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平成２６年 1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２６年１月２７日（月）  三好教育センター2Ｆ 会議室 

       開会   午後１３時００分 

       閉会   午後１４時００分 

 

（２）出席委員の氏名 

      委員長 小松 正    委員  谷  敏司 

      委員  前川 順子   教育長 倉本 渟一 

委員長職務代理者  森本 久美子 

 

（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 

      教育指導主事  喜多 雅文 

 

      ◆傍聴人        ０名     

 

（４）議事録署名者の指名 

                   谷委員 

 

（５）報告事項 

（倉本教育長） 

 行事一覧表に沿ってお願いします。 

１月４日、成人式。全員のご出席ありがとうございました。今年は開会前に鈴木課長よ

り指導といいますか、注意があったためか、昨年度よりも非常に厳粛に、私語も少なかっ

たのでないかと思っております。お世話になりました。 

１月６日、徳島駅伝の閉会式がありました。今年は１０位を目標だったのですが、結果

は１３位ということでございまして、順位を落としました。しかし１２位の三好郡とは１

０何秒差で、１５時間４０何分のうちの１０秒差でございます。その上が阿波市だったの

ですが、これとも１分以内。１０位が勝浦郡だったのですが、これが１０分くらいで、つ

まり６００秒ですので４５区で割ると１区１３秒くらいの差ということになります。順位
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を問題にすれば１３位ですけど、タイム的に言えば１０位くらいの力を持ってきたかなと

いうふうに思っております。応援ありがとうございました。 

 １月１４日、県の教育長ヒアリングがありまして、この前、皆さんにお示しいたしまし

たように、西祖谷中学校の複式解消の要望をはじめ、定数改善についてのお願いをいたし

ました。 

 １月１５日、給食センターのプロポーザル１次審査会という事で、ご承知のように給食

センターを建設することになっていますが、中の厨房機器は建物とは別に発注することに

なっていまして、総額約１億４千万円くらいの価格になるのだろうと思うのですけど、公

募に応じてくれた業者が４社ありまして、その４社が適切な業者かどうかというのをこの

１次審査で審査いたしました。結論から言うと４社ともふさわしいと言いますか、プロポ

ーザル方式ですので４社とも提案をする企業として適当というふうに判断をし、２月６日

に今度は２次審査になるのですけども、プレゼンテーションを行う評価方法についての協

議をしました。 

１月１６日、辻小学校へ学校視察、ＩＣＴ教育について視察に行きました。来年度の予

算にデジタル教科書と電子黒板を全校導入するという予算をあげておりますので、黒川市

長にＩＣＴ教育を理解していただくという事で、学校の実情を見ていただきました。 

１月２２日、学校給食運営委員会を開きました。これは後で議題に上ってきますけど、

消費税の問題で現在、幼稚園と小学校が２５０円、中学校が２７０円の給食費を値上げす

る必要があり、値上げをする際には学校給食運営委員会の諮問を受けなければならないこ

とになっておりますので開催しました。了解を得ましたので今日の教育委員会で消費税分

お値上げをお認めをいただいたらと思っております。 

１月２４日、先週の金曜日ですが幼稚園長会をしました。これは現在、預かり保育を夏

休みと冬休みに池田幼稚園でまとめて実施しています。旧井川町、旧山城町は長期の休み

は幼児を児童クラブが受け入れてくれるのですが、旧池田町は児童クラブは収容人数がい

っぱいで入れませんので、春休み期間中は非常に困っているという事で、委員会の方に春

休みも冬休みや夏休みのように預かり保育をしてくれませんかという要望がありまして、

それについての協議をいたしました。 

結論的には実施についてあまり問題はないというような話だったのですが、幼稚園の職

員の間にまだ周知ができていませんので、その周知もいるという事で一応資料をお渡しし

て、来月の定例教育委員会で管理規則と要綱を変更していただいたらというふうに思って

おります。 

それから行事予定ですけども、１月３０日、今週ですが教職員組合から人事要望、３団

体から今申し込みがありますので要望を受けることになっております。 

２月４日、臨時議会が開催の予定です。池田高等学校が甲子園に行くようになりました

ので、それに対しての補正予算等が議題と聞いております。 

２月１２日、教職員人事異動２次面接を県教委といたしますが、これを受けて翌日から
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２日間、市教委の人事ヒアリングを学校長といたします。 

２月２５日、２月議会という事で、通年制になりまして今まで３月に入ってから開いて

おりましたが、今年は選挙もあるという関係から２月２５日開会というふうに決定をして

いるようです。 

２月の定例委員会は、２月２４日という事で、第４火曜日の予定をしたのですが、ちょ

うど２５日が議会開会になります。１日前にやらせていただいたらというふうに思ってお

ります。よろしくお願いします。 

（小松委員長） 

結果報告はどうでしょうか。報告事項は特にありませんか。よろしいですか。 

 市長の学校視察のＩＣＴ教育の感想はどうだったですか。 

（倉本教育長） 

 市長は必要性は認めるけども、財政的な問題があるのでということでした。 

（小松委員長） 

 この前の教育委員会との意見交換会でもそういうお考えでしたが。 

（倉本教育長） 

 しかし、三好市のＩＣＴ教育関係の整備という事は、５年間計画で去年からやっており

まして、そういう計画に基づく整備なので、是非お認め頂いたらありがたいと思っており

ます。 

（前川委員） 

 辻小の授業でＩＣＴを使っている授業を見たら、やはり必要だなと感じると思うのです

が。 

（小松委員長） 

 やはり私たちもアナログ派なのですが、情報機器がどんどん進歩しているので、それを

抜きでは教育もできないし、情報自体も価値がある時代だから、それに合わせていかない

といけないと思います。是非宜しくお願いしてください。 

（倉本教育長） 

 市長もスマートフォンや自身のインターネットのブログも毎日のように更新をされてい

るので、ＩＣＴについては理解はあると思います。 

（小松委員長） 

 わかりました。あと、行事予定で２月の定例会は２４日でよろしいでしょうか。 

（委員） 

はい。 

（小松委員長） 

 定例会議は予定通り２４日で開催してください。 

（倉本教育長） 

宜しくお願いします。 
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（小松委員長） 

 ほか特にございませんか。結果報告、予定については以上で終わります。 

 

 

【議題】 

①  平成２５年１２月定例会議事禄の承認について 

②  消費税改正に伴う施設使用料の各条例変更について 

        ・三好市東祖谷生涯学習交流センター条例 

        ・三好市西祖谷交流学習施設条例 

        ・三好市公民館条例 

        ・三好市ふるさと交流センター条例 

        ・三好市社会体育施設条例 

        ・三好市学校施設の開放に関する条例 

        ・三好市祖谷かずら橋入場料徴収条例 

        ・三好市伝統文化施設条例 

        ・三好市東祖谷文化保存伝習施設条例 

        ・三好市立学校給食センター及び調理上設置条例施行規則の 

一部を改正する規則 

③  就学援助の認定について 

④  平成２６年度三好市教育委員会重点施策について 

⑤  その他 

 

（小松委員長） 

 議題①平成２５年１２月定例会議事禄の承認についてどうでしょうか。 

（前川委員） 

 読みかえしてみたら、意味不明なところがあるので、雰囲気的には通じるのですがわか

りにくいところがあったので、赤で直してきた箇所を訂正させていただきたいのですが。 

（伊原課長） 

直されたものをお預かりした方が確実ですので、そのようにさせていただきます。 

（前川委員） 

 意味が通じないところがあったり、「登用」というところが「投与」となっています。 

（伊原課長） 

 漢字の変換ミスで間違いがありまして、申し訳ないです。 

（小松委員長） 

 議事録は修正内容を入れていただいて、承認という事でお願いします。 

（伊原課長） 
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 はい。 

（小松委員長） 

議題②消費税改正に伴う施設使用料の各条例変更について移りたいと思います。ここに

９項目とあと１点給食費の改正という事で、全部で１０項目の条例変更が必要になります

けども、１点ずつ説明してもらいましょうか。それとも一括でいきますか。 

（伊原課長） 

 全て消費税の税率が上がった分の修正ばかりなのです。内容については、文言が変わっ

たという事はないのですが、資料については新旧対照表を出しているところですが、多少

統一ができていない部分があり見にくいところがあります。教育委員会の担当で言います

と、ここにお出ししているところが関係しておりますので、どうしましょうか。全部説明

した方がいいですか。 

（谷委員） 

 消費税でしたら必要ないと思います。 

（小松委員長） 

 一括で概要を説明してくれたらいいと思います。これを見ていたら上がっていないとこ

ろもありますよね。例えば最初のページの１時間あたり１５０円で改正後も１５０円で、

だからいくらで上げるようにしているのかという事です。１５０円から３％上がると４円

５０銭かな。５円以上で上げるようにしているのか、１０円で上げるようにしているのか。 

（松林課長） 

 切り上げ、切り捨ての関係ではないのですか。 

 １０円以下の切り捨ての関係。少額の場合でしたら、１０円単位でまるめると変わらな

い場合があります。 

（小松委員長） 

 １０円単位でしているのですか。 

（伊原課長） 

 はい。１０円以下は出ていないと思います。 

（林次長） 

 基本的には消費税が５％から８％になる関係で計算しているのですが、これだけ１点違

うのですが。 

（倉本教育長） 

 かずら橋の料金だけが違います。ここは文化財課長に説明してもらったらどうですか。 

（中岡課長） 

 説明させていただいてよろしいでしょうか。消費税の条例改定がございまして、この基

本的な考え方ですが、消費税をどのように改正するかというので説明申し上げますと、現

行の料金を今の消費税率が５％ですから、その５％を割り戻して消費税のない額を出しま

す。消費税抜きの金額を出しまして、それに８％をかけて出します。８％を上乗せした金
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額の１０円未満については四捨五入という事で、今回の１５０円でしたら１５４円くらい

になるので据え置くというこのような形になっております。今回の文化財課の関係部分で

は１００円という料金は据え置きという形態になります。１円まで出す場合もございます

が、１０円単位で出す場合はこのようになっております。 

 かずら橋については、ご説明をさせていただきます。資料の最後から３つ目に条例があ

るのですが、三好市祖谷のかずら橋入場料徴収条例の一部を改正する条例というところで

す。 

（小松委員長） 

 値下げをしているのですか。 

（林次長） 

 はい、これが若干違うのです。 

（中岡課長） 

 かずら橋の料金の設定について、少し説明を申し上げたいと思います。これは今申しま

した通り、基本的な考え方は同じなのですが、大人と小人、それから団体の大人と小人と

いう事で、料金が設定されています。大人の料金５００円が５５０円にするという事です。

小人については現行が４００円なのですが、これを３５０円にするという事です。これに

ついては、かずら橋の料金については文化財課が所管をしておりますが、実際に管理運営

に至っては観光課が担当しておりまして、観光課の方から申し入れがございまして、消費

税にあわせて条例を改正するのであれば、小人の料金設定を今まで大人が５００円で小人

が４００円だったのですが、これはあまりにもバランスが悪い。大人料金に対しての小人

料金が高すぎるイメージがあるという事で、他の施設等を見ましても半額程度の金額設定

でございましたので、観光課の申し入れもありまして４００円を消費税転化せずに３５０

円に設定したと、こういうふうな経緯がございますので若干消費税だけという部分ではな

いとご理解いただけたらと思います。なお、このかずら橋の期日でございますが、他の条

例は４月１日が施行、消費税にあわせての４月１日なのですが、かずら橋に関しては１０

月１日という事で半年遅らせます。これはなぜかと申しますと、観光エージェントや旅行

会社が商品設定をして旅行会社が募集などを出します。そういうふうな関係で、３月の段

階で旅行会社が商品化して売りますよね、そうすると、一定の周知期間というのが必要と

いう事で、半年間遅らせて施行する。４月に条例が施行して、実際の施行が半年遅れで周

知もできると。そういうふうな意味合いで半年遅らせていただきたいという事でございま

す。４月と１０月になりますが、宜しくお願いします。以上でございます。 

（小松委員長） 

 給食の方はきれいに計算しているわけですね。 

（松林課長） 

 給食の方は、現行が幼稚園、小学校は２５０円、中学校が２７０円です。これを今は５％

かかっているとして税抜きに戻して８％の税込にする、円未満を四捨五入しています。 
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（倉本委員長） 

 給食費は実は引き落としにさせてもらおうかという事になりました。学校給食運営委員

会の了解を得ましたので、そうすると７円とか８円とか端数の金額がでても、集金にあま

り支障がないのです。円未満の切り捨て、切り上げに関しては収める人の便宜も考えて設

定しました。給食費は今言った状況です。どうでしょうか。 

（小松委員長） 

 消費税については転化しなければいけないという事ですか。 

（課長） 

はい。 

（小松委員長） 

 これについては、一括承認とします。 

議題③就学援助の認定についてという事でお願いします。 

（伊原課長） 

別刷りで２件ございます。秘密会でお願いします。 

（小松委員長） 

これより秘密会とします。 

 

（秘密会） 

 

 

よろしいでしょうか。 

（委員） 

 はい。 

（小松委員長） 

 承認という事でお願いします。 

 

 議題④平成２６年度三好市教育委員会重点施策について、お願いします。 

（伊原課長） 

 資料の最後の方に平成２５年度の三好市教育委員会重点施策という事で資料をつけてさ

せていただいております。平成２６年度について、三好市教育委員会の重点施策を決定い

ただいて、平成２６年度からその方針に基きたいと思うのですが、今回決めていただくと

いう事ではなく、次回こういう事を盛り込んだ方がいいとか、こういう箇所について変更

したらいいという事を協議いただくという事で、今日は資料だけを付けさせていただいて

おりますので、２月の定例会で平成２６年度の重点施策について修正をいただいて、スタ

ートをしたいということでございます。 

（倉本教育長） 
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 ちなみに下線を書いたところが何か所かあると思いますが、それは今年度修正というか

昨年度と違うところです。今年度修正した部分です。そういうことでご理解いただければ

と思います。 

（伊原課長） 

 この部分は今日協議いただくという分ではございません。 

 

（小松委員長） 

 はい。この件は宿題という事なのですけど、特に今意見があれば出してもらったらいい

と思いますが。 

（倉本教育長） 

 どうでしょうか、来月という事で。今日は時間もありませんので、充分目を通していた

だいて、宜しくお願いします。 

（小松委員長） 

 ちなみに、この下線の部分でどの程度できたかという事は、そういうのではないのです

か。 

（倉本教育長） 

 言語の修正部分が多くて、例えば１ページのところであれば、一番上の「蔵書の充実」

と書いてあるところですが、これは確か「図書の充実」となっていたと思います。 

（小松委員長） 

 これを評価という事になるのでしょうが。 

（倉本教育長） 

 どちらかというと大雑把な書き方になっていますので、これで評価をするというのもな

かなか厳しい所もあります。 

（小松委員長） 

 この件については、宿題という事でよろしいでしょうか。 

（委員） 

はい。 

（小松委員長） 

議題⑤その他についてお願いします。 

（伊原課長） 

 最初に卒業式と入学式の日程予定表をお配りさせていただいております。この件につい

ては、これも卒業式が３月半ばという事になりますので、２月の定例会で配置を決めさせ

ていただいたら間に合うと思っております。皆さん方にこういう日程になっておりますの

で、恐れ入りますけども委員の方に出席をいただく事になっておりますので、あらかじめ

このあたりの日程を抑えていただいたらと思います。 

（小松委員長） 
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 大野小学校の休校式は１６日なのですね。 

（倉本教育長） 

 １６日の卒業式は、大野、政友、下名とあと井内ですね。 

（前川委員） 

 そうですね。 

（小松委員長） 

 休校式の休校宣言は委員長がしていますので、私が行かなければいけないのですね。 

（伊原課長） 

 そのあたりのスケジュールを学校とはまだ調整できていません。 

（倉本教育長） 

 都合が悪かったらいいですよ。 

（小松委員長） 

 一応この前連絡をもらっておりますが、三野町内の学校とだぶっていなかったら行ける

なと思っていたのですが。 

（谷委員） 

東祖谷は私が行きました。休校宣言もしました。 

（倉本教育長） 

 そうでしたね。 

 今年は中学校の卒業式が少し遅いですね。高校の合格発表か何かの関係かな。 

（中岡課長） 

 入試の関係ですね。 

（倉本教育長） 

 入試の関係ですか。 

（中岡課長） 

 １１日、１２日が確か公立の高校入試と思います。 

（倉本教育長） 

 今、もしご希望があれば言っていただいてもいいのですが、２月の委員会でしたら２４

日なので間が３週間くらいありますが、いいですかね。 

（小松委員長） 

 私は地元の卒業式と、大野小学校の休校式は行きます。 

（倉本教育長） 

 小松委員長さんは王地小学校、芝生小学校、大野小学校、三野中学校ですね。 

（小松委員長） 

 大野は卒業式も行ったらいいのですね。 

（倉本教育長） 

 そうですね、卒業式の後に閉校式になりますので、どうしましょうか。森本委員さんに
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行ってもらいましょうか。 

（小松委員長） 

それでしたら、森本委員さんに卒業式に行ってもらってもいいですし。 

（倉本教育長） 

政友小学校と下名小学校と３か所になるから。政友小学校にも行ってもらわないといけ

ないから、２月に決定するということでよろしいでしょうか。 

（伊原課長） 

 ２月でかまいません。 

（倉本教育長） 

 前川先生は。 

（前川委員） 

 私は辻小学校と西井川小学校は日が違っていますので両方行きます。 

（倉本教育長） 

前川委員は辻小学校、西井川小学校ですね。 

（前川委員） 

 それと井川中学校と辻幼稚園も一緒に行けます。 

（倉本教育長） 

 前川委員は井川中学校と辻幼稚園も行っていただけるのですね。そうしたら西井川幼稚

園も。 

（前川委員） 

 そうですね。 

（倉本教育長） 

 幼稚園の卒園式は、小学校の卒業式の１時間くらい前の時間になります。 

（前川委員） 

結局は園長さんも一緒なので。 

（倉本教育長） 

そうですね。 

（前川委員） 

 そうしたら行きます。 

（倉本教育長） 

 前川委員さんは辻幼稚園と西井川幼稚園も。 

（前川委員） 

 はい。井内小学校は、この日に予定が入っていますので１６日は行けないので、すいま

せんがよろしくお願いします。 

（谷委員） 

 私も東祖谷小・中学校は行けます。後は全部重なっているので西祖谷は出席できません。 
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（倉本教育長） 

 谷委員さんは東祖谷小・中学校ですね。 

（谷委員） 

 はい。 

（倉本教育長） 

 また課長、森本委員さんの予定も聞いて。 

（伊原課長） 

 はい。 

（小松委員長） 

卒業式の日程の件は以上でおわります。来月最終決定という事でお願いします。その他

ありますか。 

（小松委員長） 

それでは今月の定例会を以上で終わります。 

 

以上 

 


