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 平成２７年１１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１１月２５日（水）     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１４時５０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 

文化財課長補佐            大西 真吾 
        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２７

年三好市教育委員会１１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 

谷 敏司委員 
◆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、谷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 

１０月２８日、管区別教育長会が東みよし町教育委員会でありました。学校経営、人事管理等につ

いて県教委から指示や連絡がありました。その中で今年は交通事故が増えているという話がありまし

た。昨年とくらべて現時点で６件ほど多いと聞きました。また、管理職等についても今年は去年より
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若干名多くなるのではないかという話でした。 
１０月３１日、重伝建１０周年記念行事が東祖谷伝習館でありました。谷委員さん、新久保委員さ

んにもご参加いただきました。内容の濃いシンポジウムだったのではないかと思います。地元の方含

め、約１００名近くの方にご参加いただきました。 
１１月５日、市町村教育委員等研修会が総合教育センターであり、委員の皆さんにご出席いただき

ました。 
同日１１月５日、第１回三好教育みらい塾を開講いたしました。教育センターで行いました。横山

企画官を塾長として、先生１９名、行政職員１名、学校教育課の職員が数名参加いたしました。 
１１月６日、市長協議（オータムレビュー）がありました。現在、芝生小学校に通っていて、平成

２９年４月から三野中学校に入学される肢体不自由で車いすを使用している児童がいます。地元の学

校に通いたいという要望があり、そのためには三野中学校にエレベーターを設置する必要があるとい

うことで市長と協議いたしまして、了解を得たので進めていきたいと思います。 
同日１１月６日、小中一貫教育推進事業公開授業が西祖谷中学校であり、鳴門大学の先生、県教委、

阿南市の椿小学校、地元の先生方と西祖谷中学校の授業の取り組みを見せていただきました。 
１１月７日、大歩危名勝指定記念行事を行いました。新久保委員さんにもご参加いただきました。 
１１月９日、四国地区市町村教育委員会協議会が徳島市でありました。松丸次長と出席しました。

四国四県から出されたいろいろな協議題について協議をいたしました。中でも土曜授業についての質

問が高知県よりあったので、三好市の取り組みについて報告をさせていただきました。それと同時に

第１、第３土曜日のスポーツ少年団の行事と夏休み中の先生方の出張等々について四国の市町村教育

委員会として県や国へ要望できないかという提案もさせていただきました。 
１１月１０日、学校給食運営委員会を教育委員会で行いました。教育委員会が提案した給食費（案）

について了解をいただきました。 
１１月１２日、１３日と文部科学省市町村教委研究協議会があり、松丸次長と学校教育課長の３名

で参加しました。 
１１月１６日、三好教霊祠祭が開催されました。小松委員長さんにご出席をしていただきました。 
１１月１８日、１９日に学校視察で永平寺中学校へ参りました。委員の皆様にもご参加いただきま

して、非常に学ぶことの多い研修ではなかったかと思いました。 
今後の行事予定ですが、１１月３０日、管区別教育長会があります。 
１２月５日、市民大学講座が開催され、舞の海秀平さんにお越しいただきます。 
１２月１日、議会の開会がありまして、１２月８日から１０日までが一般質問、１２月１１日、文

教厚生委員会、１２月１８日に散会の予定でございます。 
１２月の定例委員会ですが都合により、１２月２４日の１３時より開会させていただき、定例委員

会終了後に市長との総合教育会議を開いてはどうかという事でございます。以上です。 
◆小松委員長 
 ただいま教育長の方から報告ありましたが、質疑等ございませんか。先に、１２月の定例委員会の

日程はよろしいでしょうか。 
◆委員一同 
 はい。 
◆小松委員長 
 他に質疑等ございませんか。 
◆新久保委員 
 １１月２０日に白地小学校で行われた、徳島県小学校特別活動研究大会に出席してきました。２５

名の児童で元気よく、特活って素晴らしいなと思いました。県の特別活動の研究大会ということで、

小規模の学校で集会活動や話し合い活動は難しいのではないかと思っていましたが、複式のどのクラ

スの子どもたちも自分の考えを活発に発表し、生き生きとした活動が見られ、とても良かったと思い

ました。 
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◆前川委員 
 私も出席しましたが、行った時から全員が玄関で出迎えてくれて、ものすごく元気な声で挨拶をし

てくれました。授業中も来ている方全員に聞こえるような声で一人ひとりがしっかり発言をしていま

した。授業にパターンがあり、話し合いの順序を組み立て、しかも時間を決めて話し合いをしていま

した。子どもたちもその時間を意識して学習を進めていました。司会や板書も子どもがしていました。

最後に決定したことを確認するというように、子どもたちだけでできるように訓練をしていました。

特活をしっかり学習していれば、将来子供たちがどこへ行っても話し合いの場でどんどん自分の意見

を発言できると感じました。 
◆小松委員長 
 他にございませんか。 
 みらい塾はどうでしたか。 
◆倉本教育長 
 みらい塾ははじめに横山政策監が三好市の人口の動向について話されました。東みよし町や川之江

に近くへ流出している現状であるという講義があり、それを踏まえて三好市の子どもたちにどのよう

な教育が必要かというワークショップを４班に分かれて行いました。そのあと、各班で発表し、まと

めていきました。 
◆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 
 続きまして、“平成２７年度就学援助費対象者の追加について”報告をお願いします。 
◆東口課長 
 今月に入って１名の申請がありました。基準数値１．３未満ですので認定という事でご報告させて

いただきます。以上です。 
◆小松委員長 
 ただいま、就学援助費対象者の追加について報告がありましたが、質疑等ございませんか。 
◆委員一同 
 ありません。 
◆小松委員長 
 報告事項については以上で終わります。 
 
（７）承認事項 

 
◆小松委員長 
 続きまして、承認事項に入ります。“平成２７年１０月定例会議事録の承認について”を議題とし

ます。事前に送っていただいておりますが、変更点等ございませんか。 
 
（議事録修正のため省略） 
 
◆小松委員長 
 議事録につきましては、以上の変更で承認をお願いいたします。 

 
（８）議   案 

  第  １６ 号 三好市議会１２月定例会議補正予算について 
  第  １７ 号 三好市立学校給食センター及び調理場設置条例の一部を改正する条例について 
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   第 １８ 号 三好市立学校給食センター新築工事の変更請負契約について 
   第 １９ 号 三好市東祖谷郷土文化保存伝習施設の占用について 
   第 ２０ 号 三好市池田総合体育館指定管理者の指定について 
 

◆小松委員長 
 続きまして議案審議に入ります。 
 議案第１６号“三好市議会１２月定例会議補正予算について”を議題といたします。関係部局から

説明をお願いします。 
◆東口課長 
 ４ページをお願いします。議案第１６号“三好市議会１２月定例会議補正予算について”でござい

ます。今回１２月議会に補正予算として中学校費の教育振興費１１節需用費で、平成２８年度から４

年に１度の中学校使用教科用図書が変わる年になります。その使用教科用図書の教師用指導図書を購

入するという事で１２月に補正を予定しております。１２月に補正予算が通れば契約して３月末の納

期で学校の先生にお渡しする運びにしたいと思います。予算金額は１１，１８２，０００円でござい

ます。よろしくお願いいたします。 
◆小松委員長 
 ただいま、関係部局から説明がありましたが、質疑等ございませんか。 
◆前川委員 
 指導書とは教科書の中に朱書きされているような本のことをいうのですか。 
◆東口課長 
 朱書きされた指導書以外にもたくさんの種類があります。中学校６校分の国語、書写、社会、地図、

数学、理科、音楽、器楽、美術、保健体育、技術家庭、英語で、音楽、保健体育などに使用する鑑賞

用 DVD などは持ち回りで使用し、全校が購入するわけではありません。６中学校で必要最少限購入

し、使用したいときに購入した中学校から借りるというふうにすると中学校から聞いています。 
◆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 
 本案については原案どおり決定という事でよろしいでしょうか。 
◆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１６号“三好市議会１２月定例会議補正予算について”は原案

通り決定されました。 
 続きまして、議案第１７号“三好市立学校給食センター及び調理場設置条例の一部を改正する条例

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 
 ５ページをお願いします。議案第１７号“三好市立学校給食センター及び調理場設置条例の一部を

改正する条例について”でございます。現在箸蔵に建設中であります、三好市学校給食センターが平

成２８年４月より稼働という事で、表の改正前にある“池田学校給食センター”、“山城学校給食共同

調理場”、“井川学校給食共同調理場”については廃止し、改正後に名称“三好市学校給食センター”

とし、位置“三好市池田町州津滝端１２７１番地１”という文言にいたします。続きとして、６ペー

ジをお願いします。改正後に“この条例は、平成２８年４月１日から施行する。”という文言にいたし

ます。よろしくお願いします。 
◆小松委員長 
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 ただいま関係部局から説明がありましたが、質疑等ございませんか。 
◆委員一同 
 ありません。 
◆小松委員長 
 本案については原案どおり決定ということでよろしいでしょうか。 
◆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１７号“三好市立学校給食センター及び調理場設置条例の一部

を改正する条例について”は原案どおり決定されました。 
 続きまして、議案第１８号“三好市立学校給食センター新築工事の変更請負契約について”を議題

といたします。関係部局から説明をお願いします。 
◆東口課長 
 ７ページをお願いします。議案第１８号“三好市立学校給食センター新築工事の変更請負契約につ

いて”でございます。２番目にありますように、当初請負額は７３０，０８０，０００円でした。こ

の中には太陽光発電設備を屋根につける予定でしたが、箸蔵自動車学校の跡地に太陽光を売電する施

設ができています。こういったことで、送電の許容量が超えまして、今の状態では給食センターから

売電できない、もしするとなれば電柱を何本か立てて違う電線を引いて、しなくてはなりませんので、

かなり費用が掛かってしまいます。難しい状況になってきたので太陽光発電設備を中止という事で減

額いたしまして、変更後請負額が７１９，７８７，６００円という事になります。契約の相手方は丸

浦工業株式会社です。よろしくお願いします。 
◆小松委員長 
 ただいま関係部局から説明がありましたが、質疑等ございませんか。 
◆委員一同 
 ありません。 
◆小松委員長 
 本案については原案どおり決定という事でよろしいでしょうか。 
◆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１８号“三好市立学校給食センター新築工事の変更請負契約に

ついて”は原案どおり決定されました。 
 続きまして、議案第１９号“三好市東祖谷郷土文化保存伝習施設の占用について”を議題といたし

ます。関係部局から説明をお願いします。 
◆大西課長補佐 
 ８ページ、９ページをお願いします。議案第１９号“三好市東祖谷郷土文化保存伝習施設の占用に

ついて”でございます。９ページのように、三好市の保険医務課から教育委員会に占用申請が出まし

た。理由としまして、資料館で働く人や観光客と患者の衛生面について懸念する声が聞かれるように

なり、施設の設置の要望です。以上です。 
◆小松委員長 
 関係部局から説明がありましたが、質疑等ございませんか。 
◆委員一同 
 ありません。 
◆小松委員長 
 本案については原案どおり決定という事でよろしいでしょうか。 
◆委員一同 
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 はい。 
◆小松委員長 
 異議なしと認めます。よって議案第１９号“三好市東祖谷郷土文化保存伝習施設の占用について”

は原案どおり決定といたします。 
 続いて、議案第２０号“三好市池田総合体育館指定管理者の指定について”を議題といたします。

関係部局から説明をお願いします。 
◆近藤課長 
 １２ページをお願いします。議案第２０号“三好市池田総合体育館指定管理者の指定について”で

ございます。１１月２４日に三好市池田総合体育館指定管理者選定委員会を開催いたしました。選定

委員さんを７名選出しており、１名の方が公務のため欠席で、６名の選定委員さんで協議いたしまし

た。１社のみの申請でして、６名の方が点数をつけ、上下２名の点数をカットいたしました。その結

果、４名の平均点数が、規定の点数以上でしたので、選定委員さん全員一致でいけだスポーツクラブ

に三好市総合体育館の指定管理を有するとしました。指定期間ですが平成２８年４月１日から平成３

３年３月３１日までの５年間でございます。１３ページをお願いします。池田総合体育館の募集の内

容ですが、「第２ 募集の内容」という形で、５項目の業務をしていただくという事で募集をしていま

した。以上です。 
◆小松委員長 
 関係部局から説明がありましたが、質疑等ございませんか。 
 委託費用はいくらですか。 
◆近藤課長 
 使用料等合計で年間２６，８００，０００円です。 
◆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 
 本案は原案どおり決定という事でよろしいでしょうか。 
◆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２０号“三好市池田総合体育館指定管理者の指定について”は

原案どおり決定といたします。 
 それでは１１月定例委員会については以上で終わります。 
 
 
 


