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 平成２７年 5 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２７年５月１３日（水）     三好市教育委員会１Ｆ 中会議室 
                                    

      開会   午後１５時００分 
                                      閉会   午後１６時４５分 
 
（２）出席委員の氏名 
       委 員 長   小松  正       委員長職務代理者   谷   敏司 
       委    員  前川  順子         委    員      新久保 由美子 

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       近藤 一樹 

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 
 
 
◆東口課長 
  ただいまから平成２７年三好市教育委員会５月定例委員会を開催したいと思います。 
  最初に教育委員会委員の任命について、ご報告申し上げます。新久保由美子教育委員におかれま

しては、平成 27 年三好市議会２月定例会議において、教育委員会委員の任命にかかる議案が可決さ

れました。そして先ほど市長より任命書の交付が行われ、本日から教育委員会委員として、教育行政

の推進についてご尽力いただくようになりました。任期につきましては、平成２７年５月１３日から

平成３１年３月３１日まででございます。よろしくお願いいたします。 
 続きまして、教育委員会議事進行について、本来であれば委員長にお願いするところでございます

が、委員長及び委員長職務代理者が平成２７年５月１２日をもって１年の任期を満了しました。その

ため、現在委員長及び委員長職務代理者が不在となっております。つきましては、本日の定例委員会

で教育委員会委員長及び委員長職務代理者の選任についてご審議いただきたいと思います。選任にか

かる議事進行につきましては、委員長が選任されるまでの間、松丸教育次長に仮議長を勤めさせてい

ただきたいと考えておりますが、委員の皆様よろしいでしょうか。 
◆委員一同 
 はい。 
◆東口課長 
それでは、松丸教育次長よろしくお願いします。 
◆松丸次長 
 それでは、委員長決定までの間、議長を務めさせていただきます。 
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 まず、教育委員会委員長の選任についてですが、教育委員会委員長につきましては地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第１２条に「教育委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければなら

ない。」となっております。また三好市教育委員会会議規則第２条第１項では「委員長の選挙は、会議

において無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。」と規定されてお

ります。また、同条第２項では「教育委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指

名推薦の方法を用いることができる。」と規定されています。委員の皆様からご意見がございましたら

お願いしたいと思います。 
◆委員一同 
 指名推薦でお願いします。 
◆松丸次長 
 はい。指名推薦でというご意見がございましたので、他にご意見がなければ指名推薦としてよろし

いでしょうか。 
◆委員一同 
 はい。 
◆松丸次長 
 それでは、指名推薦ということに決します。委員の皆様から、委員長のご推薦をお願いいたします。 
◆谷委員 
 ぜひ引き続き、小松委員にお願いしたいと思います。 
◆松丸次長 
 引き続き、小松委員に委員長をしていただきたいという推薦がございました。他にご異議ございま

せんでしょうか。 
◆委員一同 
 ありません。 
◆松丸次長 
 異議なしということでございますので、小松前委員長に引き続き委員長職をお願いしたいと思いま

す。小松委員長におかれましては、就任にあたりご挨拶をいただき、以後の議事進行につきましてよ

ろしくお願いしたいと思います。 
◆小松委員長 
 引き続き、委員長という大役を仰せつかりました。実力不足は重々承知しています。どうぞ、皆様

のご協力を得て１年間精一杯やらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 
 それでは、ただいまから議事進行を担当させていただきます。 
 最初に “委員長職務代理者の指定”を議題といたします。三好市教育委員会会議規則第３条で「委

員長職務代理者の指定は、第２条の規定を準用する。」となっております。いかが取り計らいましょう

か。 
◆委員一同 
 推薦指名でお願いします。 
◆小松委員長 
 どなたかご推薦いただけます。 
◆前川委員 
 谷委員を推薦いたします。 
◆小松委員長 
 谷委員でご異議ございませんか。 
◆委員一同 
 はい。 
◆小松委員長 
 それでは、谷委員を委員長職務代理者として指定をしたいと思います。よろしいでしょうか。 
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◆委員一同 
 はい。 
 
（５）議事録署名者の指名 

谷 敏司 委員 
◆小松委員長 
 続いて議事録署名者を決定いたします。議事録署名者は委員長職務代理である谷委員にお願いした

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 
 行事一覧表をご覧ください。今回は４月定例教育委員会との期間が短く、報告事項が少ないですが、

主なものを報告させていただきます。 
 ５月１日、西祖谷中学校でチェーンスクール事業の協議をいたしました。県の事業の内定をいただ

いたので、檪生小学校、吾橋小学校、西祖谷中学校の３校と事務局でどのように進めていくか協議い

たしました。 
 ５月８日、新居浜市で四国都市教育長連絡協議会がありました。松丸教育次長、東口学校教育課長

と３名で参りました。議題内容は昨年度と本年度の事業関係、予算関係等でした。また、毎年各県か

ら１つずつ議題を挙げ、各県の取り組みについて情報交換を行っております。今年は、徳島県からは

いじめ問題の道徳化、他県からは教員の人材育成、教職員の校務の削減、放課後子ども教室の設置、

また、総合教育会議の開催について質疑がありました。協議の中で参考になったのは、総合教育会議

を年度当初、予算絡みで１０月頃、教育委員会評価の関係で２月か３月頃と３回開くという報告があ

りました。 
 ５月９日、土曜授業が開始され、松丸教育次長、東口学校教育課長、喜多指導主事の４名で３校ほ

ど視察に参りました。皆、それぞれ一生懸命に取り組んでいただいており、子どもたちも元気いっぱ

い勉強しておりました。やはり、三好市の先生や子どもたちは素晴らしいと思いました。 
 ５月１３日、市長室で新久保教育委員の任命書の交付式がありました。 
 続きまして行事予定ですが、５月１５日、退職校長会５０周年記念式典が開催されます。 
 ５月１６日、土曜学習を９時３０分より開始いたします。最終的に、英会話教室が２９名、絵画教

室が１７名となりました。また、ボランティアの方もお世話いただくということで、ありがたく思っ

ております。 
 ５月１８日・１９日、毎年行っている県教育委員会のヒアリングがあります。 
 ５月２２日、総合体育館で池田町戦没者追悼式があります。 
 ５月２５日・２６日・２８日、三好市教育委員学校訪問があります。 
 ５月２７日、チャレンジデーです。市内一円で実施されます。教育委員の皆様もご参加をよろしく

お願いします。 
 ６月６日、午前中、人権教育推進協議会の総会がございます。 
 同日、１３時３０分より、市民大学講座が行われます。講師は戦場カメラマンの渡部陽一さんです。 

６月２３日、１４時より定例教育委員会を予定しておりますが、議会の日程が５月２１日に決まり 
ます。議会の日程と重なってしまう場合、定例教育委員会の日程を変更させていただくことになると 
思います。以上でございます。よろしくお願いします。 
◆小松委員長 
 ただいま教育長から報告ありました件について、ご意見、ご質問ございませんか。 
 補足ではありませんが、土曜授業の視察に行き、王地小学校はケーブルテレビが取材に来ており、
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今週か来週の土曜日に放送されるとのことでした。 
◆前川委員 
 池田中学校の土曜授業に講師として参加した方が、教える側もとても気持ち良かったと言っておら

れました。 
◆倉本教育長 
 授業内容の約６割が教科の授業、約４割が総合学習などの授業をしたようです。 
◆小松委員長 
 ５月２７日、総合教育会議についてはどうなりますか。 
◆松丸次長 
 総合教育会議を市長より５月中に開くように指示がありました。教育委員の皆様の日程を確認し、

都合が悪い場合は変更させていただきますが、教育委員の皆様の都合がよろしければ、５月２７日、

１５時３０分からお願いできたらと考えております。 
◆小松委員長 
 いかがでしょうか。 
◆委員一同 
 大丈夫です。 
◆小松委員長 
 報告事項については以上で終わりたいと思います。 
 

 
（８）議   案 

  第 ２  号 三好市伝統的建造物群保存地区保存審議委員の委嘱について 
  第 ３ 号 三好市立中学校部活動支援事業実施要綱の改正について 
  第 ４ 号 三好市東祖谷郷土文化保存伝習施設の一部占用について 
  第 ５ 号 平成２８年度使用中学校教科用図書採択協議会委員の委嘱について 
 

◆小松委員長 
 続きまして、議案に入ります。議案第２号“三好市伝統的建造物群保存地区保存審議委員の委嘱に

ついて”を議題といたします。関係部局より説明をお願いします。 
◆中岡課長 

議案第２号“三好市伝統的建造物群保存地区保存審議委員の委嘱について”説明いたします。４ペ

ージをご覧ください。平成２５年４月１日付けで委嘱した、三好市伝統的建造物群保存地区保存審議

会委員の任期が平成２７年３月３１日付けで満了したため、三好市伝統的建造物群保存地区保存条例

第１３条第２項の規定により次のとおり委嘱いたしたい。平成２７年５月１３日提出です。委嘱委員

名は別紙のとおりということで、５ページに添付しているとおりでございます。委嘱期間としまして

平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までの２年間でございます。別紙といたしまして、名

簿を添付しておりますのでご覧いただきたいと思います。この中で新たに委員になられた方は、重本

誠二さん、津山節子さん、山下テイコさんです。他の方につきましては、それぞれの所属ごとにご承

諾をいただいている最中です。前回も事後承認ということでお願いいたしております。ご理解のほど

よろしくお願いします。 
◆小松委員長 
 今、説明がありましたが議案第２号“三好市伝統的建造物群保存地区保存審議委員の委嘱について”

ご質問等ございませんか。 
◆前川委員 
 伝統的建造物を所有している方は委員の中に入っているのですか。 
◆中岡課長 
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 伝統建造物群保存地区内ではありませんが、津山さん、南さん、宮西さんが入っています。 
◆小松委員長 
 他にございませんか。 
◆委員一同 
 ありません。 
◆小松委員長 
 それでは、議案第２号“三好市伝統的建造物群保存地区保存審議委員の委嘱について”を原案のと

おり決定することにご異議ございませんか。 
◆委員一同 
 ありません。 
◆小松委員長 
 では、異議なしと認め、議案第２号“三好市伝統的建造物群保存地区保存審議委員の委嘱について”

は原案のとおり可決されました。 
 続きまして、議案第３号“三好市立中学校部活動支援事業実施要綱の改正について”を議題といた

します。関係部局より説明をお願いします。 
◆東口課長 
 ６ページをご覧ください。議案第３号“三好市立中学校部活動支援事業実施要綱の改正について”

でございます。改正案が７、８、９ページに掲載しています。中学校の部活動支援事業の実施要綱に

つきましては、１０ページにある、平成２６年３月２５日教育委員会告示第９号で昨年、要綱を制定

いたしました。平成２６年度、各中学校の部活動の支援ということで実施してまいりました。この１

年間実施してきて、学校からアンケートを取り、問題点や報告をいただきました。それらを精査し、

今回改正という形でご提案させていただいております。改正点としましては、１０ページにあります、

（目的）第１条の“勝利至上主義に陥ることなく”という文言、また第２条の“練習試合にかかる経

費”ということで、主に運動部を中心とした考え方でしたが、各学校には吹奏楽部や美術部など文化

部もあります。よって、今回中学校の部活動支援事業につきまして、文化部にも反映できるような形

で改正しております。（目的）第１条では“運動部及び文化部の活動”という文言を入れております。

また、練習試合も練習試合等としております。たとえば、吹奏楽部は合同練習のときなどに支援がで

きるように改正しております。そして、平成２６年度に制定した実施要綱は補助率が２分の１でした

が、３分の２に上げております。昨年１年間実施し、学校からの意見として、部員の人数が少なけれ

ば少ないほど、保護者にかかる負担が多くなるため交通機関、公共機関の利用が難しいという意見が

ございました。財政当局と協議いたしまして、２７年度につきましては２分の１から３分の２に補助

率を上げるということで了解をいただきました。また、公的交通機関の利用範囲を四国内に限定しま

した。主な改正点については以上です。方向性といたしましては、平成２６年度から変わっておりま

せん。生徒の輸送はできるだけ保護者の車、先生の私有車を使用しないように、平成２７年度も学校

のほうにお願いしております。以上です。よろしくお願いします。 
◆小松委員長 
 ただいま説明がありましたが、質疑ございませんか。 
◆新久保委員 
 保護者の車を使用しないようにお願いするということですか。 
◆東口課長 
 できるだけ、保護者の車を利用しないようにと学校に指導しています。まず平成２６度にこれを入

れた経過です。新聞でも報道されていますが、先生がマイクロバスを運転していて事故に遭ったり、

決まった保護者にばかりお願いするようになってしまい、その時に人身事故等を起こしてしまったと

き、同じ学校の保護者が被害者、加害者となってしまいます。また調べてみると子どもによっては任

意の保険に入っている子、入っていない子がいます。何か起こったとき重大なことになりますので、

公共交通機関及び市が所有するバスなどを利用してもらう形でお願いしております。 
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◆松丸次長 
 ３点、補足説明をさせていただきます。１点目、生徒の輸送に保護者の自動車を利用しない。特に

他人の子どもを同乗させないようお願いしております。２点目、生徒の輸送に教職員の私用車を利用

しない。３点目、適正な回数で練習試合を行う。実施要綱に規定する回数について、要綱には出てい

ませんが昨年度の実施要綱のなかで適正な回数で行うようにとお願いしております。特に、交通事故

など、教職員が加害者になったとき、保護者の方が加害者になったときというのが想定されますので、

そういった事態が起こらないように公共交通機関を利用していただきたいと思います。 
◆小松委員長 
 他に質疑ございませんか。 
◆委員一同 
 ありません。 
◆小松委員長 
 異議なしと認めます。よって議案第３号“三好市立中学校部活動支援事業実施要綱の改正について”

原案のとおり可決されました。 
 続きまして、議案第４号“三好市東祖谷郷土文化保存伝習施設の一部占用について”を議題といた

します。関係部局より説明をお願いします。 
◆近藤課長 
 １１ページをご覧ください。議案第４号“三好市東祖谷郷土文化保存伝習施設の一部占用について”

でございます。平成２７年５月１３日提出でございます。１.占用許可申請及び整備計画書につきまし

ては、別紙のとおりとなっております。１３ページをご覧ください。東祖谷診療整備計画書です。昨

年民間医療機関（東クリニック）が平成２６年１１月２８日をもって、閉院となりました。この診療

所は週５日の午前・午後診療でしたが、東祖谷には診療所がなくてはならないという地域住民１２０

０名の署名を添付した陳情者が提出されたところです。保健医務課と医師との協議を重ねてまいりま

したが、西祖谷診療所と三好病院の医師に診療を行ってもらうことになりました。場所についてです

が、東祖谷郷土文化保存伝習施設の研修室、在宅介護支援センター相談室、介護機器展示コーナーの

３部屋を改造し、診療所として使用したいと考えています。週３日開院予定です。以上です。よろし

くお願いします。 
◆小松委員長 
 ただいま説明がありましたが、議案第４号“三好市東祖谷郷土文化保存伝習施設の一部占用につい

て”質疑等ございませんか。 
◆谷委員 
 東祖谷にとってはなくてはならない施設と思います。 
◆小松委員長 
 議案第４号“三好市東祖谷郷土文化保存伝習施設の一部占用について”原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。 
◆委員一同 
 ありません。 
◆小松委員長 
 議案第４号“三好市東祖谷郷土文化保存伝習施設の一部占用について”原案のとおり可決されまし

た。 
 続きまして、議案第５号“平成２８年度使用中学校教科用図書採択協議会委員の委嘱について”を

議題といたします。関係部局より説明をお願いします。 
◆東口課長 
 １６ページをご覧ください。議案第５号“平成２８年度使用中学校教科用図書採択協議会委員の委

嘱について”でございます。中学校教科用図書採択協議会委員の委嘱につきましては、１８ページに

ある、三好採択地区義務教育諸学校教科書採択協議会規約の第１条及び第２条の規定により、１７ペ
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ージに記載されている方々に委嘱をいたしたいので、ご承認をいただきたく思います。４年に１度の

教科書改訂がありますが、平成２８年度から使用する中学校の教科書改訂となります。また昨年度、

小学校の教科書改訂のときも申しましたが、この件については９月まで公表できませんので１７ペー

ジの委員名は秘密事項ということでお願いします。また、１８ページの三好採択地区教科用図書採択

調査員会規約により採択協議会から、科目ごとに３名程度、学校の先生に調査員を委嘱し、専門的に

協議を重ねながら教科用図書の調査研究を行ってもらうようになっています。以上です。よろしくお

願いします。 
◆小松委員長 
 ただいま、関係部局より説明がありましたが、議案第５号“平成２８年度使用中学校教科用図書採

択協議会委員の委嘱について”質疑等ございますか。 
◆委員一同 
 ありません。 
◆小松委員長 
 議案第５号“平成２８年度使用中学校教科用図書採択協議会委員の委嘱について”は原案のとおり

決定することに異議ございませんか。 
◆委員一同 
 はい。 
◆小松委員長 
 異議なしと認めます。よって議案第５号“平成２８年度使用中学校教科用図書採択協議会委員の委

嘱について”原案のとおり可決されました。 
 以上により、５月定例教育委員会を終わります。大変お疲れさまでした。 
 
                                       以上 
 
 

 


