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平成２５年 9月定例教育委員会会議録 

 

（１）開会及び閉会に関する事項 

      平成２５年９月３０日（月）  三好市教育委員会 会議室 

       開会   午後１３時００分 

       閉会   午後１４時１５分 

 

（２）出席委員の氏名 

      委員長 小松 正    委員長職務代理者  森本 久美子 

      委員  前川 順子   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      林 清和 

        学校教育課長     伊原 清幸    スポーツ健康課長  松林 修治         

生涯学習課長    鈴木 良英    文化財課長     中岡 久雄 

      給食センター所長  内田 妙子     

 

      ◆傍聴人        ０名     

（４）議事録署名者の指名 

                  森本久美子 委員 

 

（５）報告事項 

（倉本教育長） 

 行事一覧表に従って報告をいたします。 

８月２２日、三好教育研究発表会が総合体育館でありました。委員長さん、委員さんにも

ご出席をいただきました。昼間幼稚園、三庄小学校と三好中学校の東みよし町ばかりの発

表でしたけど、私がその中で一番印象に残ったのは三庄小学校の発表の中で、ボランティ

ア活動をうまく利用して学校運営をしているという事で、非常に感心しました。三好市の

方もご承知のとおり、６か町村すべてに学校支援ボランティアを立ち上げましたので、こ

れを一つに大きくまとめて連合会というかそういった組織を作って、例えば池田町のボラ

ンティアが井川町にも行けるし山城町も行けるという組織を作ったらどうかなという事で、

今度１０月２１日に学校支援ボランティアの協議会をもつことになっていますので、そこ

で今申しました三庄小学校の発表をしていただいて、三好市内のボランティアの方にも、
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学校の先生方にも参考にしていただいたらどうかなと思っております。また、よろしかっ

たら皆さんにも来ていただいたらと思います。 

８月２９日、富士正晴全国同人雑誌賞運営委員会を中央公民館でいたしました。大賞、

特別賞が決定致しました。新聞でも報道がありましたので、ご存知かもわかりませんが、

大賞は高知県の「蒼空」が獲得しました。特別賞は２誌なのですけど、審査員さんのご意

見が分かれまして、３誌選ばせていただきました。1 つは愛知県の「文芸中部」、もう１つ

は兵庫県の「姫路文学」、もう１つは愛知県の「弦」のこの同人雑誌が獲得して、１０月３

１日から１１月１日にかけて表彰式を行う事になっております。またご案内が行くかと思

いますが宜しくお願いしたいと思います。 

９月３日、阿佐家修復事業協議となっておりますが、阿佐家を市が買い取りまして修復

する大きな事業ですけど、これについての阿佐家と三好市との協議がまとまりまして、工

事が着工いたしました。 

９月４日、学校給食運営委員会を池田小学校でいたしました。これは以前申し上げまし

たとおり、給食センターの統合という問題がありまして、最初は教育委員会は５施設をい

っぺんに統合という事で皆様方の了解もいただいておりましたが、第１回の学校給食運営

委員会で下名とか三野の辺りの学校関係者からもう少し慎重に考えていただきたいという

話がありまして、再度検討した結果、三野と下名を１０年間だけそのままにして残り３つ

を統合し、１０年間経過後に統合していくというような形を提案いたしました。下名とか

三野の学校関係者からは、それは非常にいいという事で賛成のご意見をいただきましたが、

一部の方に学校給食というのは安心安全を優先すべきであり一度にやった方がいいのでは

ないかというようなご意見もありました。しかし、委員会としては９月議会で１，５００

食規模の給食センターの建設という案を出してあります。 

一度に統合すると２，０００食規模になりますが、２，０００食と１，５００食では建

設費として２５，０００万円ほどの差が付きますし、積算もしてみたのですが、２，００

０食規模を造って、例えば３０年間維持するのと１，５００食で３０年間維持するのとで

は、ランニングコストが人件費をのぞきまして１７，０００万円ぐらい余分にいるという

ことで、かなり財政的に厳しいと思います。とりあえず１，５００食規模の給食センター

を造りまして、１０年間すると三野と下名も老朽化が進みますので、そこで統合するとい

う事で一応計画を進めていますので、ご了解をいただきたいと思います。議会がどういう

判断を示すかわかりませんが、議会の判断によっては５施設を一度にするというようなこ

とになるかもわかりませんが、一応そういうふうに進めております。 

９月１１日、運動会に池田中学校へ行ってまいりました。先ほど委員長のお話があった

とおりでありまして、大変皆さんにはお世話になりました。私も山城中学校へも行くよう

になっておりましたが延期になり、森本委員さんに無理を言いまして代わっていただくな

ど、大変皆様方にはご迷惑をおかけいたしました。一応あらかた昨日で終わったと思いま

すが、残りが池田幼稚園の運動会が１０月５日です。林次長に行っていただくようにして
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います。これが最後ですが、他は非常に好天気に恵まれて予定通りに行われて大変お世話

になりました。ありがとうございました。 

９月１２日、先ほど申しました議会が開会いたしました。 

９月２４日から一般質問があり、２０人の議員さんから質問がありました。テレビでご

覧になった方もあるかと思います。これについては、次回に次長の方から報告をしてもら

おうと思っていますので、宜しくお願いします。特にご質問があればお答えいたしますが、

一応１０月の定例会で報告をいたしますのでご了解をいただいたらと思います。 

それから行事予定ですが、県教委の学校訪問が９月２６日から始まっております。 

 １０月３日、市民大学講座が１３時半から中央公民館であります。講師は歌手の南こう

せつさんのお兄さんでご住職の方のお話という事で、時間があったらお願いをしたいと思

います。 

 １０月３１日から１１月１日の二日にかけてサンリバー大歩危で、先ほど申しました富

士正晴全国同人雑誌賞授賞式があります。これもまたご出席をよろしくお願いします。 

 １１月６日、資料をコピーしておりますが、県・市町村教育委員等研修会が総合教育セ

ンターで１０時半から開催されます。９時くらいに出発しないといけないと思いますが、

宜しくお願いします。私は他の所に出かけるようになっていまして出席できませんけども、

学校教育課の方で手配をいたしますのでご出席を宜しくお願い致します。 

 １０月定例教育委員会の開催ですが、１０月２２日という事でどうでしょうか。よろし

いでしょうか。 

（委員） 

 はい。 

（倉本教育長） 

 それでは、第４火曜日になりますが、１０月２２日（火）でお願いをいたしたいと思い

ます。以上です。 

（小松委員長） 

 日程関係、報告事項関係はどうでしょうか。 

（伊原課長） 

 １１月６日の研修会ですけど、委員の皆様のご予定はどうでしょうか。 

（小松委員長） 

 私は行きます。 

（森本委員） 

 参加します。 

（谷委員） 

 申し訳ないですけど、欠席します。 

（前川委員） 

 少し時間をいただいて、考えさせていただいてよろしいでしょうか。 
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（伊原課長） 

 はい、わかりました。 

（倉本教育長） 

 今年いろいろ出ていただく機会がたくさんありますけど、ご都合がつく範囲の中でご参

加いただいたらと思います。 

（前川委員） 

 そうですか。ありがとうございます。 

（伊原課長） 

 ９時ごろ教育委員会を出発しようと思っております。小松委員長さんはハイウェイオア

シスで森本委員さんはこちらからという事でと思いますけど、集合場所はどちらでもいい

です。 

（前川委員） 

 もし行くのでしたらハイウェイオアシスの方が近いので、お願いします。 

（伊原課長） 

 はい。そしたら教育委員会を９時に出発と予定させていただきます。 

（小松委員長） 

 ハイウェイオアシスは９時１０分頃ですね。 

（倉本教育長） 

 そうですね。 

（小松委員長） 

 後、先ほどの報告事項関係で他ございませんか。 

 給食センターの統合問題については議会の方でもいろいろな意見があるようですので、

教育委員会でも再確認しておく必要があると思いますが、どうでしょうか。自由に意見交

換ができるように秘密会にしたいと思いますがどうですか。 

（全委員） 

 賛成します。 

 

（秘密会） 

 

 

（小松委員長） 

 よろしいでしょうか。秘密会を解きます。報告事項は以上です。 

 議事に入っていきます。 

 

 【議題】 

①  平成２５年８月定例会議事禄の承認について 
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②  三好市障害者自立支援協議会委員の推薦について 

③  三好市幼稚園管理規則の改正について 

④  全国学力調査の結果について 

⑤  その他 

 

 （小松委員長） 

議題①平成２５年８月定例会議事禄の承認についてです。どうでしょうか。 

（委員） 

大丈夫です 

（小松委員長） 

大丈夫でしょうか。今回はそのままでという事で、承認いたします。 

（伊原課長） 

はい。 

（小松委員長） 

次に議題②三好市障害者自立支援協議会委員の推薦についてという事で。 

（伊原課長） 

市長部局の方から教育委員会の方へ三好市障害者自立支援協議会の委員の推薦という事

で、現在は小松委員長さんに平成２３年１１月から委員としてこの協議会に出席をいただ

いていますけども、この委員の任期が２５年１０月３１日までという事になっておりまし

て、つきましては平成２５年１１月１日から２年間この協議会の委員につきまして教育委

員会から委員の方で選任をいただいて推薦をいただきたいという依頼がきておりますので､

お諮りさせていただきます。 

（小松委員長） 

事務局で案は持っているのですか。 

（伊原課長） 

それはないです。 

（小松委員長） 

ないですか。 

（伊原課長） 

できましたら、教育委員さんの中から委員として出て頂けたらと思います。 

（小松委員長） 

今話がありましたけども、岡本委員長の時にできるだけ委員長以外の方が周りの役を引

き受けていくという事で私がしておりましたけど、できたら同じように３名の中からお願

いしたらと思うのですけど。 

（伊原課長） 

会議がだいたい年に２回ほどあります。秋とだいたい２月の開催で進められております。
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設置要項の中では教育雇用の機関の関係から委員を委嘱すると、他にもございますけども

例えば障害者の関係団体であるとか保健医療の関係とか項目が決まっていまして、その中

で教育という事で、ぜひとも委員の推薦をお願いしたいという事でございますので宜しく

お願いします。 

（森本委員） 

前川先生、どうですか。 

（前川委員） 

私は女性参画協議会にも行っているのですが。 

（小松委員長） 

私も何点かありまして、岡本先生の時は教育委員会から直接出なくてはいけない時とか

は岡本先生に行ってもらって、それ以外のは出席し、この障害者自立支援のもそうですし、

あとこれは教育委員会とは関係はないと思うのですけど、谷委員さんと一緒に出ているの

ですけど景観保護条例とか、あと総合計画の見直しの会議とかいろいろ市で主催の会合が

あったのですけど、できるだけそれは私の方が出てました。 

（前川委員） 

そうですか。 

（小松委員長） 

森本委員さんと谷委員さんお二人とも仕事を持たれているのでお忙しいと思います。 

（前川委員） 

それなら引き受けさせていただきます。 

（委員） 

宜しくお願いします。 

 

（小松委員長） 

無理やり押しつけたみたいですが、お願いします。 

つづいて議題③三好市幼稚園管理規則の改正についてお願いします。 

（伊原課長） 

行事一覧表の次のページに三好市幼稚園管理規則改正における新旧対象表という事で記

載させていただいています。この件については改正の理由としまして、三好市事務決済規

定との整合性を図るという事の改正でございます。すでに小学校の校長の出張規定につい

ては変更済みでございまして、幼稚園の職員の出張について、改正前が県外出張のときは

あらかじめ教育委員会の承認を受け、県内出張のときは教育委員会に届け出なければなら

ない、という規定でございましたが、今度の改正では職員の出張は園長が命ずるという事

で、今まで園長が決済をして教育委員会に回議をしてという手順だったのですけども、園

長から教育委員会への届け出の必要がなく園長の方でお願いするというように、改正をお

願いするという事でございます。以上です。 
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（小松委員長） 

どうですか。実質そうなっているという事ですが、小学校や中学校はいつ変わったので

すか。 

（伊原課長） 

これは何年も前ではなくて、最近です。 

（小松委員長） 

あんまり経ってないですよね。私も記憶があるような気がします。 

（伊原課長） 

はい。今年度の初めです。そんなに古いことではないです。事務決済見直しの中で簡素

化してほしいという要望があって、小学校と中学校は改正しましたが、幼稚園が残った状

態でしたので追加をさせていただきたいと思います。 

（小松委員長） 

これは、よろしいですか。 

（委員） 

はい。 

（小松委員長） 

つづきまして議題④全国学力調査の結果についてという事でお願いします。 

（伊原課長） 

最後に資料をつけさせていただいています。 

平成２５年度全国学力・学習状況調査結果についてという事で、もう少しデータはある

のですけども、平成２５年度調査結果という事で①小学校②中学校で小学校につきまして

は、過去の平成１９年から２５年までずっと国平均以上の点数を取っていたところで、三

好市の小学校１８校でございますけども、川崎小学校の６年生が１人でございまして、そ

のお子さんが事情によりまして提出をしていないという事で１７校になっています。平成

２５年度は、小学校で国語 A は１７校のうち８校、国語 B は１７校のうち９校が全国平均

以上という結果が出ております。同じく中学校は、国語 A 、B、数学 A 、B、いずれも４

校が国平均以上になっています。 

以下、教育長から詳しく説明いたしますが、全国学力テストの成績は公表しないことに

なっていますので、秘密会にさせていただきます。 

 

（秘密会） 

 

（小松委員長） 

それでは秘密会を解きます。 

議題⑤その他についてどうですか。 

（鈴木課長） 
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以前からお願いしています徳島であります１１月２３日、２４日の全国人権・同和教育

研究大会ですが、教育委員の皆さんのご出席いただける方を教えていただけましたら、今

集約して、ある程度何時頃になるか予定とかありますので、一応予定では１１月２３日(土)

になります。土曜日ですが池田の方からマイクロバスをチャーターしていますので、それ

に皆さん乗っていただいて、現地徳島の市立体育館で行います。当日は１３千人の参加者

がございますので、徳島市内が大変混雑いたします。ほとんど駐車場がありませんので、

参加者はバスかもしくは公共の交通機関という事になります。とりあえず皆さんバスに配

車させていただいて、団体行動という事で考えておりますので、朝８時くらいにここを出

て、現地１０時くらいに会場へ入って、全大会に１時間弱参加いただく、その後に昼食の

弁当をとっていただいた後、分科会場へ移動。そして分科会場が１６時前に出れると思う

のですけど１６時頃を目安に会場から帰るという事です。そういうような日程で計画して

おりますので、ご都合はいかがでしょうか。できればご出席をいただければとありがたい

です。 

（小松委員長） 

一応参加するように日程をあけました。 

（前川委員） 

私も参加できます。 

（鈴木課長） 

また詳細につきましてはあらためてご案内させていただきます。 

（谷委員） 

参加できません。 

（森本委員） 

私も参加できません。 

（鈴木課長） 

お二人という事で、ありがとうございました。 

（小松委員長） 

前回の時に同じ人権の分で、高松の大島青松園とそれと事前研修の話がありましたけど

も。これは個別に返事をしたらよろしいですか。 

（鈴木課長） 

はい。１１月は研修が２回ありますので、先ほどの研修もありますので、言っていた事

前研修はやめますので。当日は１２月６日を予定しております。これも近づきましたら詳

細を連絡させていただきます。よろしくお願いします。以上です。 

（小松委員長） 

他はございませんか。 

以上で定例会を終わります。 


