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平成２６年２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２月２４日（月）  三好市教育委員会 会議室 

       開会   午後１４時００分 

       閉会   午後１６時２０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   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    生涯学習課長      鈴木 良英    

文化財課長   中岡 久雄    スポーツ健康課長補佐  黒田 良枝 

      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 

                   森本委員 

 

（５）報告事項 

（倉本教育長） 

 資料の２ページをお願いします。 

２月４日、臨時議会が開催されました。これは４月１日から、消費税が５パーセントか

ら８パーセントに改正されることによる施設等の料金の改定に関する議案が主でありまし

た。 

 ２月６日、給食センター厨房施設プレゼンテーションがありました。４社からの提案が

ありまして審議をした結果、東京に本社がありますタニコー株式会社に給食センターの厨

房施設をお願いするという事になりました。 

 ２月１２日、教職員人事異動２次面接を県教委といたしまして、それを受けて１３日、

１４日、２日間にわたって各学校と人事面接ヒアリングをいたしました。 

 ２月１７日、市職員組合と協議を行いました。これは春休みの幼稚園の預り保育の件に
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ついてです。春休みは夏や冬と違って、年度末の整理とかあるいは年度初めのいろいろな

準備等があって、多忙という事でできておりませんでした。協議の結果、組合の方や幼稚

園の先生方の理解を得まして、この３月から実施をするという方向が決まりました。この

件で、後ほど管理規則の改正等ご審議をいただきたいと思います。 

 ２月２０日、教職員人事異動３次面接事前協議を行いました。これを受けまして、２月

２７日から２８日にかけて、各学校の校長先生方と人事異動の協議をいたします。これが

最終の人事面接という事になります。 

 次に行事予定ですけど、明日２月２５日から議会が開会という事になります。 

 ３月４日から７日にかけまして、議会は代表質問及び一般質問が行われる予定です。 

 ３月８日、土曜日になりますが全国高等学校文芸誌賞授賞式をサンリバー大歩危で実施

いたします。 

 ３月１１日、議会の文教厚生委員会が行われます。その日に大変申し訳ないのですけど、

毎年行っています臨時教育委員会を開催させて頂けないかという事です。翌日の１２日に

調印という事になりますので、よろしくお願いします。文教厚生委員会の終了の予定が立

ちませんので、一応１６時からという事で、もし長引けば、臨時教育委員会の開会の時間

を延ばしていただくことになりますが、ご了承をお願いします。 

 ３月１４日から１９日かけて卒業式が行われます。出席者の一覧表をご確認いただいた

らと思います。 

３月２０日、議会の閉会日になっています。 

３月２５日、第４火曜日に３月定例教育委員会という事で、よろしいでしょうか。 

以上でございます。 

（小松委員長） 

以上の報告についてどうでしょうか。質問とか意見とかございませんか。よろしいです

か。 

（前川委員） 

幼稚園の預かり保育の件は、すんなり引き受けてくれたのですか。 

（倉本教育長） 

 はい。他の市町村も実施しているという事もあるし、やはり子育て支援という事からす

れば、夏と冬はして、春がないという事は本来の子育て支援にはなっていないという事を、

理解をしていただいたという事です。 

（小松委員長） 

 他はよろしいでしょうか。それでは報告事項は以上でございます。 

 議事に入っていきたいと思います。 

 

【議題】 

①  平成２６年１月定例会議事禄の承認について 
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②  平成２６年度当初予算における教育委員会関係予算の概要について 

③  国登録有形文化財旧三野町役場庁舎保存活用計画策定委員会設置条例の 

       制定について 

④  学校職員等の私有車の公務使用に関する要綱の改正について 

⑤  就学援助費の消費税改正に伴う規則改正について 

⑥  三好市立幼稚園における預かり保育について 

⑦  平成２６年度三好市教育委員会重点施策について 

⑧  三好市立幼稚園、小学校、中学校の卒業式、入学式等の日程について 

⑨  その他 

 

（小松委員長） 

 議題①平成２６年１月定例会議事禄の承認について、事前に送っていただいております

が、訂正箇所はありませんか。 

（委員） 

 はい。 

（小松委員長） 

 今回はこのままという事で承認します。 

（小松委員長） 

議題②平成２６年度当初予算における教育委員会関係予算の概要についてという事で、

説明をお願いします。 

（林次長） 

平成２６年度の当初予算概要につきまして、お手元の資料の３ページです。簡単に説明

させていただきたいと思います。 

２６年度の教育委員会の予算総額につきましては、この表のとおりでございますけど、

３，４１１，９０８千円となっておりまして、昨年に比べまして１，１６５，１５６千円、

率で５１．９パーセントの教育予算増となっております。増の主な要因につきましては、

学校給食センターの整備事業費で、１，０２４，５００千円の計上が大きな要因でござい

ます。あと、幼・小・中学校施設の改築又は耐震化につきましては、前年度から実施して

おりました西井川小学校改築事業、又は池田幼稚園の耐震改修事業によりまして、２６年

度の終了で耐震化につきましては１００パーセントとなります。 

それでは各課の主な事業につきまして簡単に説明させていただきたいと思います。 

まず学校教育課でございますけど、デジタル教科書電子黒板整備事業は市内全小学校に

電子黒板を整備いたしまして、デジタル教科書を使った授業の展開でございます。予算額

といたしまして３０，０３４千円。次に校務支援システム整備事業でございますけど、児

童生徒の通知表等の作成等を電算化する事業でございます。予算額は３，７５０千円。次

に西井川小学校改築事業でございますけど、２５年、２６年度の２ヶ年事業でやっており
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ます校舎と体育館との改築工事で、予算額５５７，９３６千円でございます。次に三野中

学校のトイレ浄化槽改修工事でございますけど、男女一体型のトイレになっていますので、

男女別々にいたしまして、また併せて洋式トイレに改修するものでございます。予算額と

いたしまして、３０，０００千円。次に中学校の部活活動に対する支援事業でございます。

他郡市での練習試合を行う場合につきまして、生徒の輸送時の安全を高めるために必要な

交通費の半額を補助するものでございます。予算額といたしまして、１０，０００千円。

次に池田幼稚園の耐震改修工事としましては、耐震補強工事の実施。予算額１４，７００

千円。 

次に生涯学習課でございます。三好市の青少年育成センターの事業でございます。専門

指導員の２名を配置いたしまして、市内の巡回パトロール等を実施します。予算額５，７

９４千円。次に生涯学習講座の開設でございます。平成２６年度でも市民大学講座また学

術・文学講座で予算額４，５７５千円でございます。次に図書館事業でございます。これ

は井川ふるさと交流センターの指定管理業務がこの３月末で満了になります。今後、直営

管理に移行することになり、窓口業務が一部業務委託による直営による運営。このため、

池田の中央図書館と井川の図書館の一本化を図り、新しい組織体制による図書館運営を行

っていくという事でございます。予算額は６１，５９５千円でございます。 

次は文化財課でございますけど、本日後で条例等をご提案させていただきますが、旧三

野町役場庁舎の保存活用計画策定業務でございます。これは平成２２年１月１５日に国の

登録有形文化財、現在の三野町役場庁舎でございますけど、この庁舎の保存活用、耐震対

策又は改修工事を行う為には保存活用計画を策定する必要がございます。予算額は４，０

２１千円。また、策定のためには本日提案の委員会の設置条例が必要でございます。 

次に大歩危の国天然記念物でございます。平成２５年１１月１５日に指定をいただきま

して、内外に向けた周知の為の記念のイベントを行う予定でございます。予算額といたし

まして、９１６千円でございます。もう１点はこの大歩危に続きまして小歩危でございま

す。指定区域の調査業務でございます。大歩危と共に一体的な小歩危につきましても、指

定に向けた今後の調査でございます。予算額９１３千円でございます。 

次に祖谷のかずら橋架け替えでございます。これは３年に１度の事業でございます。予

算額２０，３００千円。かずらの採取が２６年１１月から１２月中旬の予定でございます。

架け替え工事は平成２７年１月上旬を予定しております。次に黒沢湿原の保全事業でござ

います。これは湿原内の植物の保存のために堤の改修並びに遊歩道を改修する事業で３，

１２７千円。次に井川町の辻地区の町並み保存活用調査。２６年度は検討業務としたしま

して、継続でございまして、予算額６８０千円でございます。次に落合伝統的建造物群保

存地区でございます。まず１点目といたしまして建造物の屋根の塗り替え事業、これは２

２年度から実施しておりますけど、２６年度は１０棟予定しております。予算額は３，３

００千円でございます。次に保存修理事業といたしまして、保存修理のための補助金でご

ざいます。２６年度は２件５棟予定しております。予算額１０，０１０千円でございます。
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次に防災計画策定業務これも継続でございます。２５年度から２６年度の２ヶ年の事業で

予算額３，７２１千円でございます。次に重要文化財建造物等の公開活用といたしまして、

観光課との連携を図りながら空き家再生事業、文化庁等との合併施行により実施している

事業でございます。２６年度は２件２棟の予定でございます。予算額５８，１７２千円で

ございます。次に旧阿佐家の住宅保存事業におきましては、復元工事、設計委託業務また

一部の復元工事の予定でございます。予算額は３４，７２７千円でございます。 

次にスポーツ健康課でございますけど、学校給食センターの整備事業といたしまして、

１，０２４，５００千円、主には建設建築費と厨房設備の導入費でございます。次に池田

総合体育館メインアリーナとサブアリーナの照明機器をＬＥＤに取り換える予算３２，３

５０千円でございます。吉野川三野運動公園（仮称）の整備事業といたしまして、予算額

１０９，０００千円でございます。これは運動公園整備構想を策定いたしまして、現在詳

細設計に入っております。２５年度予算と合わせて、施設全体の核となる陸上競技場等の

整備を予定しております。 

以上でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

（小松委員長） 

以上の内容ですけど、どうでしょうか。質問とか意見はございませんか。 

よろしいですか。 

３項目目の文化財課の重要文化財建造物等公開活用事業で５８，１７２千円は具体的に

どのような内容ですか。 

（中岡課長） 

これは先ほど次長からも説明がありましたように、平成２２年度から国土交通省の補助

金で観光課が実施しておりました空き家再生等推進事業、国土交通省から２分の１の補助

金をいただいて事業をしていたものを、２５年度から文化庁の補助金、補助率は６５％の

補助金をいただけるようになったので、今度、重要文化財建造物等公開活用事業という名

前の事業で、構造と外観については文化庁の受け持ち守備範囲にします。内装については

国土交通省の所管でやってくださいというような内容なのです。平成２５年度は２件行い

ました。２６年度も２件行いまして、トータルで落合重伝建地区内で空き家再生が８棟、

茅葺き屋根に復元されて「篪
ち

庵
いおり

トラスト」というアレックス・カー氏が主催するところに

運営を委託しているようでございます。観光課の主幹です。今年度末で６棟が完成すると

いう予定になっておりまして、２６年度で２棟整備をするという内容でございます。 

（小松委員長） 

８棟のうち６棟が今年度で完成するということですか。 

（中岡課長） 

はい。２５年度末で完成する予定です。 

（前川委員） 

東祖谷ですか。 
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（中岡課長） 

はい、東祖谷の落合地区です。祖谷を拠点とした古民家ステイという事業をしています。 

（小松委員長） 

テレビでしていましたけど、「晴耕
せいこう

」「雨
う

読
どく

」などそういうのも入っているのですか。 

（中岡課長） 

それがそうです。最初に「浮
ふ

生
しょう

」というのが１棟できまして、２４年度で事業を行いま

して、２５年４月にオープンしたのが「晴耕
せいこう

」「雨
う

読
どく

」で、母屋と隠居屋で「晴耕
せいこう

」「雨
う

読
どく

」

という名前を付けてうり出しております。 

（小松委員長） 

３、４年くらいになるかと思うのですけど、落合に教育委員会が行っていやしの温泉の

ところで教育委員会を開催した時に、落合重伝建を見に行った時の民家もそうですか。 

（倉本教育長） 

あれはまた別ですね。 

（小松委員長） 

 あれは別ですか。 

（倉本教育長） 

 あれは最初に改修した、長岡家住宅です。 

（中岡課長） 

 長岡家は、平成１９年度で実施したと思うのですけど、落合地区の拠点施設的な建物で、

そこを拠点にして町歩きのガイドが集落内を案内する、そういう建物として、市がお借り

して整備して公開しているというふうなところです。 

（小松委員長） 

 もう１点お聞きしたいのですけど、最後のスポーツ健康課の仮称・三野運動公園ですけ

ど、それは今計画されているのは先ほども言っていましたけど、陸上競技場ということな

のですか。 

（倉本教育長） 

 そうですね。だいたい陸上競技場がメインです。 

（小松委員長） 

 野球場とかサッカー場とかは今のところないのですか。 

（倉本教育長） 

 まだ今はないです。今後、利用状況を見ながら計画していくという事で、とりあえずは

陸上競技場になっております。 

（小松委員長） 

 小学校の図書室のエアコン設置というのは入っているのですか。 

（伊原課長） 

 小学校は入っていません。 
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（小松委員長） 

 小学校については全然予算を入れていないのですか。エアコンについては。 

（伊原課長） 

 はい。 

（森本委員） 

 すいません、最初のデジタル教科書・電子黒板の整備事業は、これは全小学校に配備す

るのですか。 

（倉本教育長） 

 そうです。 

（伊原課長） 

 辻小学校と池田小学校は一部入っていますので、他の小学校も三好市内全部の小学校が

デジタル教科書を使える環境に整えて、デジタル教科書はソフトになりますが、デジタル

教科書を使うとなれば電子黒板で見えるようにしなければいけないので、そういう設備投

資とソフトのデジタル教科書の購入料という事です。 

（倉本教育長） 

 これは県内で確か今入っているのは、徳島市と美馬市ぐらいです。２６年度は他のとこ

ろも進むかもわかりませんが、三好市もやっていこうという事です。 

今年の三好市の大きな目玉は、学校教育課の中学校の部活動の支援事業という事で、練

習試合をする時に、保護者が子どもを連れて行っている時に事故があると大変な事になり

ますので、できるだけ公的な交通機関を使っていただく。それに対して保護者からも半分

負担していただくし、市からも半分負担するということで、従来の形から大きく変わると

思います。おそらくこれは他の市町村はやっていない初めての事業だと思います。 

 前川委員） 

 同じ野球部とかが例えばバス輸送で何回行っても半額補助してもらえるのですか。 

（倉本教育長） 

 正式な試合は従来のとおり全額補助といいますか、教育委員会の方で支出して、よその

地域へ出かけて行ってする練習試合は年間１８回以内という制限を、学校長とも協議する

中で制限を加えました。 

（前川委員） 

 強いチームはよく行きますよね。 

（倉本教育長） 

 そうですね。遠い所へ行って、特に保護者や子供に負担が多くなってはいけないし、疲

労がたまったりするのも問題という事です。 

（小松委員長） 

 図書館事業というのは６１，５９５千円ということで、よろしいですかね。 

（倉本教育長） 
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 生涯学習課のほうですね。 

（小松委員長） 

 井川と池田を一体化という事なのですけど、これは人件費とか運営費だけなのですか。

図書の購入費とかはのけて、運営費だけでこれだけかかるのですか。 

（鈴木課長） 

 全ていれています。 

（小松委員長） 

 購入費も。 

（鈴木課長） 

 はい。人件費がほとんどで８割から９割を占めていますが、一部運営費が一割、図書の

購入費につきましては従前とあまり変わりありませんが、少し増えたといいますか５,００

０千円と専門書が３００千円くらいに増やしていただいて、今年は図書の購入については

若干増えています。購入にあたっての選別といいますか、そういうところで一体化します

ので効率よくできるのでないかと思います。重複本とか２冊、３冊同じ本を買うという事

はなくなるというような事です。 

（小松委員長） 

 他はどうでしょうか。内容について質問はございませんか。よろしいですか。 

（前川委員） 

 祖谷のかずら橋は架け替えに結構かかるのですね。 

（小松委員長） 

 ３年に１回ですからね。かずらの確保はどうしているのですか。 

（前川委員） 

 かずらも山から集めてくるのですよね。それを採ってくるのにもかかるのですか。 

（中岡課長） 

 はい。そうです。２，０００千円くらいかかります。 

（小松委員長） 

 めどはついているのですか。 

（中岡課長） 

 一応、営林署と協議して、高知県の嶺北森林管理署管内の国有林から予定しております。 

（小松委員長） 

 話がそれるのですが、かずら橋で奥祖谷２重かずら橋がありますよね。あそこのかずら

はどうされているのですか。 

（中岡課長） 

 実は東祖谷の国有林は実際のところは、蓄積量としてはあるのですが、採取するのに道

路がないためお金がかかってしまいます。高知県の国有林は作業道がいたるところにとお

っているので、三好市内にあるという事ですが、これは徳島営林署の方と協議をしながら、
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同じですから採りやすい所で経費も安くすむので調達しているところです。 

 あそこは４年に１回というような取り決めはしているので、取り決めどおりいけば来年

度になります。ただあそこはほとんど収入があがってないという事もあって、あがらない

という事は渡っていないという事にもなりますので、風化して朽ちるのを待つというそん

な状況で、渡って傷むというというのでないので、もしかしたら５年に１回になるかもわ

からないです。手前の祖谷のかずら橋は国の重要文化財という事で、年間３００千人から

４００千人くらいの人が渡ってという事で、年間１５０，０００千円の収入が上がってお

りまして、貴重な市の歳入になっております。年間１５０，０００千円以上はとてもでは

ないですけど、税金でも徴収はまずないですから、それが３年間ですから１５０，０００

千円の３年間、３年ごとに２０，３００千円の架け替えをするのは安いものだと思うので

す。それは人件費がほとんどです。以前は旧の西祖谷時代は１５，０００千円で地元の人

が総出で山からかずらを持って来たという環境だったのですが、高齢化によってとてもそ

のようにできなくなったという事です。公共工事の設計付加に匹敵するような単価で設計

をするようになったがために、こういう金額にもなったということで、ご理解していただ

きたいと思います。ですから議会でもそういうご質問が、ご存知ないところがあろうかと

思いますので、そういうことを説明はしようかと思っております。 

（倉本教育長） 

ご存知かと思いますけど、今課長が申しましたように、西祖谷のかずら橋は文化財です

ので教育委員会の管轄になりますけど、奥祖谷の２重かずら橋は観光課の管轄になります。 

（中岡課長） 

 ３年に１度の架け替えという事は１つの風物詩的な要素もございまして、観光のそうい

った写真を撮られる方が、いつ架け替えになるのですかという問い合わせがこの夏くらい

からはどんどんくるのです。ですから早めに観光課と協議をして日程を決めたら、いろい

ろな作業工程を写真に収める人が来るので、来られる人が非常に多いという事です。 

（小松委員長） 

 年間３００千人の人が来たら安全面というのは、橋としての強度というか安全面にした

ら非常に問題になると思うので、当然そういうことはやっていると思うので、聞くことは

ないと思いますがどんなふうにされているのですか。 

（中岡課長） 

 施工年度については不明ですが、安全のための補強用鋼線の設置は行っております。補

強用鋼線は、いわゆるピアノ線を使用しており、橋の床板の下に、両岸にアンカーを設置

し、左右岸に固定し安全面を確保しています。なお、アンカーのメンテナンスについては

３年に一度行われるかずら橋の架け替え工事の際に、安全点検とグリスアップなどの整備

を行っています。ですから、２０，３００千円の中にその点検の経費も入っています。当

然、事故があったら大変です。 

（小松委員長） 
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 小学校、中学校で特別支援学級とか障害者に対するバリアフリー化を進めていると思う

のですけど、それは全部終わっているのですか。 

（倉本教育長） 

 それは全部ではないです。新しく建てたところはそういうふうにしていますけど、古い

所はなかなかそこまではいっていないです。 

（小松委員長） 

 この予算は年間どれくらいとっているのですか。 

（倉本教育長） 

 計画的にはできていないです。 

（小松委員長） 

 来年度はこういう子が入学予定なので、それに対応するということですか。 

（倉本教育長） 

 はい、そういう形です。 

（小松委員長） 

 もう１点最後に質問ですが、生涯学習講座について特に新しく内容を変えたというもの

はないですか。 

（鈴木課長） 

 例年と同じ市民大学講座、あるいは学術文化学会講座というように流れは一緒です。生

涯学習課は市民大学講座の回数を今年は増やしまして、今まで１２月で終わっていたもの

を年越して２月くらいまでに、７回くらいのところを９回、１０回にできるようにします

のと、後は公開講座等も若干増やしています。ご存知かと思われますが、市民大学講座は

好評を博しておりますので、受講生が増えております。そういう事を鑑みてなるべく回数

を増やしていっています。 

例年これを考える時は、１年前くらいからかかりますので、その時点で前年度と比較し

ながら、あるいはテーマ等も考えながら、このテーマならこういう人かなというように、

来年２６年度は「人生いろいろ」の島倉千代子さんが亡くなりまして、いろんな方の人生、

足跡を語っていただいたらどうかという事でいきたいと思っています。今のところ６月が

初めで、人権の方が毎年入りますので、人権講座を皮切りに名前を忘れたのですが中国テ

レビの女性の方とか、異色なのが７代目の二宮尊徳、二宮金次郎さんの子孫で７代目なの

ですが、その方が二宮金次郎さんの生き方を語るようなことを予定をしております。順じ

広報で市民の方にもお知らせしたいと思います。 

（小松委員長） 

 私は車で移動できるのでいいのですけど、例えば年１回くらいは三野でしてくれたらど

うかとか、山城はもともと山城でという事も多かったのですけど、池田以外で開催すれば

参加者が少なくなるという問題もあるのでしょうけど、１回くらいは三野でしてもらった

らどうかという、これは個人的な意見ですけど。 
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（鈴木課長） 

 委員長さんのおっしゃる通りです。市民大学講座の受講生の割合を見てみますと、７割

から８割方は池田町、後の２割が井川、山城、三野で東西は殆どいません。できるだけ出

向いてという事でこちらも考えまして、三野あたりにつきまして今年は公開講座プラス市

民大学講座の一部として三野の方でもするというようにしています。市民大学講座が増え

るのはいいのですけど、実際に中身を見てふたをあけてみますと来ているのは池田町の方

であるというのが少しネックではあります。今年くらいから少し幅を広げていくように検

討したいと思います。 

（前川委員） 

 市民大学講座に私も行かせていただいているのですけど、１回くらいはお母さんとか子

どものいる保護者の方に話を聞いていただく機会があればいいと思いますが、カルチャー

とかありますよね。 

（鈴木課長） 

 公開講座ですね。 

（前川委員） 

 公開講座の中でもいいのですが、お母さん方が子どもを連れてきても、別のところで遊

ばせながらその話を聞いて、興味のある講師さんとか、子育ての参考になるというような、

若い人が集まってくるような、各学校のＰＴＡにお知らせしてたくさん来ていただけるよ

うな講座があればいいかなと、だいたい市民大学講座は年配の方なので。 

（鈴木課長） 

 前川委員さんのおっしゃるとおり、今の市民講座のキャリキュラムの中というのは受講

生を中心に考えてしまうわけです。受講生というのは平均年齢がだいたい６０歳からとい

う方が多いですので、そういう方を主体的に来るようにと考えていますので、確かに若い

お母さん方や子育て中の方々に来ていただいたらと。子育て中のお母さん方を対象にした

講座というのも考えていきたいと、以前は子育て支援課がその手の講座をやっていまして、

そことタイアップしてそれを公民館でするという事もしたことはありました。 

（前川委員） 

 幼稚園くらいから、子育てのお母さん方が聞けるような講座が欲しいですね。お母さん

方の情報が仕事に行っていたりしていたらいい情報ばかりでなくて、友だち同士から聞い

たりＰＴＡで聞いたり、いい情報を参考にするという事で、できるだけ聞けたらいいかな

と思います。 

（鈴木課長） 

 また今後そのように検討させていただきます。 

（小松委員長） 

 個人的な話になりますが、娘が神奈川県に居るのですが、子供が幼稚園や小さい時に、

母親と一緒に音楽会に参加したことがあって、普通の音楽会でしたら子供は連れて行った
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らいけないとか規制があるのですが、少々子供がいてもいいような音楽会に時々行ってい

ました。都会は違うと感じていたのですが。 

（鈴木課長） 

 青少年育成センターで、去年、親子の交流を推進する事業ということで、バスをチャー

ターして小学生と親御さんとのペアで大谷焼の窯元に行って陶芸をしたり、藍染め講習会

をしたりいう事業を行いました。それは結構人気でバス定員をオーバーするくらい申し込

みがありました。今年もひき続いてやることにしています。確かに、委員長のおっしゃる

ように、親子の触れ合う場が少なくなっていますので、そういったことを青少年センター

でやっております。 

（小松委員長） 

 他はどうでしょうか。よろしいですか。 

（委員） 

 はい。 

（小松委員長） 

 これについては以上で終わります。予算額を確保できるように宜しくお願いします。 

 議題③国登録有形文化財旧三野町役場庁舎保存活用計画策定委員会設置条例の       

制定について説明をお願いします。 

（中岡課長） 

はい。それでは私の方から説明を申し上げます。５ペーシでございますが、議案の形で

提出をさせていただいております。 

国登録有形文化財旧三野町役場庁舎保存活用計画策定委員会設置条例を新たに制定する

という議案です。これは委員さんご存知の通り、旧三野町役場の庁舎が平成２２年１月１

５日に国の登録有形文化財になりました。これで登録有形文化財はいいのですが、実際建

物が老朽化しておりまして、以前より三野町の方から耐震補強であるとかの要望があった

わけでございまして、その時は組織の再編とかもあって、検討ということで位置づけてお

りましたが、昨年から総合支所の存続の要望も出されております。 

市長の充実した支所を存続するというような方針もあり、幸い国の登録有形文化財にな

ったものですから、文化庁からこういった助成制度を活用して、耐震補強であるとかそう

いうことができるというような制度がありました。 

それを実施するためには、保存活用計画を策定する必要があります。その保存活用計画

を策定するために、この条例を制定する必要があるということで提案しているわけでござ

います。それを目的とする条例でございます。 

今後の予定としては、平成２６年度にこの策定委員会を組織して、保存活用計画を策定

いたします。２７年度に基本計画、基本設計、耐震診断、できれば実施設計とこういうふ

うな予定をしておりまして、これについても今後は文化庁の方と協議をしながら、補助金

をいただけるように協議をしていきます。そして２７年度に耐震化の工事と併せて、文化
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財でない箇所の修繕工事、例えば両側に増築していますがそのへんの修繕工事も併せて実

施できればという事です。 

（小松委員長） 

どうですか。 

（森本委員） 

 委員会は、４月１日からですか。 

（中岡課長） 

 この条例を今年４月１日から施行させて、すぐに委嘱をいたします。委員の数は２０人

以内という事で、最大２０人で極力必要最小限でという事を文化庁からは指導を受けてお

ります。専門家の先生の主導で市民の意見を聞きながら進めます。公募により選任した者

です。 

（森本委員） 

 必要予算は文化財課で誰かを呼んでくる費用ですか。調査の為ですか。 

（中岡課長） 

 調査を実施するための経費です。主には専門の業者にお願いをしたりして、建物の調査

をしたりです。図面も書いたり、資料作成を専門家のコンサルタントに委託したりしなが

ら行う予定です。 

（小松委員長） 

 委員は市内に限らず専門家も集めていくという事ですか。 

（中岡課長） 

 はい。これも文化庁と県教委を通じて協議済みでございますが、徳島県の文化財保護審

議委員の先生が１名、この方は元文化庁の建物調査官、専門の調査官ということでござい

まして、文化庁を退官されて現職は徳島文理大学の教授をなさっている清水先生という方

でございます。この先生を委員長ということでお迎えして、お願いをしてすでにご快諾も

いただいております。あと１名は京都大学の防災研究所というところの准教授の方、この

方も専門の火災防災の専門の方で、承諾をいただいております。あと１名決まっている方

は、徳島県文化財マイスター連絡協議会という組織がございますが、これは文化財という

専門の知識の１級建築士なのですけど、そういう方々が専門の知識を、講座を受講した方

に与えられるマイスターをそういった方の組織が徳島にありまして、そこの代表管理の方

が１名で、あとは市民、地元の方であるとかそういった方が集まって、構成していただく

予定をしております。 

（小松委員長） 

 他よろしいでしょうか。 

（中岡課長） 

 はい。よろしくお願いします。 

（小松委員長） 
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 続きまして、議題④学校職員等の私有車の公務使用に関する要綱の改正についてお願い

します。 

（伊原課長） 

 はい。資料は７ページから１８ページまでと長いのですけども、内容としては今学校の

教職員の方が私有の車、私有車を公務に使う場合、要綱はここにでておりますように制定

されておりますけども、中には運用の統一ができていなかった部分があったり、申請事務

が重複していたりするような要綱の内容でありましたので、申請事務の簡素化、効率化を

図るための中身の改正になります。 

例えば、私有車の運転登録については、私有車の運転登録申請書を出さなければいけな

い。それから児童生徒同乗許可登録申請書をださないといけない。それから登録事項変更

届とこのように３種類の申請書があったので、その都度変更のたびに申請をするというこ

とですけども、登録申請の３種類を１本化するということです。 

それから私有車の運転許可申請書については、様式を簡略化しました。現状に合わせる

という形で、私有車の定義については、これまでは、職員と生計を一にする親族が所有す

るというような表現でルールづけていましたけども、親族で同居していないケースもござ

いますので、親族が所有とし、同居していない親もいますので、親所有の車で同居してい

ない場合も実際には私有車として通勤に使っているケースがございましたので、そこを緩

和しておいります。 

また、道路交通法の改正で、中型自動車というふうな種類ができましたので、ここのと

ころは中型は許可をしないという事で、大型車、中型車という中身で中型車という言葉を

追加しました。それから、賠償責任の明確化で、保険に個人で入っておりますけども、私

有車を公務に使う場合の保険は、対人１億円、対物１，０００万円以上に明記をしており

ます。今までは１，０００万円以上というあいまいな形の表現でしたので、対人１億円、

対物１，０００万円以上の賠償責任の部分を明確化しました。 

それから私有車の運転登録の名簿の提出を１本化しました。内容は多岐にわったってい

るようですけども、中身としては申請事務の簡略化のために、中の要綱を統一化させてい

ただいたというふうになっています。簡単でございますけど、以上でございます。 

（小松委員長） 

 これは学校側からこういったことで要請があったのですか。変更してほしいと。 

（伊原課長） 

 現状で、学校事務の先生が主に事務手続きについて教育委員会とやり取りしているので

すけども、その中で簡素化できないだろうか、それから明確になっていない部分ははっき

り明確にし、保険等の適用についても以前のまま直っていない部分があったので、この際

統一をしてほしいという要望がありました。 

（小松委員長） 

 現状の問題点を整理したという事ですけど、どうでしょうか。 
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 よろしいでしょうか。この件はこのとおり承認という事でお願いします。 

 議題⑤就学援助費の消費税改正に伴う規則改正についてという事で説明お願いします。 

（伊原課長） 

 前回の教育委員会で、消費税の改定に伴う条例の変更がございましたけども、今回は三

好市就学援助費交付要綱という事で、教育委員会で定める要綱の改正になります。要保護、

準要保護の援助費について消費税の改定に伴う変更になります。資料につきましては１９

ページから２２ページになります。２１、２２ページの中で、２５年と２６年の明細を案

として２６年明細（案）をつけさせていただいておりますけども、これについては２５年

を参考にしていただきながら、２６年で消費税分を就学援助費としてプラスをして２６年

から運用をさせていただきたいという変更であります。ページが裏表になっておりまして

比較がしにくく申し訳ないのですが。 

（小松委員長） 

 これは率の差だけですか。１０円未満は四捨五入という事で。 

（伊原課長） 

 はい。 

（小松委員長） 

 給食だけ１円単位ですね。 

 基本的に機械的に計算されているのですね。 

（伊原課長） 

 はい、そうです。 

（小松委員長） 

 どうですか。 

これで改正という事でお願いします。 

 議題⑥三好市立幼稚園における預かり保育についてという事で、これは先月にもあった

と思うのですが。 

（伊原課長） 

 はい。教育長の方で冒頭、経過についてご説明がありましたけども、資料の方は２３、

２４ページになります。三好市の教育委員会で定める規則という事で、三好市立幼稚園管

理規則、これが改正後、右の方になりますけども、第８条の４の中に学年始休業日、それ

から学年末休業日というふうに入って、春休みの預かり保育を実施できるようになります。

次のページも同じく第３条の中に学年始休業日、及び学年末休業日を追加させていただき

ました。ただし、３月３１日及び４月１日、年末年始の休日においては、実施しない。こ

の春休みにお子さんをお預かりして、場所は池田幼稚園だけになりますけども、実際の対

象としては旧池田地区の中の箸蔵幼稚園、三縄幼稚園、池田幼稚園の子どもが対象になり

ます。給食等については終業式まで実施するという事で、今方向を考えております。具体

的な保護者向けの文章についてはこの要綱等に基きながら保護者の方に周知をさせていた
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だきたいというふうに考えております。これで教育委員会としては春休みの預かり保育を

スタートすることになります。 

（小松委員長） 

 この件は先月もありましたが。 

（前川委員） 

 幼稚園にきて、１日過ごすということですね。 

（伊原課長） 

 そうです。 

（小松委員長） 

 先月に説明があったかもわかりませんけど、３月３１日と４月１日しないという事は、

保育所も同じですか。 

（倉本教育長） 

 前回言ってなかったかもしれませんが、協議の中で最後の日と初めの日は職員会議とか、

異動があった先生方がいるので困難ということでした。保育所もこの二日間はしていない

と言っていましたね。 

（伊原課長） 

 はい。 

（倉本教育長） 

 他の自治体でも同じようなところがあり、３月３１日と４月１日は少し難しいかなとい

う事で、２日間は保護者の方でなんとか努力していただこうという事になりました。 

（伊原課長） 

 この規則等の施行日を平成２６年３月１日付けで施行させていただきまして、正式に各

幼稚園に案内させていただくようになりますので、お願いします。 

（小松委員長） 

 この件については、本年度から実施という事ですね。 

（伊原課長） 

 はい。 

（小松委員長） 

 それでは、次に議題⑦平成２６年度三好市教育委員会重点施策について、これも先月に

資料をいただいております。宿題という事になりますけど、どういう形にしましょうか。 

（倉本教育長） 

 前にも言ったように、下線のところが今年直したところです。何かお気づきのところが

あったら、今日お聞きして、エドバイザーの先生からもご意見をいただいておりますので、

それらも検討して、事務局の方で３月に訂正案を出しますので、了解をいただいて決定と

いう事でどうでしょうか。 

（小松委員長） 
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 それでは、それぞれ順番に。 

（倉本教育長） 

 １ページ目から順番に言っていただいたらと思います。 

（小松委員長） 

 それでは１ページから、どうでしょうか。 

（前川委員） 

 最初の基本方針１・楽しく、生きがいあふれる生涯学習の推進のところで、市民が生涯

を通じて、「いつでも」、「どこでも」、「誰でも」が「いつまでも」学び、社会参加できる生

涯学習社会の実現をめざす。というところがわかりにくいので、市民がというところを市

民の誰もがという風に直し、「いつでも」、「どこでも」「いつまでも」にしたら意味も変わ

らないのでないかなという気がするのですが。市民がとなっていて、「いつでも」、「どこで

も」、「誰でも」がになっているところがおかしいように思うのですが。 

（倉本教育長） 

 これはスポーツ振興計画などにもその言葉を「いつでも」、「どこでも」、「誰でも」が「い

つまでも」と使っていて、ひとつの三好市のキャッチフレーズみたいになっていまして。 

（前川委員） 

 そうですか。 

（倉本教育長） 

「いつでも」、「どこでも」、「誰でも」が「いつまでも」学びという「市民が」というとこ

ろは改めて書かなくてもいいような気がします。 

（前川委員） 

 「市民が」というところは市民が主語で、また「誰でも」が。 

（倉本教育長） 

 これは、「が」が無い方がいいかもわかりませんね。「いつでも」、「どこでも」、「誰でも」、

「いつまでも」となっているかもわかりません。 

（前川委員） 

 はい。「が」と「が」でおかしいなと思ったのですけど。 

（倉本教育長） 

これはがをのけて「いつでも」、「どこでも」、「誰でも」、「いつまでも」にしますか。そ

れではおかしいですか。 

（小松委員長） 

 スポーツ振興計画の中では「誰でも」、「いつでも」、「どこでも」、「いつまでも」を使っ

ています。 

（倉本教育長） 

 「が」はないでしょう。 

（小松委員長） 



18 

 

 「が」はないですね。 

（倉本教育長） 

 いいですか。スポーツ振興計画の関係もありますので、「が」をのけてということにしま

しょうか。 

（小松委員長） 

 スポーツ振興計画の方は「誰でも」、「いつでも」、「どこでも」、「いつまでも」の順番に

なっていますが。 

（倉本教育長） 

 そうですか。そうしたら市民が生涯を通じて、「誰でも」「いつでも」「どこでも」「いつ

までも」というように考えてみます。 

（小松委員長） 

 その方がいいですね。 

（倉本教育長） 

それでよろしいですか。 

（委員） 

 はい。 

（倉本教育長） 

 ありがとうございます。 

（小松委員長） 

 他には使っていませんか。よろしいでしょうか。 

 ２ページ目に行きます。いいですか。 

 ３ページ目は。 

 １点あるのですが、（３）スポーツ施設の有効活用と整備充実という事で、①スポーツ施

設の耐震化、修繕、改築等の全体計画を検討し、となっているのですけど、ずっときたと

思うのですが、いつまでも検討ということで終わっているのかどうか、何かいろいろな事

が進んだのであれば、もう少し具体的な内容に、いつまでにとか一歩進んだ形にできない

かと思うのですけど。 

（倉本教育長） 

 これは、まだこの段階なのですよね。 

（小松委員長） 

 スポーツ施設の耐震化の目途は。 

（倉本教育長） 

 していないです。全体計画も三野堤外地などもまだ、一歩進みましたけどまだまだです。 

（小松委員長） 

３ページは他にないですか。 

 続いて４ページに入ります。４ページどうでしょうか。いいですか 
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（委員） 

 はい。 

（倉本教育長） 

 毎年、毎年、見直していただいていますので、重点施策は完成度の高い物になってきて

います。 

（小松委員長） 

 ５ページは。 

（前川委員） 

 ５ページの（２）豊かな心を育成する道徳教育の充実というところで、①は体験で②は

道徳教育を充実し、地域ぐるみで基本的生活習慣の確立を図る。というところで、道徳教

育を充実して、道徳心の向上が入っていないので、それを入れたらと思ったのですが。 

（小松委員長） 

 文章としておかしいですね。道徳教育を充実して、生活習慣としたら。 

（倉本教育長） 

 これは、去年直しているところです。 

（小松委員長） 

 文章がこのままだと、意味が通じないので。 

（倉本教育長） 

 地域ぐるみを入れませんかという話だったのでそのまま入れたと思うのですけど。 

（前川委員） 

 道徳心を高めていくというのは事業の大きな大切な事なのでないかなと思うのですが。 

（倉本教育長） 

 これも検討させてもらえますか。道徳心の向上を入れるということで。 

（前川委員） 

 そうですね。 

（倉本教育長） 

 はい。 

（小松委員長） 

 それとですね、（１）の項目に入れたらいいのか（２）にいれたらいいのか、今年は土曜

日授業の件で、土曜日活用をどのようにしたらいいかをいろいろやってきたと思うのです

けど、学力の中で土曜日をどのように活用するかという事を、新年度は入れていた方がい

いのでないかなと、重点項目になるのでないかなと思うのですけど。 

（倉本教育長） 

 土曜日授業ですね。 

（小松委員長） 

 授業まで入れるか、土曜日活用というか。授業外の活用がありますよね。体験学習とか。
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土曜日活用を来年度は重点項目に入れていたらと思うのですが。 

（倉本教育長） 

 これは少し考えさせていただけますか。どこに入れるのがいいのでしょうかね。方向性

が学力の為に授業をやるのか、豊かな心の為にやるのかの基本のところが決まっていない

ので。 

（小松委員長） 

 各学校でどちらでもいいですよという感じで今まできていますよね。 

（倉本教育長） 

 そうですね。（１）か（２）でしょうね。 

（小松委員長） 

 それか次のところで、学校に対する支援活動というのがありますよね。 

（倉本教育長） 

 何ページですか。 

（小松委員長） 

 ６ページか７ページですかね。そのあたりとの関連もでてくるかなと思います。 

（倉本教育長） 

 このあたりとも関連がでてくるかもわかりませんね。 

（小松委員長） 

 重要な問題だと思うので。 

（倉本教育長） 

 はい。少しまた考えさせて下さい。 

（小松委員長） 

 ５ページはどうですか。 

 よろしいですか。 

（委員） 

 はい。 

（小松委員長） 

 ６ページはどうですか。 

 よろしいですか。どうでしょうか。 

 

（倉本教育長） 

 今委員長がおっしゃった土曜日の事は、地域の教育力のところに入れいていた方がいい

かもしれませんね、学力向上よりは。 

（小松委員長） 

 どっちかなと思うのですが、どちらでも関連してくるので。 

（倉本教育長） 
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 少し考えさせて下さい。 

（小松委員長） 

 ６ページの（１）の③でキャリア教育の問題が出てきていましたけど、何か月か前に教

育長の方から、キャリア教育は従来の職業教育とは違います、もっと人生観とか将来どの

ように生きていくかということ、そこまで判断しているということを言われていたと思い

ますけど、現在の文章では職業教育の内容になっているので、キャリア教育という事で、

もう少し幅広い内容がいいのでないかと思います。 

（倉本教育長） 

 これも少し検討させていただきます。 

（小松委員長） 

 それから（２）学校評価システムの③で将来の学校運営協議会の設置を見据えた条件整

備を推進するとなっていますが、これもさきほどと同じでもう少し具体化できないかなと、

どこまで進んでいるかという事によって、文章をもう少し具体的な内容になって変更でき

ないかと思うのですが。 

（倉本教育長） 

 このコミュニティスクールというのを文科省が言っているのですが、なかなか全国的に

広がっていかない。難しいです。地域で学校を運営していくという考えですので、例えば

地域の住民が学校運営協議会というのを作って、学校教育の方針とか人事とかそういうも

のまで口出しをして、学校教育を進めていこうという事です。文科省もいろいろなところ

で試行しているのですけども、人材の問題もありますし、都会的ないわゆるシステムだろ

うと思うのです。三好市ではなかなか厳しいかなと、言わば学校評議制度よりもうひとつ

上のランクの形なので、難しい課題が多いという事なのです。 

（前川委員） 

 地域によっては学校がばらばらになる可能性もありますね。 

（倉本教育長） 

 校長先生は大変になりますよね。 

 今はＰＴＡという組織がありますし、学校評議員制度というのがありますので、活用し

て学校の活性化を図るというのが、三好市の実態から言えばそのあたりがいいのかなと思

うのですけど。これはおいておきますかね。 

（小松委員長） 

 はい。６ページは他にございませんか。 

（前川委員） 

 一番下のＰＴＡ活動のところなのですが、昔は家庭教育学級といってＰＴＡが研修をす

るための講師をよんだり、学校教育についての参加者を集めたりしていたので、それによ

って保護者の方々も、子どもの教育面でこんな問題があるときはこういうふうな親の何が

大事なとかいろいろと学ぶことがあって、今は家庭教育学級というのはあまり聞かないの
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ですけど。 

（倉本教育長） 

 これは生涯学習課の方で、今、家庭教育学級というのを山城がやってるのかな。 

（鈴木課長） 

 はい。やってはいたのですが、家庭教育学級の研究大会というのを。やってたのですけ

ど、もう３年ほど前、委員会が雪とかいろいろな面で開催できない時がありまして、その

時に先生方やいろいろな方が開催が難しいと、その時は旧の山城町内の学校が当番制で事

務局をして、当番で発表をしたりというようなことをやっていたのですが、運営が難しい

からやめたいという事になって、今は凍結しています。その前が東祖谷の方で地域の家庭

教育学級というのをやっていたのですけど、それも補助が終わりまして、その関係でいま

のところできていないというのが現状です。 

（前川委員） 

 講演会の講師さんがなかなか見つからなかったり、いいなと思うと講師料が高かったり、

町村単位では特に難しい事なのですけども、昔は学校単位でやっていただいて、ちょっと

したレベルアップにもなっていたかと思います。 

（倉本教育長） 

 どんなでしょうか。 

（鈴木課長） 

人権教育を実施してはいるのですが。 

（倉本教育長） 

学校単位でするのは難しいかもしれませんね。 

（鈴木課長） 

 それにかわるものではあるのですけど、学校単位で人権講座をやっていただいて、上限

３回くらいですけど、それを参観日とかそういう時に保護者の方と子どもさん等でやって

いただいて、中身は人権でもいいですし、家庭教育でもいいのですけど、そういう講座が

できるようにはしております。それは市内の全校でしております。 

（前川委員） 

 ＰＴＡ活動の中で、人権教育の講演会というと保護者の方は敬遠するのでしょうか。 

（鈴木課長） 

 人権が表に出ないような講演会も多くあるとは思うのですけど。 

（倉本教育長） 

 人権が表に出てなくても、すべての教育は人権教育に結びつきますので、人権教育と銘

を打たなくても学校や連合ＰＴＡ、各旧町村単位で開く研修会などは相談いただければ情

報の提供はできると思いますし、それから講師なんかの紹介についても市の方でできるか

もわかりませんので、おっしゃっていただければと思います。 

（鈴木課長） 
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 青少年センターの方でも家庭の日の普及といって、いろいろ事業をやってはいるのです

が。 

（倉本教育長） 

 そういう制度や事業を活用していただけばいいのはいいのですけど。 

（鈴木課長） 

 ただ対外的にというか、「家庭教育です。講演会に来てください。」というようなアピー

ルはできてないという気が確かにします。家庭教育を前面にだしていいものか、どうして

も社会教育でやりますと学校との兼ね合いがありまして、学校と一体になってやらなけれ

ばいけませんので、そのあたりをどこまで踏み込んでいいのかというのもあります。 

（前川委員） 

 「早寝・早起き・朝ごはん」とかで市の方も力を入れて、学校にもそういうようなこと

がずいぶんと浸透して、ほとんどの学校でアンケートをとったら、家庭の中ででき始めて

いるという事もあるので、親が変われば子どものいろいろな行動も変わるというか、その

親にこういう事のアピールしていけるようなものがあればいいなと思います。現在、一番

大事なのは保護者であり親の教育であろうと思いますので。 

（鈴木課長） 

 委員のおっしゃるとおり、文科省で早寝早起き朝ごはんというのをよく言われて、そう

いう事業をやってくれと、補助事業があることはあるのですが、なかなか我々としても社

会教育と学校教育との兼ね合いがあり、できていないというのはあります。 

（倉本教育長） 

 ＰＴＡ活動の活性化というところを、教育委員会もピーアールをしていかないといけな

いのかな。 

（小松委員長） 

 夏休みに各学校の先生方が集まってする研修会がありますよね。 

（倉本教育長） 

 三好教育研究発表会ですね。 

（小松委員長） 

 酒井勇介先生でしたかね。あの講演なんかはよかったですね。 

 確か研修会の後、三野町でも開催されていました。主催はどこですか。 

（倉本教育長） 

 徳島新聞社が主催ですね。 

（小松委員長） 

 徳新が主催でされて、今日か昨日の新聞でもどこかで開催されたことが出ていましたよ

ね。 

（倉本教育長） 

 東みよし町です。 
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 （森本委員） 

 ３分間で新聞を使った学習をしてという。 

（前川委員） 

 漢字が読めるとか、新聞の内容がわかるとか。 

（小松委員長） 

 寝る前に１０分間を活用しなさいとか、これだけでいいですとか。具体的に一般の家庭

でもすぐ実践しやすい内容で、非常によかったと思います。 

 このページはよろしいでしょうか。７ページに行きます。どうでしょうか。 

 ここの（１）の①、②は統合学校についてですけど必要ないのでないかと、具体的にま

だ東祖谷小・中学校で他に比べて重視しなければいけないことや遅れていることがあるか

ないかはわかりませんが、かなり時間も経っているので①、②については必要ないのでな

いかという気がするのですが。 

（倉本教育長） 

 今年は大野学校が休校になりましたが、次の年の２６年度ももう１校でそうなのです。

東祖谷小・中学校の場合も今年２年目が終わるのですが、話を聞いてみると小学校と中学

校の文化の違いといいますか、これがまだまだすぐにはいかないかなと思っています。特

に今年東祖谷中学校は３年終えられて出られる先生方が多くいまして、やはり人的な環境

整備というかそういうものもありますので、残していた方がいいのでないかなと思います。 

（小松委員長） 

 （２）小学校の統合の推進というところの②で耐震化問題や将来の児童数とありますが、

耐震化問題については必要ないのでは。 

 これは今回いれるかどうか三好市の教育委員会で何も検討していないのですが、他の県

の小規模校でまだ一部の所しかしていないのですけど、無理に人数が少ないからといって

統合するのでなくて、それぞれの小規模校が何校かあるのですけど、その間の連絡をでき

るようにする。例えば、テレビ会議で授業そのものはできないけど、交換会などをしてと

いうふうに統合の難しい所を無理に統合してというのではなく、そういったところは小規

模校としておいて、ＩＴ機器とかそういったことを使って小規模校のデメリットをカバー

するとか、そういうことを何回かテレビで見たことがあるのですが、全国でしているのも

一部だと思うのですが、そういうことを三好市も検討していく必要があるのでないかなと

思います。例えば西祖谷の吾橋小学校は前から言っているように距離的に合併は難しいし、

山城の下名小を山城小までもってくるのは非常に難しいと思いますし、そういったことが

まだまだあると思います。こういう物理的な統合ではなくて、何かそれをカバーできるよ

うなものを考えていく必要があるのでないかと思います。 

（倉本教育長） 

 このところは少し考えさせて下さい。 

（小松委員長） 
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 それから（３）幼・保一体教育の推進の中で①幼稚園・保育所の適正規模・適正配置を

推進するため、就学前教育施設の再編を検討するということで、今回子育て支援の中でも

出てきていましたけど、幼稚園と保育所の一連化を目指していくのは、全く今はないので

すか。枠を越えてまとめていくということは。 

（伊原課長） 

 それは基本的にはあります。認定こども園という形を利用して、制度ができますので、

保育所と幼稚園を一緒にするという方向はあるのですけど、幼稚園の場合は通園しますが、

保育所の場合は車で保護者の方が連れてくるというそういった部分の問題が残っていると

思うのです。幼稚園と保育所が両方、同地区にあればすぐにそれを一緒にするということ

はないかもわかりませんけど、地域でどちらかしかない場合は認定こども園という形で。 

（小松委員長） 

 それはいいですよね。どっちかない所は認定こども園でいいと思いますけど、幼稚園と

保育所が近くにあるのを一つにして、今までは幼稚園は教育委員会かと、国だったら文科

省とかそういったことの枠を越えて、適正な場所に適正に設けるとかそういう事でないの

でしょうか。 

（伊原課長） 

 議題に入っている部分は、例えば西井川保育所と幼稚園が近くにあるので、そこのとこ

ろは議題の一つのテーマに上がっています。ただ現状でどういうふうな形にするかは、担

当部局が子育て支援課と学校教育課と２つになりますので、これはまだ議論中ですけど、

具体的にこうしますというのは決まってないです。西井川が対象にあがっています。 

（倉本教育長） 

 今年、東祖谷が認定こども園になったのかな。 

（伊原課長） 

 はい。 

（倉本教育長） 

来年、西祖谷に認定こども園を作ろうかということで、だんだんとそういう方向へ行って

いるのです。 

（林次長） 

 ２７年４月から三野も今、検討しているみたいです。ということは、今言っている子育

て参画関係で、２６年度に子育てのあり方の計画書を作って、２７年４月から実際に動い

ていきますので、これに 1 つ標準をあわせた形で、三野を２７年４月からという形で進ん

でおります。 

（倉本教育長） 

だから（３）①の再編を検討するはまさにいまやっていっている、できるところからと

いうような状況なのですけど。②はこれで③の預り保育のところは 1 つ解決したのでここ

のところはどういうふうに、一応これで預り保育はどうなのだろうかな、どう変えるかで
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すね。一番は③のところですよね。これも検討させてもらえますかね。 

（小松委員長） 

 ７ページはよろしいでしょうか。 

 ８ページは。 

 （１）については見直しですよね。全面的に３項目とも。 

（倉本教育長） 

 平成２６年度に残っているのですよね、一部。 

（小松委員長） 

 もう予算もついてするだけですから。 

（倉本教育長） 

 そうなのですけど。 

（小松委員長） 

 （１）でみたら残すのだったら③だけで、もう少し幅を広げて入れた方が。 

（伊原課長） 

 事務局とすれば、構造上の耐震化は終わったのですけど、耐震性があると診断されたと

ころでも、窓ガラスとかの飛散防止対策だとか、天井の照明器具の飛散防止とか、そうい

う部分が耐震化工事ができていないところで残されている現状があるのです。これも２６

年度で西井川小学校の大がかりな耐震工事が終わりますが、それ以降に残されたようなと

ころの安全対策というか、今まで構造上の耐震化を進めてきたのですけど、非構造の部分

でまだできていない部分があります。現状では。 

（小松委員長） 

 天井が落ちてくるという事はよくありますし、窓ガラスが割れるという事も。 

 （２）については③給食センターの統合問題を検討するというところで、これも実施に

向けていっているので、表現的には変えていかないといけないですよね。 

（倉本教育長） 

 これも、井川と池田と山城の給食調理場は統合するのですけど、あと下名と三野の共同

調理場が残りますので、まだ統合の問題は残ってはいるのです。いつのタイミングでする

かという話があります。しかし、これも少し見直しがいりますね。 

（小松委員長） 

 ８ページは他にございませんか。８ページよろしいですか。 

（委員） 

 はい。 

（小松委員長） 

 ９ページにいきます。 

 ９ページで、先ほど予算の説明の時にデジタル教科書ということがあったのですけど、

そのあたりの事はよくわからないのですが、大型画面でソフトで教科書の内容とかが映し
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出されるという事ですけど、時々テレビで最新の学校教育のための、大きなところではも

う少し進んだソフトとが、教科書そのものでなく、説明がうまくできないのですが、子供

が非常に理解しやすいとか考えが深めるとかそういったソフトがいろいろと発表されてい

るのですが、今のところそういったことについては検討はないのですか。 

（伊原課長） 

 最初の段階ではデジタル教科書を映し出せるハードの部分が今回は入るのですが、ハー

ドの部分が入れば、基本はデジタル教科書を入れて、映像で問題を紹介するような内容が

かなり盛り込まれます。デジタル教科書以外にも、授業の中で活用する映像とかいろんな

資料が別枠であれば、それを使えるハードはこれで整備できます。もう１つは今、学習障

害などで、自分でノートを整理できない子供さんにがタブレットのパソコンを活用して、

画面上で学習障害をサポートするようなソフトとかハードとかいっぱいでてるようです。

そういったところをテレビに取り上げられているケースがありますけど、全体的にはまだ

そこまではいっていないです。 

（倉本教育長） 

 はっきり言って、ＩＣＴの活用をする先生方には、今言ったようなことができる先生も

いるとは思うのですが、これは少数派なのです。今回の電子黒板とかデジタル教科書を導

入したことで、それをどう活用していくかということですよね。これをどう活用していく

かというところが１つの大きな課題なのだろうと思います。平成２６年度の三好市として

は。どう授業の中へ、もっと具体的数字をあげれば１週間約３０時間の中で、何時間これ

を使う事ができるか、国語の時間が１週間に５時間あり、このうちの何時間使う事ができ

るのかというようなところが、平成２６年度の重点目標でないかと思いますね。 

（小松委員長） 

 教育委員会としては予算をつけてハード面を整備していくという事なのですけど、それ

を使いこなすとか更に教育に、子どものために役立って学力向上とかそういうようなソフ

トだったり、さっきも言われた先生の研修だったりとか、いろんなことが付随してやって

いかないとハードだけ入れたら先生によって上手に使う人もいるし、嫌だなと思う先生も

いるし。 

（伊原課長） 

 そのとおりだと思います。 

（小松委員長） 

 いろいろな課題として残りますよね。こういうふうに使っていくとか充実していくとか。 

（伊原課長） 

 今、辻と池田小学校にデジタル教科書が入っていて、授業展開をしているのですけど、

今の状況でいいますと、入っていない学校の先生がその授業を見に来てこういう授業展開

があるのだなと、うちでもしたいと思っても実際はハードがないものですからできなかっ

たのです。今入っていない学校の先生も、辻とか池田それから東みよし町の授業の展開を
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見てチャレンジしたいということを待っている状況というふうに聞いています。もう１つ

は全部の授業をそれでやってしまうというのでなくて、今までと同じように板書が必要な

ものとか、自分のノートを活用しなければいけないというそういうトレーニングも当然あ

るので、授業のバランスというものが小学校の中では１週間の中でこの時に使うとか、１

ヶ月の中でこう使いたいということを、池小や辻小の授業スタイルを見て真似をしたい、

真似をして子どものこの時間をこれを使うと、だけどそのものがなかったですから、踏み

込むまでいっていなかった部分がありますので、それは新年度で入れば期待ができるので

ないかと思うのです。 

（倉本教育長） 

 ソフトの面も入るのは入るのです。教科が国語と何でしたか。 

（伊原課長） 

 はい。国語、算数、理科、社会です。 

（倉本教育長） 

 これは入るのですよね。 

（伊原課長） 

 はい。 

（倉本教育長） 

 これはうまく使えばかなり、例えば国語でしたら子供がもっている教科書そのまま映っ

て、例えば詩があればその詩の朗読を有名な人が朗読したりしてということができるので

す。かなり指導の幅というかそういうのが広がってくると思います。これをどう活用する

か、最終的には自分の力量の問題になってくると思います。 

（伊原課長） 

 この間、教育長と一緒に辻小学校を見た時は、社会科でお城の修復を紹介していました

が、漆喰を見せるのですが、漆喰という言葉で説明してもなかなか難しいけれども、お城

の姫路城の漆喰職人の人がいて、漆喰というものはこういうもので、こういうふうにして

というような映像で見せることがなかったら、子どもが理解ができないような状態でも、

姫路城を修復していくのに、漆喰の技術がどういうようなものかという事を映像と、漆喰

職人の人が自分で語っているというのが映像で出てくるのです。それを今までのように写

真１枚で先生が表現するとなると、なかなか難しところかなと思うのですけど、動きで画

像で出ますので、そういうのを見ていたら子どもにとっても非常に興味深く見れるような

感じがしました。 

（倉本教育長） 

 またここは谷教育委員さんに聞いてみましょうか。 

（小松委員長） 

 これで終わりですかね。９ページで何かございませんか。 

（委員） 
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 はい。 

（倉本教育長） 

 いろいろと目を通していただいてありがとうございます。３月に訂正を出してみたいと

思いますので、よろしくご協議ください。 

（小松委員長） 

 そうしましたらこの項目はこれでよろしいでしょうか。だいたいそういった内容で見直

しを、あと事務局の方で内容をまたエドバイザーの先生方から見直しがあるかと思います

のでお願いします。 

 次に議題⑧三好市立幼稚園、小学校、中学校の卒業式、入学式等の日程についてという

事でお願いします。 

（伊原課長） 

 みなさんの日程をお聞きして、表の通り各小学校、中学校、幼稚園の卒業式の出席に委

員のお名前を入れさせていただいておりますので、よろしくお願いしたと思います。それ

からもう１つ、年度初めになりますが毎年行われています、今回は新年度４月３日の予定

であります徳島県内の市町村教育委員会の連絡協議会の日程が決まっていますので、ご案

内させていただいております。特に卒業式については、都合が悪くなったとかございませ

んでしょうか。 

（委員） 

 行けます。 

（倉本教育長） 

 大野小学校の休校式には我々教育委員もできれば行っていた方がいいのですけど、他の

学校の卒業式がありますので、そういうわけにいきませんのでご了解をしていただいたら

と思います。 

（小松委員長） 

 卒業式はこの日程と、この出席者でお願いします。 

（伊原課長） 

 はい、宜しくお願いします。 

（倉本教育長） 

 祝辞については、今度の臨時教育委員会の時にお渡しできるようにしておきます。よろ

しくお願いします。 

（小松委員長） 

 議題⑨その他がありますが。 

（鈴木課長） 

 １点よろしいでしょうか。お手もとの方にこういった資料をまとめているのですが、２

６年度地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体制等構築事業で、実は昨年か

ら言われています全国の土曜日の学習授業という事で、今年度文科省の方が始めた補助事
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業であります。内容はご存知の通り土曜日の授業に向けての取組の一環で、文科省からの

方策というか手立てで、全国的にこうやってしたらどうですかと、土曜日に授業ができや

すいのでないかというような流れでないかなと思っております。とりあえずこれは３月４

日とかはとても無理なのですけど、このページ６ページの中ほどを見て頂けたら詳しくわ

かるのですけど、土曜日の教育活動推進プランというのでその下の平成２６年度概算要求

のポイントというところで、土曜日授業推進事業で１億円、②の地域の豊かな社会資源を

活用した土曜日の教育支援体制等構築事業に１３億円という事になっております。この１

３億円が全国の都道府県あるいは市町村で行う土曜日授業の教育支援体制を補助金として

交付しますよというお話だと思うのです。 

基本的には学校が主体になってする土曜日開校授業もあるだろうし、ここに書いてあり

ますように学校外のところが主体になって、地域の方が主体になって土曜日の学習授業を

するというようなことができるのでないかという事で、文科省がいろんな提案というかサ

ンプルを作って、こんな補助事業をするのでやりませんかというお話でございます。 

９ページ以降がだいたいそういうので今までのモデル事業でやった案をいくつか書き出

しているみたいです。１３ページの大分県豊後高田市
ぶ ん ご た か だ し

の取組事例で、これはたぶん地域の

方が主体になってやっているようなのです。ですから、土曜日の授業を開校しているのは、

学校授業として開校しているのか、地域の一つの総合学習的なプランの授業としているの

かというようにいろんな授業形態があります。その中から皆さんの地域にあった実情でや

ったらどうですかというのが一つの提案だと思われます。 

これは今年度から始まっておりますので、たぶん徳島県下ですぐに手をあげて「はい」

というところはないと思うのですけど、もしかしたら１つや２つはあるかもしれませんけ

ど、成果などを参考にしていただいて、今後の三好市の土曜日の開校授業のあり方の検討

の一つの参考になるのでないかという事です。とりあえず文科省もこの事業に本腰を入れ

てきたという事が補助事業でわかるのでないかと思うので、提案と言いますかお知らせさ

せていただいたので、御検討してみて下さい。２６年度からこれでするという話ではあり

ません。とりあえずこういうお話がありますよという事で理解いただきたいと思います。

参考にしていただいたらと思います。 

（倉本教育長） 

 土曜日授業は市町村教育委員会に任されているわけですので、我々としてはいつからや

るかという事が、一つ大きな協議事項となります。それから、どういう内容にするか、８

ページを見て頂いたらわかりますが、土曜日の教育活動について３つあります。土曜日授

業は、国語や算数、数学などを全員参加してする土曜日授業。学校が主体となってするけ

ども、例えば東かがわ市がしていたように希望者だけを集めてする授業。３つ目に土曜日

授業というのは、学校以外が主催する体験学習や自然体験とかそういった、教育委員会と

かＮＰＯとかあるいは地域の人とかが主体となるような授業。というような３つになりま

す。 
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三好市の教育委員会としてはこれをどういうふうに、この中のどれをするのか、また学

校の要望や希望なども踏まえながらやっていく必要がある。教育委員会がこれをやりなさ

いというよりも学校側がこういう形でやっていきたいというのを、教育委員会が後押しを

するのが一番いいのかなというふうに思っております。そのあたりも一応お考えをいただ

いていたらいいかなと思います。 

（前川委員） 

 ２６年度から土曜日授業を始めるという事にはなっていかないのでしょうか。 

（倉本教育長） 

 三好市はまだ準備不足で、徳島県内では石井町が実施すると言っていますので、２６年

度から始めるのは少なくても１町か２町はあると思います。三好市は２７年度くらいが精

一杯かなという気がしますけど、少しこういう方向性を早いうちに出して、学校訪問の時

にでも学校の意見を聞いてみて、これをどういうふうにするのか、どういう授業をするの

か考えていかないといけないですね。 

（小松委員長） 

 先月の校長先生との意見会をふまえても、学校に全面的に任せますよというとたぶんや

らないという事で、美馬市もしたり東みよし町もしたりするとそれならやりましょうかと、

どちらかと言えばその程度だと思うので、教育委員会として例えば２７年度からやりまし

ょうとかなり強い意志を出していかないと進んでいかないと思うのですね。まずは教育委

員会としては２７年度実施という事でやりましょう、実施についてはかなり強い内容を出

していかないといけないですね。そこの中で学校と話をして、授業でするのか体験学習的

なものでするのか、もっと地域の人を主体的にやってもらうのかそういうところは学校と

の話し合いの中で、各学校によっても違うと思うので、そういうおおまかな２７年度初め

から実施するということを前提にして、その程度の枠組みは教育委員会で出していかない

といけないのかなと思います。 

（倉本教育長） 

 これはある学校はやりますが、ある学校はやりませんというわけにはいかないと思いま

す。市町村教育委員会で決めるので、月、例えば１回または２回の土曜日授業をしますと

いうとやらなければいけないので、内容については学校に任せてもいいかなと思うのです

けど。やるかやらないかは教育委員会で決めないとだめですよね。１学期の終わりか２学

期の初めくらいまでには、いつからやるかというくらいは決めないとだめでしょうね。学

校も準備とか考える時間がいると思いますので。またこれは宿題という事でお願いします。 

（小松委員長） 

 もう一度くらい研修に行ってもいいのかなと思うのですけど。 

（倉本教育長） 

 今年は予算がとれてないですよね。 

 豊後高田市といったらどれくらいかかるのかな。 
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（伊原課長） 

 交通費は公用車で行けばそれほどかからないと思います。 

（倉本教育長） 

 宿泊費が必要ですね。日帰りは無理ですよね。 

（伊原課長） 

 日帰りはちょっと厳しいです。 

（倉本教育長） 

 事務局の方でまた考えてみますか。 

（小松委員長） 

 その他は以上ですか。 

（伊原課長） 

 はい。 

（小松委員長） 

それでは今月の定例会を以上で終わります。お疲れ様でした。 

 

以上 

 

 


