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 平成２６年１０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１０月２０日（月）    三好市教育委員会１Ｆ 中会議室 

                                       

    開 会   午後１４時００分 

                                        閉 会   午後１５時１０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）委員を除くほか、議場に出席した者の氏名 

        ▼出席職員 

        教育次長                松丸 忠仁 

          学校教育課長               東口 栄二    

        生涯学習・スポーツ振興課長       鈴木 良英 

文化財課長                中岡 久雄 

        教育指導主事               喜多 雅文 

        池田学校給食センター所長       内田 妙子 

 

（４）傍聴人 

        ▼傍聴人                ０名 

 

 

◆小松委員長 

 ただいまの出席委員は５名であります。定足数を満たしておりますので、ただいまから平成２６年三好市

教育委員会１０月定例委員会を開催したいと思います。 

 これより本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布いたしました議事日程の通りでございま

す。 

 

（５）議事録署名者の指名 

森本 久美子委員 

◆小松委員長 

 初めに議事録署名者を決定いたします。議事録署名者は例月通り、森本委員さんにお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

続きまして報告事項に入ります。最初に教育長から諸般の報告をお願いします。 

 

（６）報告事項 

◆倉本教育長 

 では３ページをご覧ください。１０月１日から、県教育委員会と共に学校訪問を開始いたしました。１日

は三野中学校、２日は東祖谷小中学校と、１０月はほぼ学校訪問に終始しておりますので、会などへの出席
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は非常に少なくなっております。続いて６日から９日までは政友小学校から檪生小学校、１６日は王地小学

校と芝生小学校と学校訪問を行いました。来週には井川町の４校と箸蔵小学校、池田中学校の学校訪問を行

う予定です。 

 １０月１４日から１５日まで、大分県別府市で全国市町村教育委員会研究協議会が開催され、前川委員さ

んと東口課長と私の３人で出席をいたしました。協議会のテーマはグローバル人材育成、土曜授業、全国学

力テストの３つでした。 

 １０月１７日、学術・文化学会があり、山城町の大日孁（おおひるめ）神社、井川町の今宮神社と馬岡新

田神社の現地で勉強させていただきました。 

 また、そこに記載している通り、庁議には松丸次長、三好少年野球大会には鈴木課長に代理で出席してい

ただきました。 

 続きまして、行事予定にまいります。１０月２３日に全国社会教育研究大会がございます。教育委員の研

修ということで、都合のつく方はご出席ください。 

 １１月１日、総合体育館で、絵本の読み聞かせ講演会があります。１１月３日に人形浄瑠璃公演が同所で

開催されます。 

 １１月６日、市町村教育委員会研修会が総合教育センターであります。これは、例年行われている研修会

です。 

 １１月７日、郡市の小学校教育研究大会が、東祖谷、白地小、芝生小でそれぞれあります。それに併せて、

県のへき地教育振興会の視察が東祖谷小中学校で行われます。同日、市民大学講座があり、私はそちらへ参

りますので、県へき地教育振興会視察に関しては、教育長代理として谷委員さんに行っていただきたいと思

います。もし、都合がつけば各委員の皆様も、各研究大会へ出席していただけたらと思います。 

 １１月９日、市の社会福祉大会がございます。これはご案内が行っているかと思います。 

また１１月１２日は、昼間小学校で三好郡市人権教育研究大会があります。 

 １１月１７日に三好教霊祠祭が東みよし町出雲神社でありますが、私が出席できませんので、小松教育委

員長のみの出席となっております。 

 １１月１８日、市長・教育委員会意見交換会が１３時から１時間ほどで予定しております。その後、１４

時から１１月定例教育委員会をさせていただきたいと思います。 

◆小松委員長 

 教育長より日程の説明などがありましたが、１点付け加えさせてください。１１月１２日に小学校の郡市

人権教育研究大会がありますが、７日に同じく郡市人権教育研究大会の中学校の大会があります。 

◆倉本教育長 

 中学校のほうもありましたね。私のミスで落ちていました。１１月７日に中学校の郡市人権教育研究大会

が井川中学校でございます。 

 

（７）承認事項 

◆小松委員長  

 それでは次に、平成２６年９月定例会議議事録の承認に移ります。 

 

 （議事録の誤字修正のため省略） 

 

◆小松委員長  

 それでは議事録はこれで終わります。次に議事に入っていきます。 

 

（８）議 案 

第２６号 三好市立学校管理規則の一部改正について 
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第２７号 三好市立幼稚園管理規則の一部改正について 

第２８号 三好市立小学校及び中学校への就学予定者の学校指定に関する規則の一部改正について 

第２９号 三好教育振興計画策定に関する要綱の一部改正について 

 

◆小松委員長 

以上についてを議題といたします。関係部局から説明をお願いいたします。 

◆東口課長 

議案第２６号“三好市立学校管理規則の一部改正について”です。これにつきましては、土曜授業及び長

期休業日の短縮に伴いまして三好市立学校管理規則の一部を改正するものであります。 

第１０条の（４）の学年始休業日を４月１日から４月７日だったものを一日短縮いたしまして、４月１日

から４月６日までと改めます。また、（５）夏季休業日８月３１日までを８月２６日までと改めます。（６）

冬季休業日１月７日までを１月６日までと改めます。 

また、新たに２項といたしまして、“学校教育法施行規則第６１条ただし書の規定により、教育委員会が別

に定める土曜日に授業を行うものとする。”といたします。次の５ページに学校教育法施行規則の抜粋を載せ

ております。その第６１条で、公立小学校における休業日が挙げられていますが、ここにある通り、“ただし、

第三号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める場合には、この限

りでない。”とありますので、このただし書の規定により、教育委員会が別に定める土曜日に授業を行うもの

とするという文言を入れました。この学校教育法施行規則の第６１条は小学校についての記載となっており

ますが、第７９条に中学校に関する同項目があり、第６１条の小学校に準用するとありますので、以上の文

言だけで小学校も中学校も網羅すると考え、“第６１条のただし書の規定”とさせていただいております。 

施行期日につきましては、附則の第３項に“この規則は、平成２７年４月１日から施行する。”と規則を改

正いたします。よろしくお願いします。 

◆倉本教育長 

三好市立学校管理規則の改正後の第１０条第２項に“教育委員会が別に定める土曜日に授業を行う”とし

ていますが、５ページの学校教育法施行規則の第６１条の第３項にある“学校教育法施行令第二十九条の規

定により教育委員会の規定により教育委員会が定める日”では規定されないのでしょうか。 

◆森本委員 

 土曜日授業の規定が、管理規則の第６１条第３項で規定できるのではないかということですか。 

◆東口課長 

まず第６１条自体が休業日を規定するものであり、第３項は、国民の祝日と、土曜日・日曜日以外で“二

十九条の規定により教育委員会が定める日”を休業日とすることができるという意味になります。 

◆松丸次長 

土曜日に授業をするために、前回の要綱で実施日を定め、尚且つ校長が変更することも可能という事にし

ていますので、こういう表記になります。 

学校教育法施行規則の第６１条は、学校の休業日に関する規定です。授業日に関しては、ただし書にある

“地方公共団体の教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない”という文言で、教育委員会が土曜日

に授業を行うことを規定しています。尚且つ要綱で、第何週の何曜日として、また校長が変更できるように

しております。管理規則で明確に第何週の第何曜日と指定してしまうと、動かしづらくなってしまいますの

で、そのようにしております。 

◆東口課長 

学校管理規則第１０条の（１）～（３）を（略）としていますが、これは国民の祝日と土曜日と日曜日が

休業日であるという旨がかかれております。 

◆松丸次長 

休業日を定めておいて、その第２項で土曜日にも授業を行うということを規定しています。 
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◆小松委員長 

第２項の文言ですが、ここの休業日の項目の第１０条に入れるほうがいいのですか。 

◆松丸次長 

この１０条は休業日を定めていますので、その休業日を休業日ではないようにする特例ですので、休業日

のところで規定したほうがいいのだろうと思います。 

◆小松委員長 

授業そのものや登校日、休業日については、この前までの定例委員会において決まりました。今回は条文

としてどう表すかということですが、いかがでしょうか。 

◆谷委員 

私の認識不足でしたらすみません。土曜日授業の一環として、長期休業日を減らすことが決定し、その内

容がどういったものかという認識がなかったのですが、夏休みを５日、冬休みと春休みを 1日ずつ減らすこ

とで決定なんですね。 

◆倉本教育長 

 そうです。 

◆小松委員長 

他市町村では春休みは実施しないという話もありましたが、過去の会議の中で、夏休み、冬休み、春休み

に実施するとしておりましたので、この内容で決定となります。 

◆谷委員 

それに関する要綱は出ていましたか。 

◆倉本教育長 

要綱は別に定めるとしてあります。 

◆小松委員長 

前に、実施日を稼働日に行うのか、暦通りに行うのか、どちらなんですかとお聞きしたら、暦の通りです

とことでした。実際はどうなりますか。 

◆松丸次長 

長期休業日の短縮で、実際に来年度の授業可能時数日を計算いたしましたが、来年度は 3日しか増えてお

りません。今まで授業日数が１９９日くらいで、少ない時は１９８日くらいなのですが、来年度の授業に数

と長期休業の短縮日を合わせても、２０２日で、土日や祝日の関係もあり、３日分しか授業日数は増えてお

りませんでした。 

◆小松委員長 

他にありませんか。 

◆委員一同 

ありません。 

◆小松委員長 

では、原案の通り可決という事でよろしいでしょうか。本案については、原案の通り決定することを可決

いたしました。 

では続きまして、第２７号議案、“三好市立幼稚園管理規則の一部改正について”を議題といたします。

関係部局から説明をお願いいたします。 

◆東口課長 

議案第２７号ですが、幼稚園につきましても、小学校と同じく長期休業日の短縮を図っていこうというこ

とで、同じように、学年始業日の４月７日を４月６日までとし、夏季休業日８月３１日までを８月２６日ま

で、冬季休業日１月７日までを１月６日までと改めるものです。 

また第８条第２項の“教育時間終了後に引き続く保育(以下「午後保育」という。)”の文言ですが、来年

度から実施される子ども子育て支援法の政策に基づきまして、「午後保育」という文言は全て「預かり保育」
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という文言になりますので、“教育時間終了後に引き続く保育及び長期休業中(学年始休業日、夏季休業日、

冬季休業日、学年末休業日)に保育(以下「預かり保育」という。)”に改めます。その次の第３項も、午後保

育を預かり保育に改めます。 

第１１条については、現在の役職にそぐわない部分がありますので、ここを改めます。“副園長、園長補佐

及び用務員を置くことができる。”を、“次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の相当

右欄に掲げるとおりとする。”とし、副園長、主幹、園長補佐、主査、係長、主任、用務員という職に定義し、

第２項と第３項は削除いたします。 

そして、第１３条の職員の出張ですが、“職員の出張は、園長が命ずる。”だけだったものを、その後に“た

だし、県外出張が引き続き１箇月以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。”

と加え、第２項“前項の規定にかかわらず、園長の四国外の県外主張は、教育委員会の承認を得るものとす

る。”、第３項“職員は、出張から帰任したときは、直ちに園長に口頭をもってその概要を報告するとともに、

週休日、休日及び代休日を除き、５日以内に復命書を作成して、これを提出しなければならない。ただし、

園長の承認を得たときは、復命書の提出を省略することができる。”という文言を新たに付け加えます。 

また附則に、“この規則は、平成２７年４月１日から施行する”といたします。 

◆小松委員長 

関係部局から説明がありましたが、質疑はございませんか。 

幼稚園には、土曜授業に相当するものは無いということですね。 

◆東口課長 

幼稚園において、今のところ土曜授業は考えておりません。 

◆小松委員長 

長期休暇を小学校と合わせるというのは、どういうことでしょうか。 

◆東口課長 

併設園が多いため、例えば小学校に在学している兄や姉が８月２７日には登校しているのに、妹や弟は家

で休みだというのは、保護者や家庭のほうでも不都合があるだろうということで、幼稚園も同じく長期休業

日の短縮を行うと、改正のご提案をさせていただきました。 

◆前川委員 

改正後にある第８条第２項の長期休業中の保育に関しても、午前も午後も預かり保育と同じような形です

るという意味が含まれているのでしょうか。 

◆東口課長 

実際に池田幼稚園で、長期休業日中に午前中から預かり保育を実施しています。 

◆前川委員 

先生方の勤務は問題ないですか。人数が少ない中で夏季休暇を取ることに支障はないのでしょうか。 

◆東口課長 

長期休業日中も、基本的に職員は勤務日です。また管理規則を改正するにあたりまして、幼稚園の先生方

にも説明をしております。 

◆小松委員長 

他に質疑はございませんか。 

◆倉本教育長 

第８条の第４項と第５項は、省略するのですか。 

◆松丸次長 

その項目は削除し、預かり保育として１つの要綱にして出す予定です。今は、午後保育と預かり保育とで、

別々の要綱になっておりますので、１つの要綱にまとめて出すことになります。 

◆喜多指導主事 

１つよろしいですか。先ほどの前川委員さんの質問と関連するかもしれませんが、長期休業日の何日かを
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幼稚園も授業日とすることになる訳ですが、本来、休業日だった期間も「預かり保育」とされるのでしょう

か。 

◆松丸次長 

いえ、授業日ではなく職員の勤務日ということです。例えば、８月の２７日から３１日までは授業日にな

ります。この２項の規定というのは、長期休業中に預かり保育を行うことができるということです。 

◆喜多指導主事 

わかりました。 

◆小松委員長 

この新しくつけられた第１３条は、何かあったためにできたのでしょうか。 

◆松丸次長 

学校管理規則で掲げられていたものが、幼稚園管理規則では掲げられておりませんでしたので、学校管理

規則と同じようにさせていただきました。 

◆小松委員長 

本案について、原案の通り決定することにご異議ございませんか。 

◆委員一同 

異議ありません。 

◆小松委員長 

無いようですので、原案の通り可決いたします。 

続きまして第２８号議案に入ります。“三好市立小学校及び中学校への就学予定者の学校指定に関する規

則の一部改正について”を議題といたします。関係部局から説明をお願いいたします。 

◆東口課長 

この議案につきまして、先だって決定をいたしました、川崎小学校休校に伴う指定学校の変更と共に、佐

野小学校の指定校を池田小学校と白地小学校とに変更いたしました。また、改正前は佐野小学校が休校で学

校名が残っておりましたが、今年、廃校いたしましたので、池田小学校と白地小学校のそれぞれに佐野小学

校の校区を挿入いたしました。 

詳しくご説明いたします。まず施行期日として、附則の第３項に“この規則は、平成２７年４月１日から

施行する。”とします。 

池田小学校について、旧池田町の校区は字名で記述しそれ以外は自治会名で記述しており、佐野小学校の

校区として、自治会名の馬場中央の次に、“林、和田、宮、中央、中西、上、高毛、沼谷、大宗、有安、境谷”

を挿入いたします。１１ページの白地小学校につきましても、同じように最後のほうに佐野小学校の校区を

挿入いたします。また、白地小学校の本来の校区に“光陽台”自治会がございますが、これまでこの自治会

名が抜けておりましたので、今回、ここに付け加えさせていただきました。 

１２ページ、川崎小学校の備考欄に“平成２７年４月１日から休校により指定学校を白地小学校又は池田

小学校とする。”といたします。川崎小学校はまだ休校ですので、この項目は残します。 

山城小学校につきましても、“重実・殿野・白川口、川口”を入れます。これは旧河内小学校区です。この

“重実・殿野・白川口”ですが、これで１つなんですか。 

◆鈴木課長 

そうです。昔から郵便局の配達の関係で、殿野と白川口は局が違います。白川口は大野郵便局管内ですが、

殿野は川口郵便局管内です。少しややこしいですが、行政地番では国政と重実だけです。 

川口というのは、今はあるのですが、もともとはありませんでした。引地分になります。白川口という行

政区も今は作られていますので、より細かくという意味では、これでよいかと思います。 

◆東口課長 

また、同じく政友小学校区について、“脇”が漏れておりましたので入れております。 

それから１３ページの下名小学校ですが、“南日浦・境谷、下名団地”が抜けておりましたので、これも挿
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入していたします。 

１４ページの東祖谷小学校の最後、名頃の次の“深渕”が抜けておりましたので、入れております。また

“菅生日浦中”の字が竹冠の“管”だったものを、草冠の“菅”に直します。他の菅生の字は合っていたの

ですが、これだけが間違っておりましたので訂正いたします。 

◆倉本教育長 

名頃もおかしいですね。そんな地名は本来無いのですが、地名の中に入っています。 

◆松丸次長 

地名も自治会名も通称もすべて、混ぜて書かれております。 

◆小松委員長 

他に質疑はありませんか。では誤字の訂正をし、原案通り決定することにご異議ございませんか。 

◆委員一同 

異議ありません。 

◆小松委員長 

異議なしと認めまして、議案第２８号を原案通り決定いたします。誤字の修正だけ、お願いします。 

 続きまして、議案第２９号“三好教育振興計画策定に関する要綱の一部改正について”を議題としたしま

す。説明をお願いします。 

◆東口課長 

要綱の第７条第３項の“副委員長は、教育総務課長をもって充て”とありますが、組織の名前が変わりま

したので、“学校教育課長”に訂正いたします。 

第９条“総務部会、学校部会”としてありますが、学校教育課のみになりましたので、“総務・学校部会”

とし、生涯学習部会の後、新たに文化財課が創設されておりますので、“文化財部会”を加えました。第２項

に“総務部会は教育総務課長、学校部会は学校教育課長”としておりましたが、これを“総務・学校部会は

学校教育課長”と訂正いたします。また“生涯学習部会は生涯学習課長をもって”を、“生涯学習部会は生涯

学習・スポーツ振興課長、文化財部会は文化財課長をもって”と訂正いたします。 

附則の告示を要綱に訂正し、施行期日に“この要綱は、平成２６年１０月２１日から施行する。”と付け加

えさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

◆小松委員長 

ただいま、関係部局から説明がありましたが、何か質疑はございませんか。 

総務・学校部会は、学校部会だけではいけないのでしょうか。 

◆松丸次長 

基本的に、学校教育だけではないといった意味合いで残させていただきました。 

◆森本委員 

生涯学習部会が生涯学習・スポーツ振興課長というのは、課の名前が変わったということですか。 

◆松丸次長 

そうです。 

◆小松委員長 

改正前は告示で、改正後は要綱と訂正されていますが、何か意味があるのですか。 

◆松丸次長 

これは要綱ですので、もともと間違って告示とされていましたので、訂正いたしました。 

◆小松委員長 

今回の訂正は、組織変更に伴う訂正だけですね。中間年度で見直しするというのは、今回は見送るという

ことでしょうか。 

◆松丸次長 

いえ、見直し作業を進めるための第１歩としてお願いしております。この教育振興計画が平成２１年から
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の１０年計画で、今年は５年目となりますが、５年で見直すという規定があります。本来であれば今年中に

見直しをする予定でしたが、スケジュールが間に合わず、２７年の６月を目途に見直しを進めたいと思って

おります。できれば来月辺りに審議会の委員を承認していただきたいと考えております。 

また今年度中に２回ほど、審議会を開いて来年の６月くらいに方針をいただき、教育員会でご承認いただ

くという流れを考えております。できれば、次の委員会にスケジュールと審議委員さんをご提示いたしたい

と思います。 

◆小松委員長 

どうでしょうか。異議ございませんか。 

◆委員一同 

異議ありません。 

◆小松委員長 

異議なしということですので、本件については、原案の通り決定いたします。 

それでは、１０月の定例委員会を終了いたします。大変お疲れ様でした。 

 

 

 

 

以上 

 


