン・後期計画の施策の評価について 

 

【基本目標３】 スポーツ振興係長説明  

施策１ スポーツの場の充実  

委員  学校開放施設の規則改正はどのように変わったのか。 

係長  今までは小学校のグラウンドは各小学校、体育館はスポーツ文化課で受付をし

ていた。それを、どちらもスポーツ文化課での受付に変更した。また、電気料とし

ていたのを施設利用料とした。 

委員  移動式バスケットゴールはどういう時に使うのか。 

係長  バスケの大会や練習に使う。 

委員  試合数が多くできるというわけではないのか。 

係長  今後 2 面分用意できたら増やすことができる。昨年度購入してからは、練習用

にも使われている。 

委員  小中学生の利用料はいくらなのか。 

係長  高校生以下の利用が半数以上の利用の場合は HP 記載の料金の半額にな

る。スポーツ少年団については、時間数によるが無料である。 

委員  利用料について、今までは電気料のみだったのが、施設利用料も発生したとい

うことか。 

係長  体育館については、利用料に電気料も含まれている。学校施設については、体

育館だけでなく、グラウンドも含まれるため、施設利用料とした。金額は、１時間

２００円となっている。 

委員  体育館を半面だけ利用した場合、料金も半額となるのか。 

係長  半額となる。 

委員  市民体育館の大規模改修について、どのように市民の声を取り入れているの

か。 

係長  設計期間中に利用者に直接話を聞いている。 
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委員  大規模改修を行うにあたって、コロナ対策が含まれているか。 

係長  洗面が非接触型となる。 

委員  空調はコロナ対策で特別な仕組みはないか。 

係長  空調をやりすぎてしまうと、影響が出るスポーツもあるので、換気は通常換気と

なる。 

委員  改修費用はいくらなのか。 

係長  設計の時点では７億円である。 

委員  市民体育館の、観客席とフロアの距離が遠いのと観覧席が半分しかないことが

気になったが、そのことについては審議したのか。 

係長  今回の改修は新たな設備を追加するのではなく、防水、照明といった現状の機

能維持を目的としているので、審議していない。 

委員  他市の利用希望者から聞いた話だが、電話をかけると「所詮市民体育館だか

らこれ以上はできない」という返答をされたと言っていたので、多くの人が利用で

きるように視野を広く持ってほしい。 

係長  そのような対応について把握していなかったが、申し訳なかった。現在、県内や

市内の大会等で利用していただいている。 

評価  委員会評価  A 

  

施策２ スポーツの機会の充実と魅力の発信  

委員  スナッグゴルフの競技する場所はグラウンドなのか。 

係長  体育館や市民競技場のトラック内、芝生など、場所を選ばずにできる。 

委員  突然スナッグゴルフが小学校で行われるようになったが、住民はよく知らないの

で、授業で行うことが良いことなのか不安がある。 

係長  ゴルフの町実行委員会さんは、子ども達にも親しみをもってほしいということで、５

年ほど前から瑞浪小学校で、昨年から釜戸小学校で行われていた。そして今

年からは、市内全小学校で行われるようになった。 

スポーツ文化課でも、健康まつりで行ってきたが認知度が低いので、上げていき

たい。 

委員  スナッグゴルフは地域の高齢者とのふれあいの場としても考えているのか。ま

た、全国的な広がりはあるのか。 

係長  スナッグゴルフはゴルフを始めるにあたっての導入ということで、多世代が楽しめ

るスポーツとなっており、全国でも行われている。 

委員  課題の「老若男女」について、市民スポーツなので、男女や年齢について考え

るのは良くないと思う。 
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係長  みんな一緒に誰でもできるという意味で老若男女とした。種目によって若い人を

ターゲットとするわけではない。 

委員  性別や年齢に関係なく参加できることは、男女共同参画の面からも大切。誰も

が楽しく過ごせることが暮らしやすい町に繋がる。 

委員  利用団体数はどれくらいか。 

係長  ２３団体になる。 

評価  委員会評価  B 

  

施策３ スポーツ推進員の活用  

委員  スポーツ推進委員の方がホームページにあげている「自宅でできる健康体操」

は、とても分かりやすくて、誰でもできて良いので、このような活動をどんどん行っ

て欲しい。 

委員  救命講習会はいつもやっているのか。またスポーツ推進員がやっているのか。 

係長  今までやっていなかったが、昨年、消防署に依頼して実施した。 

委員  AED の点検はどのように行っているのか。 

係長  消防署で管理、メーカーで点検を行っている。 

委員  スポーツ推進員は一般の人には馴染みがないと思うが、委嘱しているのか。 

係長  委嘱している職員である。 

委員  委嘱するので、１８名全員が集まり委嘱を受ける会や、活動報告会はあるの

か。 

係長  任期が２年で４月に委嘱式が行われた。毎月第３木曜に 1 ヶ月間の活動報告

を市内 8 か所の各地域で行っている。 

委員  私たちだけでなく子ども達にも馴染みがないと思うがどうか。 

係長  町民運動会やバレー、野球といった町民大会、各小学校でのスナッグゴルフの

お手伝いで携わっている。 

委員  ホームページでの情報発信について、見ない人が多いと思うので、全体的に広

報できる方法があると良い。 

係長  子どもが参加できる競技については、広報だけでなく各学校にチラシを配布して

いる。 

委員  スポーツ推進員の１８名の根拠は何か。 

係長  各地域に２、３名ずついる。しかし、後任が中々見つからず、去年は１９名、今年

は１８名と減少している。 

委員  ボランティアなのか。 

係長  活動に対する報酬がある。 
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評価  委員会評価  B 

  

施策４ 体育協会・スポーツ少年団・クラブとの連携  

委員  スポーツ少年団はどのような種類があり、何年生から所属できるのか。 

係長  種類は、野球、ソフトボール、陸上、空手、テニスがある。大体小３～６年生が

所属している。 

委員  人気があるのは野球か。 

係長  所属人数が多いのは陸上である。野球は団体数が減って、４団体になった。釜

戸・土岐・瑞浪と明世、日吉、稲津と陶の連合になる。 

委員  市が統括するスポーツクラブはないのか。 

係長  稲津町には稲津を統括する団体がある。スポーツ少年団に所属していない団

体が所属しているというわけではなく、クラブ内で運営している。市からの資金援

助なしに活動している。 

委員  他自治体では全域でのクラブ運営をしていた。地区ごとの団体でなく、市全体

のスポーツクラブとして、予算化して運営していくと良い。 

委員  ソフトボールはチーム瑞浪のみか。 

係長  土岐と２団体ある。 

委員  クラブ活動の現状はどうなっているのか。 

係長  各部活の同じ競技でクラブとして活動している。１つの学校で１つの競技ができ

なくなっているので、例えば、野球では南中と瑞中が一緒に練習している。統合

して活動するクラブが増えてきているのが現状である。 

委員  今、団体競技に入る子どもが少なくなってきている。クラブ活動には親さんの協

力が必要で、極端に減ってきていると聞いた。その辺りについてはどうか。 

係長  登録者名簿をいただくが、確かに減ってきている。 

委員  昔は部活動イコールクラブというぐらい盛んに行われていた。最近は、本当に少

なくなったので何とか改善してほしい。 

係長  幼児を対象とした、小さい頃からスポーツに携わる取り組みをしている。早い時

期にスポーツに関わり、小学校、中学校に入学した時に何かの競技に繋げた

い。 

評価  委員会評価  B 

 

【基本目標４】 文化振興係長、芸術振興係長説明  

施策１ まちぐるみで守る文化財とその活用  

委員  みずなみかたりべの会はどのような団体か。 
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係長  自主団体で会員が３０名ほどいる。自主勉強会や博物館見学をし、年に３回

市民向け講座をお願いしている。 

委員  酒波神社の銅鏡は将来的に瑞浪市の文化財になるのか。 

係長  購入に際して、市の文化財審議会では市の文化財になる価値があるという評

価になった。昭和７年の報告書によると、他にも壺や刀があると書かれているが

所在が不明なので、それらが見つかったら一括で登録したい。結果的に見つか

らなかったとしても、銅鏡１枚で文化財に指定する。 

委員  ぜひともお願いしたい。土岐市が文化財に指定されているがどうなのか。 

係長  土岐市で発行している文化財をまとめた雑誌に、酒波神社の銅鏡が紹介され

ており、日吉町の酒波神社で出土したと書いてある。個人が所有している銅鏡

なので、できれば酒波神社に奉納し、所有権を神社に移していただけると１番

良い。 

委員  釜戸の竜吟湖で壺が見つかったので、展示期間は終わってしまったと思うが、

市民の方にぜひ見ていただきたい。 

係長  新聞発表してから 1 か月間展示していた。地元で要望があれば、警備の問題

はあるとは思うが、文化祭などで出張展示できればいいと思う。 

委員  森川文書の調査報告書はこれから刊行するのか。 

係長  計画としては令和５年度に読み下しを掲載した報告書を発行する予定である。 

委員  私たちも読むことはできるのか。 

係長  一般販売についてはまだ考えていないが、市の図書館では閲覧できるようにな

ると思う。 

委員  ボリュームはどれくらいになるか。 

係長  文字の大きさにもよると思うが、１００～１５０ページにはなると思う。  

委員  文楽・能大会が中止となっているが、コロナが今の状態だと開催できるか。  

係長  文楽については、県内に保存団体が７団体あり、５つの市町にまたがっている。

５つの市町で持ち回りで開催している。今年度は中津川市で開催予定である。

保存会の実情に合わせて決めていきたい。 

歌舞伎については、３０ほど保存団体があり、十数年に１回順番が回ってきて、

開催している。瑞浪市で次に開催するのがいつかは決まっていない。 

評価  委員会評価  B 

  

施策２ 市民が歴史・文化・芸術に触れる機会の充実  

委員  学校への出前授業は、申込があればやるのか、それとも計画的にやっているの

か。 
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係長  年度初めに校長会、教頭会で資料を配布し、学芸員が説明しに行くのか、博

物館で展示解説するのか、資料配布なのか選んでいただいている。  

委員  地元の宝を知るのは大事なことなので、活発にやっていただきたい。 

評価  委員会評価  A 

  

施策３ 文化施設の充実  

委員  ３館統合について、近い将来統合するのか。 

係長  担当課としては早期実現したいと思っている。市の病院建設事業等との調整を

図る必要があるため、具体的な日にちは決まっていない。 

委員  陶磁資料館は中だけでなく外見も良く、文化財として素晴らしいので、そのよう

なものは残してほしい。市民の方にも見ていただきたい。 

係長  瑞浪は化石の町なので、それを色々な方に知っていただけるような施設にした

いと考えている。 

委員  具体的には３館を統合した大きな建物ができるのか。 

係長  担当課の希望としては、３館統合した新しい施設を作りたいと考えている。詳細

については、色々なことを勘案して決めていきたい。 

委員  さわやかウォーキングで化石博物館のほうに大勢の方が行った時に、知り合い

が化石公園いいねと言っていた。市民の方はもちろん、市外の方にもそういった

意味合いがあるので良いものを作っていただきたい。 

名古屋市立美術館では８００円でヘッドフォンが借りられ、絵の前に行くと説明し

てくれる。自分が知っている絵も知らない絵も学び直しができ、他の人の迷惑に

ならない。お金がかかると思うが、そのようなシステムが導入された博物館がで

きるといいなと思った。 

係長  今、化石博物館では音声ガイドまではできていないが、主要な展示物の近くに

QR コードがあり、スマホで読み込むと詳細ページに飛ぶようになっている。 

委員  研究報告書や記録書は図書館にあるのか。 

係長  図書館には常に入れるようにしているので、市民の方はいつでも閲覧していただ

ける。 

委員  相生座の位置付けはどうなっているのか。 

係長  相生座は美濃歌舞伎保存会の活動拠点である。民間施設なので市が関与し

ているということはない。建物が文化財になっているということもない。 

委員  文化センターで行われる子ども向けの事業が少なくなったように思う。以前は大

人も子どもも楽しめる事業が多くあったので、子ども向けの事業もぜひ行ってい

ただきたい。 
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評価  委員会評価  A 

  

施策４ 後継者育成、文化芸術活動団体の支援  

委員  この文化財の補助金は無形のみか。 

係長  そうである。 

委員  負担率は決まっているのか。 

係長  基本的に交付金額は５万円と要綱で決まっている。１０万円以上の事業費が

あれば申請できる。 

委員  有形の場合はどうか。 

係長  有形文化財の修理や看板を立てるということについても、予算の範囲内になる

が、補助対象経費の２分の１以下の金額になる。 

委員  相生座は私的なものなので対象外になるのか。 

係長  文化財ではないので、修理をするとなっても補助対象外になる。 

美濃歌舞伎保存会については、市の無形文化財で後継者育成のために５万

円の補助金は出している。 

委員  少子高齢化で後継者育成が大変で、日吉小学校の子が歌舞伎をやり、後継

者の卵を育成していると思うが、実際にやってみないと醍醐味が分からないと思

う。 

係長  美濃歌舞伎保存会については、子ども向けの教室を開催している。そこで興味

をもって、大きくなってもやりたいという方がいると伺ったことがある。 

一方半原文楽は、地元の方で開催しているので、あまり子ども向けの活動はし

ていない。活動内容に差があるのはやむを得ないと思うが、色々な知恵を絞っ

て後継者育成していきたい。 

委員  半原文楽は日吉の文化祭で人形の動かし方をコロナ以前はやっていた。 

少子高齢化で保存会は大変な状況で、今後も残していきたいので何とかした

い。 

係長  今後は地元の方だけでなく、やりたいという方に対象を広げていけば良いかもし

れないが、地元の方が考えて決めることだと思っている。 

委員  補助金が交付された１件はどこか。 

係長  美濃歌舞伎保存会である。半原文楽保存会、鶴城笹踊り育成会については、

コロナで活動ができないので補助の申請が取り止めになった。 

委員  文化財をその地域だけでというのは厳しいと思うので、もっと広く後継者や参加

者を募ったほうが良いかなと思った。 

係長  普段の人材育成の補助金は５万円だが、衣装の新調や太鼓を新しくするとな
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った時は、事前に相談いただき予算が付けば補助することもできる。 

評価  委員会評価  A 

 

【基本目標５】 教育推進係長、社会教育係長、生涯学習推進係長説明  

施策１ 連携による家庭の教育力向上  

委員  ブックトークとはどのような事業なのか。 

係長  テーマに沿って本を何冊か紹介している。読み聞かせとは異なり、途中まで読

み、続きを自宅で読むように促す工夫をしている。読書のきっかけ作りをしてい

る。 

委員  これを行うのは学校の先生なのか。 

係長  図書館職員が出向いて４５分授業としてやっている。 

委員  家庭学習の手引きとはどのようなものか。 

係長  A４サイズ両面のもので学校によって異なる。勉強時間やどのように勉強すれば

良いか詳しく書いてある。 

委員  学年ごとに A4 サイズ１枚なのか。 

係長  学年ごとに、ぱっと見て分かるように、A4 サイズ１枚である。 

委員  タブレットは全員に配布が整っているのか。 

係長  全員に配布済みである。 

委員  各家庭でタブレットを使用するネット環境は整っているのか。  

係長  昨年度時点では、繋がらない家庭はなかったと聞いている。 

委員  コロナ禍において不登校が小学校２ .２倍、中学校１ .２倍と増えてきているという

ことで、色々な工夫をして取り組んでいただきありがたいと思っている。家に閉じこ

もってしまった子ども達を救えるのは、小中学校が１番熱心に取り組んでいただ

ける時だと思う。不登校のまま高校に上がれたとしても、そこからというのはでき

ず、社会に出て働くのもできないという人もいる。小中学校はそれに関わる時期

なので、大切にしていただきたい。 

委員  色々な家庭がある中で、こども食堂はないのか。 

課長  こども食堂は子育て支援課の補助事業で、１団体が高月公民館でやっていた

が、コロナで中止となっている。 

評価  委員会評価  A 

  

施策２ 連携による地域の教育力向上  

委員  主張大会について、DVD を各校に配布する予定はないのか。 

係長  昨年度は配布したが、今年度は通常開催できるので、配布はしない。 
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委員  とても良い発表なので、DVD を配布して機会があれば見てほしいと思った。 

コミュニティ・スクールについて、保険はどうなっているか。 

係長  地域活動については、瑞浪市の市民活動保障に入っている。学校の教育課程

ではその保険がきかないので、今年度正式にスタートする６校分の予算を学校

教育課で取った。レクリエーション保険で軽作業が対象となり、草刈り機を使う

作業は適用されないので、他に入ってもらうことになる。草刈り以外は対象とな

る。 

委員  草刈りについては考えなければいけない。 

評価  委員会評価  B 

 

 

３ その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□第３回委員会：７月２１日（木） １３時３０分～ 保健センター ３階  大会議室  

 

 

 


