
平成２３年６月定例教育委員会会議録 

 

（１）開会及び閉会に関する事頄 

   平成２３年６月２８日（火）  三好市教育委員会 会議室 

    開会  午後２時００分 

    閉会  午後４時０４分 

     

（２）出席委員の氏名        

委員長 岡本 佳代子  委員長職務代理者 小松 正 

委員  森本 久美子  委員  谷 敏司 

教育長 倉本 渟一                      

 

（３）委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名 

◆出席職員 

  教育次長      田岡 啓子     

  学校教育課長    伊原 清幸   文化財課長    中岡 久雄 

     スポーツ健康課長  辺見 進一  

     教育指導主事    喜多 雅文    

     学校教育課課長補佐 安宅 広樹  学校教育課主任   南  明枝 

     ◆傍聴人     ０名 

 

（４）議事録署名者の指名 

      小松 正 委員 

 

（５）報告事頄 

 

①教育長等の報告の要旨 

 

（倉本教育長）  

5 月 25 日からの行事について行事一覧表にそって説明します。 

5 月 25 日チャレンジデーがありました。今年は参加率が 52.8％。去年 51.3％でし

たので、1.5％アップしました。今年は対戦町がなかったので全国的に下回ると思いま

したが、全国的には去年が 52％くらいで、今年が 46％だったので、6％下回りました。

全体的には対戦相手がいないということで 10％くらい下回りました。ところが、三好

市は 1.5％上がりましたので、52％くらいが定着したかなとおもいます。今は、3 万



人から 7 万人のグループの 20 地区で対戦していますが、今年は４番目で、いい成績

だと思いますが、人口が 3 万人を切りましたので、来年からは 1 万から 3 万人のグル

ープでの対戦となります。参加率が 70％を上回っている地区もあり厳しくなると思い

ます。池田町の時は、1 万から 3 万のグループにいて参加率が 70％をこえていました

が、50％くらいの状態でこのグループになると大変厳しく、来年は頑張らないといけ

ないと思います。 

同じく、5 月 25 日、東みよし町教育委員会で教科書採択協議会が開催され、基本

的な方針等を決めました。現在、現場の先生方が教科書の調査をしているので、それ

を受けて、次回の協議会で決定していくことになります。 

5 月 27 日、西・東祖谷地区の学校訪問がありました。また、時間があれば感想等

を聞かせていただき、来年以降のことを考えていこうと思います。 

6 月 1 日、開会しました議会については、次長から報告します。 

同じく、6 月 1 日。市民大学講座の開校式が行われ、蓮池 薫さんの講演があった

こともあり、約 400 人参加がありました。市民大学講座の申し込みも、いままでで一

番多く、170 人くらいありました。今年も盛会に行われたらいいと思います。 

6 月 4 日、井川中学校体育館改修完成式典があり、委員長さんと次長が参加しまし

た。 

同じく、池田支援学校運動会、三好教育会定期総会も次長が参加しました。 

6 月 6 日～6 月 8 日まで、今年初めて喜多先生にも出ていただいて、学力・体力向

上や不祥事防止のヒアリングをおこないました。 

6 月 10 日、13 日の一般質問については、次長から説明します。 

6 月 17 日の、文教厚生委員会は、次長と各課長が出席しました。 

6 月 20 日、租税教育推進協議会総会がありました。 

6 月 22 日は三好教育振興協議会がありました。これは、旧三好郡の教育をどのよ

うに振興させていくかという会で、今までで一番大きなものは、高等学校の定員を減

尐されないように県教委に対してさかんに陳情をしていた会ですが、最近は定員がゆ

るんできたので、あまり陳情の意味がなくなってきたかなと思います。 

6 月 24 日は議会、6 月 25 日は女性連絡協議会総会があり、次長が参加しました。

これは、JA の婦人部長等、10 数個の女性の団体を集めた会です。 

それから、行事予定については、7 月 8 日は学校視察、26 日が定例教育委員会の予

定です。 

（田岡次長） 

6 月定例議会の報告をさせていただきます。 

西内議員さんから、スポーツ指導者や徳島インディゴソックスの支援について質問があ

り、教育長さんが答弁いたしまして、体育指導員やスポーツ尐年団指導者の資質・指導力

向上のため、各種研修会等に積極的な派遣や講習会への参加助成を行うなど指導者の拡大



及び指導力の向上を図る。また、徳島インディゴソックスの支援は、他団体と連携しなが

ら、有効な支援を検討する。 

次に、平田議員さんから、小中学校の統合問題について質問があり、教育長さんが答

弁をしました。 

統合する場合、スクールバスの配備、安全対策、休校時の行事への助成は実施してい

るが、統合後の学校行事等への住民参加は多種多様なため、個人対応でお願いしている。

また、休校校舎等の有効活用については、教育委員会内で勉強会を立ち上げて検討してい

る。地域の方々からの提案も頂きたいので、協力をお願いしたい。 

次に天羽議員さんから、中央図書館の運営について質問がございました。次長が答弁

しまして、中央図書館の運営は、図書館運営協会と業務委託契約を結び、図書館業務を行

なっている。 

また、図書館長は、生涯学習課長が兼務し、図書館の施設管理業務、予算の執行など

を行っている。運営協会は、雇用契約等により職員を雇用し、自主的、主体的に行い、館

長が雇用契約等について、干渉や労働の提供を求めていないため、現体制が偽装請負とは

考えていない。 

次、4 番目に多田議員から中学校教科書の採択について質問があり教育長さんが、答弁

しました。 

教科書は４年ごとに改訂されるため、教科書採択も４年ごとに実施される。採択地区

については、県内１１ｹ所に分割され、三好市は、東みよし町と三好採択地区となってい

る。 

教科書採択基準には、学習指導要領に定める教育の目的や政治・宗教的に教育の中立

が保持されていることなどがある。児童生徒の立場に立った教科書の選定が図られるよう、

公正で公平な教科書採択に努めたい。 

最後に、古井議員さんから防災教育と小中学校の窓ガラスの飛散防止対策について質

問があり、教育長が答弁しました。 

昨年の市内の防災教育の実施状況は、避難訓練を小学校では２４校で６６回、中学校

６校で１０回実施している。今後、地震等の各災害に応じた避難訓練を計画的、実践的に

実施し「自分の命は自分で守る」という防災意識を高めたい。 

窓ガラスの飛散防止は重要な課題であるが、強化ガラスに取り換えるのは、財政的に

も厳しい状況である。この機会に室内履きをスリッパから運動靴にするなど、避難時の安

全確保について検討する必要がある。 

以上、5 人の方から質問がありました。  

６月１７日。文教厚生常任委員会で、予算の審議が行われ、教育委員会関係の予算も

審議され議決いただきました。その中で東祖谷統合小中学校建設工事の進捗状況及につい

て、また、遅れるのであれば、議会へ早めに報告してはどうか、との質問がありました。

現状では予定工期より若干遅れているため、工程管理・指導に鋭意努力し、時期をみて報



告もありえるのでご理解をお願いしたいと答弁いたしました。以上議会関係について報告

いたします。 

 

（岡本委員長） 

何か質問はありますか。 

先ほどの、三好教育振興協議会ですが、最近は教育長さんを中心に講師になってい

ただき、三好市から多くの方を採用していただいたり、管理職に登用していただくた

めの勉強会を中心に講師になって進めていただいています。20 年以上続いている会で、

幼・小・中・高とあらゆる教育関係者がよっているので、意義のある会だと思います。 

それでは、報告事頄は以上とします。 

 

 

（６）議題および議事の大要 

 

【議題】 

    ① 平成 23 年 5 月定例会会議録の承認について 

    ② （議事第 1 号）平成 23 年度就学援助費交付対象者の認定について 

    ③ （議事第 2 号）平成 23 年度三好市教育委員、各学校長の合同研修会の開

催について 

    ④ （議事第 3 号）三好市文化財の指定に係る諮問について      

 

（岡本委員長） 

続いて、議題に移ります。まず、１番の平成 23 年５月定例会会議録の承認につい

て、事務局より説明を願います。 

 

（伊原学校教育課長） 

４月の会議録についてはお手元に配布させていただいています。中身を全部目を

通すとなると時間がかかると思うのですが、出来るだけ次回から、定例会のご案内

と一緒にこの形でお送りして、定例会のときに指摘していただいたらと思います。

お手元の 3 枚目のところで、前回、教科書の採択委員の選任について、秘密会でと

いうことで議論していただきました。この部分について、議事録の中では、岡本委

員長のほうから「秘密会とする。」から、「原案通り決定された。」という間の部分は

とばして省略をしております。秘密会の場合は、議事録には載せないという形にな

ります。この形を持って、すでに 4 月分まではホームページに掲載をさせていただ

いています。5 月の分もこの定例会が終わりましたら、一般に公開するというかたち

になります。中身については、教育長、次長に確認していただいていますので、問



題はないと思いますが、何かありましたらこの場でご指摘ください。 

 

（各委員） 

「同意。」 

 

（岡本委員長） 

それでは、2 番。議事第１号「平成 23 年度就学援助費交付対象者の認定について」

ですが、個人的なものですので秘密会でお願いしたいと思います。 

 

（岡本委員長） 

認定については、決定されました。 

続きまして、議事第 2 号「平成 23 年度三好市教育委員・各学校長の合同研修会

の開催について」に移ります。この議題からは、秘密会を解きます。説明を願いま

す。 

 

（倉本教育長） 

従来、8 月にやってきたコンプライアンスの研修会をどうするかなんですが、い

ままで通り不祥事防止というかたちでいいのか、またエドバイザーの意見交換会を

しましたが、今年は学校の視察に行ったりしますが、もし、ほかの形でご意見あれ

ば、準備をしますのでよろしくお願いします。 

 

（岡本委員長） 

コンプライアンスもそうですが、1 回したからいいとか、去年したからいいとか

いうものではないので、何回でもしたらいいのではと思います。避難訓練もそうで

すが、何回もすることに意義があるのはないでしょうか。 

 

（倉本教育長） 

それでは、8 月の教育委員会の日に午前中研修会をして、午後から委員会という

形で検討したいと思います。 

 

（岡本委員長） 

それでは、この件につきましては、昨年度に近いような形で研修会をするという

ことでよろしいでしょうか。 

 

（各委員） 

「同意。」 



 

（岡本委員長） 

では、4 番目。議事第 3 号です。三好市文化財の指定に関する諮問について、よ

ろしくお願いします。 

 

（中岡文化財課長） 

それでは、説明させていただきます。 

本件については、平成 23 年 5 月 10 日付けで申請があり、同月 16 日付けで受付

をしました。指定有形文化財への指定申請でして、この申請を有形民俗文化財とし

て指定することがふさわしいかどうかご審議していただくため、三好市文化財保護

条例第 13条 5頄の規定にもとづき文化財保護審議委員会へ諮問することへついての

案件であります。 

内容について、説明させていただきます。 

指定に係る種別は、指定有形文化財で所在は三好市西祖谷山村徳善 105 番地にご

ざいます。 

名称及び員数については、襖絵 48 枚、縁側襖絵 4 枚、衝立襖絵 4 枚の計 56 枚で、

管理者は徳善襖絵からくり舞台実行委員会でございます。 

指定申請の理由ですが、この襖絵は明治中期から明治後期にかけて製作されたも

のといわれており、長い年月を経過しているのにもかかわらず、染料の劣化があま

り見られず、全体的に良好な状態で保存されており、平成 17 年度において文化庁の

地域文化伝承事業をうけ、襖絵の剥離、破損等について、一部修復をされているよ

うです。 

参考までに、申請書によると、この襖絵の公演に際しては、全国の農村舞台の中

では唯一、移動組み立て式からくり機構を備えた農村舞台ということであり、この

徳善地区において継承されてきているようです。このからくり機構は引き分け、引

き抜き、縦横、斜め、縦横と巧妙に襖絵が動く特徴があります。 

申請内容の説明は以上でございますが、審議会への諮問後におきましては、審議

会の専門部会の中で、詳細な調査が行われることなり、指定の可否についての答申

がございます。また、申請書に添付されていた写真をつけていますのでご覧くださ

い。 

以上で、説明を終わります。 

 

（岡本委員長） 

実物を見られたかたもあるかと思いますが、何か質問はありますか。 

 

（森本委員） 



いつ頃作られたものでしょうか。 

 

（中岡文化財課長） 

明治中期から後期にかけてと申請書にはありますが、審議会の中にこの分野にた

けた方がいらっしゃらないので、外部からお招きしてという話があります。 

 

（倉本教育長） 

写真の一番最後にある、板みたいなのはプログラムでしょうか。 

 

（中岡文化財課長） 

これが、制作年代を特定する証拠となるようなものだったらしく、この板に打ち

付けてとめているのが和釘といいまして昔、鉄を焼いて作った断面が四角い釘を和

釘といいますが、それが使われたのが明治中期から後期にかけてといわれており、

この写真は年代を特定するためにつけています。 

 

（谷委員） 

公演をする場所はどこでしょうか。 

 

（中岡文化財課長） 

徳善屋敷をご存知でしょうか。そこのお屋敷のすぐそばで、移動式の舞台を作っ

て公演しています。 

 

（岡本委員長） 

後山のと、やり方は違うのでしょうか。 

 

（中岡文化財課長） 

一緒ですが、操作のやり方は若干異なっているようです。 

 

（谷委員） 

襖からくりは、西祖谷に２つあって、別々の保存会があるということですか。 

 

（中岡文化財課長） 

今現存しているのは、2 つです。徳善地区が古いのですが、後山の方が先に有名

になりましたが、東京理科大で研究されている、川上先生という方がいらっしゃっ

て、たまたま祖谷を視察されたときに、これは貴重なものだと、世に出たわけです。 

 



（岡本委員長） 

この絵はどんな人が書いたのでしょう。地域の人でしょうか。 

 

（中岡文化財課長） 

申請書の 2 ページにもちらっとありますが、徳善屋敷から分家した徳善義光が後

山地区を統括するのに入った時期に、後山で書き残したと伝えられているが、作者

はどういう人かわからない。徳善屋敷にかかわっている人だと思われます。 

 

（岡本委員長） 

こういうことで申請書がでていますが、審議会に諮問していただくということで

よろしいか。 

 

（各委員） 

「同意。」 

 

（小松委員） 

今の話に絡んでですが、こういった公演を、DVD に残していると思うのですが、

これも残していますか。 

 

（中岡文化財課長） 

これまだですが、取り組んでいます。後山の方は、保存しています。 

 

（岡本委員長） 

以上で、議題については終わりたいと思います。 

それでは、その他のところ 1、各課連絡事頄及び当面の課題についてなにかあり

ますか 

 

（倉本教育委員長） 

生涯学習課から、7 月 6 日市民大学講座が 14 時からあります。 

木村まさ子さんが講演をします。都合があれば、ぜひどうぞ。 

 

（岡本委員長） 

それでは、2 番目平成 23 年度三好市教育委員先進地視察の日程ということで、よ

ろしくお願いします。 

 

（伊原学校教育課長） 



日程は 7 月 8 日、伊吹島の中学校に 10 時 30 分となっています。教育委員会の前

を 8時半に出発して、観音寺港から海上タクシーで伊吹島に 10時前につきますので、

そこから伊吹中学校まで徒歩で向かい、10 時半には視察をはじめられると思います。 

帰りについては、ここの事務所に 3 時前後と予定しています。 

人員については、教育委員さん、教育長以外に東祖谷の学校から、向井校長先生

が参加していただくようになっています。 

 

（岡本委員長） 

それでは、このような日程ですのでご都合つけて参加よろしくお願いします。 

その他ございませんか。 

 

（谷委員） 

中学校の武道が必修になりますよねぇ。柔道の話ですが、私も中学校時代してた

のですが、そんなに危険という認識はなかったんです。先日民放で柔道の危険度を

とりあげていました。それによると、ここ 20 何年で、下半身不随になった子どもが

100 人か、ちょっと忘れましたが、かなりの数で、剣道とかとは比べ物にならない

数ということです。だいたい指導者が、その辺の危険度を認識しておらず、練習で

子どもを投げてしまったりということがあるそうです。これから、教育委員会とし

ても、たとえば全学校に経験者を配置するということは無理なので、先生方に顧問

になる前には必ず研修を受けてもらうとか、その辺の対策をしておかないといけな

いのではと、その番組を見てすごく感じました。 

いろいろあるのですが、たとえばひとつ例を挙げますと、自分達は、危ないとい

っても頭から落とされるとかいう危険性はあると思っていましたが、投げるときの

遠心力が脳に与える影響が危なかったりするようです。たとえば、相手の襟と袖を

もって投げる技があるのですが、それだったらある程度くっついているんでいいん

ですが、その襟が片襟もって投げると、投げるほうから離れるんで頭の振られる量

が多くなって危険なのだそうです。 

私、柔道経験しながら、ぜんぜんそんな認識はなくって、受身がちょっとできた

らいいくらいに思っていましたし、もし地元の人が、学校から、教えに来てやって

といわれたら気安く教えにいくと思うので、その辺の認識はかえておかないといけ

ないと思いました。 

 

（倉本教育長） 

柔道は東祖谷だけだったと思いますが、県も柔剣道・ダンスも含めてですが、研

修会を、体育の先生なんかには開いていると思います。ただ、専門の先生の配置は

難しいと思うので今おっしゃったことは、十分気をつけないといけないと思います。 



 

（谷委員） 

ほかの学校はないですが。 

 

（倉本教育長） 

山城・西祖谷も剣道でしたし、ひょっとしたら、池中がそうだったかもしれませ

ん。 

それは、貴重なご意見です。 

東祖谷なんかは、道場も作っていますし、小学校くらいからいい指導者がいたら、

続けられていいと思います。 

 

（岡本委員長） 

他になければ、これで定例会を終了します。 

 

以上 
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