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 平成２８年９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２８年９月２６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１４時４０分 
 
（２）出席委員の氏名 
        委 員 長   前川 順子       委員長職務代理者   谷  敏司 
        委    員  新久保 由美子  委    員        大北 慶子 

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               梶芳 青児    
        生涯学習・スポーツ振興課長       安宅 広樹 

文化財課長                加藤 昌子 
        教育指導主事               川人 正恭 

池田学校給食センター所長       西村 陽子 
 
（４）傍聴人 
        ▼傍聴人                ０名 
 
 
◆前川委員長 
  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２８

年三好市教育委員会９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 
◆前川委員長 
 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 
 それでは、事業報告をいたします。 
 まず、8 月 24 日から 3 日間にわたっての蔦文也杯野球大会は、予定通り 8 月 27 日決勝戦が行われ、

三加茂中学校の優勝で閉幕しました。私は他の所用のために安宅課長が出席をいたしました。 
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 9 月 1 日から 23 日まで 9 月議会が開催されました。議会関係につきましては、のちほど松丸教育

次長からまとめて報告させていただきます。 
 9 月 3 日、三野の運動公園でなでしこ杯のサッカー大会が開催され、大北委員さんにご出席をお願

いいたしました。大変お世話になりました。 
 9 月 7 日、市民大学講座及び三好教育みらい塾の共催で池上彰氏の講演会が開催され、出席いたし

ました。1.200 名の参加を得て、これまでにない盛大な講演会となりました。 
 9 月 16 日に三野の老人会がグラウンドゴルフの会を開催するようですが、代表の方が見えまして、

三野の防災健康公園のグラウンドゴルフの使用料を無料にしていただけないかという要望がありまし

た。条例としては 1 回 100 円の料金をいただくようにしていますが、美馬の四国三郎の郷が無料とな

っています。美馬が無料なのに新しくできた三野防災健康公園では料金がいるということはおかしい

のではないかという話がありました。しかし、三野防災公園は三好市の他の体育館やグラウンドとの

条例の兼ね合いで作っておりますので、市内のほかの社会施設との均衡を図るために 100 円という料

金で設定させていただいておりましたが、それを無料にしてほしいという要望がありました。しかし

条例は条例として、その地区だけが無料になるということは他の市民からすれば不公平になりますの

で、高齢者の方につきましては、申請を出していただければ減免措置をして無料で使っていただいて

おりますので、お願いしまして、ご了解をえました。 
9 月 17 日には、池田ダム湖でウェイクボードアジア大会が開催され、出席いたしました。マスコミ

報道もありましたが、池田ダム湖は 2 年後の世界大会の候補地とのことで、三好市は世界の三好市に

なりつつあるなという気がいたしました。 
9 月 11 日から市内各地の幼・小・中学校で運動会が開催され、委員の皆様方にご出席をいただいて

おり、有難うございます。私も 18 日が雨天で延期になりましたが、各学校の運動会に出席をいたし

ました。 
 私からの報告は以上のとおりです。なお、今後の予定につきましては、欄外に記載のとおりです。 

なお、10 月の定例教育委員会は 25 日に予定しておりまして、午前中に政友小学校で ICT 実証事業

の授業参観、そのあと議会の文教厚生委員及びエドバイザーの皆さんとの意見交換会、午後定例教育

委員会と山城町の教育施設の視察など、過密スケジュールとなっておりますが、どうかよろしくお願

いいたします。 
◆前川委員長 
 ただいまの報告事項について質疑等ございませんか。 
◆新久保委員 
 私は 9 月 7 日の市民大学講座に出席できませんでしたが、三好市内の中学生は全校出席したのです

か。 
◆倉本教育長 
 池田中学校を中心に三野中学校、西祖谷中学校と東祖谷中学校の約 300 名の生徒が出席しました。 
◆新久保委員 
 他の人の話で、中学生が質問の時に手を挙げて質問をしていたのですごいなというふうに聞きまし

た。子どもたちにとってはいい機会だったのではないかと思いました。池田中学校のホームページに

中学生との質疑応答が掲載されていました。 
◆前川委員長 
 他に質疑等ございませんか。 
◆大北委員 
 先ほどのグラウンドゴルフの使用料ですが、高齢者についてはということでしたが、高齢者は何歳

からになりますか。 
◆倉本教育長 
 この機会にパークゴルフ協会を立ち上げて申し込まれるようです。高齢者の方が中心のようですの

で協会加入者は減免の対象になります。 
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◆前川委員長 
 他に質疑等ございませんか。 
◆委員一同 
 ありません。 
◆前川委員長 
 続いて、“三好市議会 9 月定例会議報告について”報告をお願いします。 
◆松丸次長 
 9 月 1 日開会し、23 日に散会いたしました、三好市議会 9 月定例会について報告をさせていただき

ます。今回、教育委員会に関する一般質問は、2 人の議員からありました。 
 まず、西内議員から熱中症予防対策と社会体育施設管理維持についての質問がございまして、教育

次長が答弁をいたしました。 
熱中症予防については、各学校で給水器具を設置するとともに、児童生徒に水筒を持参し十分な水

分補給をするように指導しており、その他に塩分補給、たとえば薄めたスポーツドリンク等の摂取、

帽子の着用や着衣の工夫、濡れタオルや保冷材等による頚部の冷却など十分な措置を取るよう学校を

通じてお願いしています。 
市内小中学校のエアコンの設置状況でございますが、中学校についてはすべての普通教室において

設置済みです。小学校については本年度中にすべての普通教室に設置できるよう契約済みでございま

して、9 月 5 日から使用できる状況になっています。幼稚園ですが市内 8 幼稚園のクラス数は 11 教室

で、そのうちエアコンを設置してある教室は 4 教室です。普通教室以外の遊戯室等の特別教室は 10
室中 5 室、職員室や保健室などその他教室は 15 室中 9 室にエアコンを設置しています。来年度以降

普通教室にエアコンが設置できていない 7 教室についても設置を進めていきたいと答弁をいたしてお

ります。 
 また、三好市内の社会体育施設は 22 施設あり、芝生の管理や除草作業は業務委託等で行っており

ますが、特に芝生管理については専門的な知識や技術が必要であり、今後適正な維持管理を行うため

に常用式小型芝刈り機など社会体育施設用の管理用備品についても、関係機関とも協議しながら進め

ていく旨の答弁をしております。 
 次に吉田議員から子どもの貧困対策についての質問があり、子どもの貧困対策のうち、教育支援に

ついて教育長が答弁をいたしました。子どもたちが貧困等の生育環境によって教育を受ける機会を失

われたり、貧困の連鎖から個人の将来が閉ざされたりすることは、決してあってはならないという認

識のもとで、教育委員会では教育援助制度により経済的に就学が困難な児童生徒に対して教育支援を

行っております。その内容は生活保護法に規定する要保護者に準ずる経済的困窮者に対し、いわゆる

「準要保護者」として教育委員会が認定し、学用費、給食費、医療費等の経費の補助を行っておりま

す。本年度の認定状況は三好市内の小中学生 1,500 名のうち準要保護の児童生徒数は 239 名で、認定

率は 15.9%でございます。教育委員会では、これまで保護者の教育費負担の軽減について、幼稚園保

育料の軽減、奨学金返還免除制度の拡充、就学援助制度の認定の見直しなど鋭意取り組んでおり、貧

困の連鎖を断ち切る最大の課題は子どもたちの学力向上、つまり学力保障と考えておりますので、こ

れまでの教育支援を充実すると共に学校及び福祉関連機関との連携を図りながら、自分の夢に挑戦で

きる児童生徒の育成を目指して努力するというふうに答弁をしております。 
 また、決算審査特別委員会では美波議員から「人口減少社会における ICT の活用による教育の質の

維持向上に係る実証事業」の効果についての質問がありました。山城地区の小学校 3 校、山城小学校、

政友小学校、下名小学校でテレビ会議等を利用した授業を実施し、平成 27 年度についてはどのよう

な環境を構築すべきかを検討し、環境の構築から実際に授業を実施して効果の有無を検証いたしまし

た。平成 28 年度はさらに効果の高い授業の在り方や、逆に効果が得られ難い方式の検証も含め、引

き続き事業に取り組んでいることを学校教育課長から答弁いたしました。 
 次に 9 月 12 日の議案質疑では、多田議員から三好市三野健康防災公園（仮称）の使用料について

近隣の自治体との協議などについて質問がございました。同施設の施設使用料は三好市内の社会体育
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施設の使用料を基本に市内の他の施設との整合性を図り、その点を考慮して設定していることを生涯

学習スポーツ振興課長から答弁いたしました。 
 今議会で教育委員会関係の議案でございます、議案第 59 号“三好市社会体育施設条例の一部を改

正する条例”、議案第 67 号“平成 27 年度三好市給食事業特別会計補正予算（第 1 号）”につきまして

は文教厚生常任委員会、それから本会議でも原案のとおりご決定をいただいております。以上でござ

います。 
◆前川委員長 
 ただいまの報告事項について質疑等ございませんか。 
◆委員一同 
 ありません。 
◆前川委員長 
 続いて、“平成 28 年度就学援助費対象者について”関係部局から報告をお願いします。個別の交付

対象者についての報告を行いますので、非公開といたしますがよろしいでしょうか。 
◆委員一同 
 はい。 
◆前川委員長 
 それでは非公開といたします。 
 

≪  非  公  開  ≫ 
 

◆前川委員長 
 それでは、ただいまから公開といたします。報告事項については以上で終わります。 
 
（７）承認事項 

 
◆前川委員長 

続いて承認事項に入ります。“平成２８年８月定例会議事録の承認について”を議題といたします。

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） 
 

◆前川委員長 
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 20 号 三好市立中学校部活動支援事業実施要綱の一部を改正する要綱について 
   
 

◆前川委員長 
 続いて議案審議に入ります。議案第 20 号“三好市立中学校部活動支援事業実施要綱の一部を改正

する要綱について”を議題といたします。関係部局より説明をお願いします。 
◆梶芳課長 
 2 ページをお願いします。議案第 20 号“三好市立中学校部活動支援事業実施要綱の一部を改正する

要綱について”でございます。3 ページをお願いします。三好市立中学校部活動支援事業実施要綱の

2 条の 2 として“部員数の減少により、他校の生徒と合同で大会及び練習試合に出場するために選手

登録をしている場合に限り、通常の練習にかかる経費の支援を行うことができる。”という文言を加え
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ました。今回の改正の背景として山城中学校の野球部、女子バレー部が単独で活動できない部員数と

なりましたので、池田中学校と合同で活動を行うこととなりました。今後他の学校においても同様の

事例が起こることも考えられます。従来の要綱にはこのようなことを想定しておりませんでした。何

らかの対策が必要といったことで今回の一部改正をお願いいたします。よろしくお願いします。 
◆前川委員長 
 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。 
◆松丸次長 
 山城中から池田中へ週に 2、3 回、練習に来るようになります。その時の費用を支援するというと

いうことです。 
◆新久保委員 
 バスですか。 
◆松丸次長 
 部活動は原則公共交通機関ですが、それだったら間に合わないこともありますので、先生が送迎し

たりすることもあります。先生の私有車を使うということは原則禁止していますが、市内に限っては

認めている部分もありますので、臨機応変に対応していただくということになります。 
◆谷委員 
 先生が送迎してきた場合は、ガソリン代が出るということですか。 
◆松丸次長 
 はい。 
◆谷委員 
 今は池田中学校と山城中学校の話ですが、当然他の学校が今後出てくる可能性はありますよね。 
◆松丸次長 
 あると思います。 
◆前川委員長 
 できるだけ、子どもたちはいろいろな学習においては平等にさせてあげたいと思うので、必要があ

れば利用したらいいと思います。 
 他に質疑等ございませんか。 
◆委員一同 
 ありません。 
◆前川委員長 
 それでは本案について原案ど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。 
◆前川委員長 
 異議なしと認めます。よって議案第 20 号“三好市立中学校部活動支援事業実施要綱の一部を改正

する要綱について”原案どおり決定されました。 
◆前川委員長 
 以上ですべての議案が終わりました。他に何かございませんか。 
◆谷委員 
 先月だったと思いますが、野外学習でフランクフルトをのどに詰まらせて亡くなった子供がいたと

思います。その件について原因がきちんと報道されていませんでした。そのへんを調べて、三好市で

もあり得る話なので学校に注意喚起をしていただきたいと思います。 
◆倉本教育長 
 どこで発生した事故でしたか。 
◆松丸次長 
 愛媛県四国中央市の新宮少年自然の家で発生しており、小学 5 年生の子どもです。 
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◆倉本教育長 
 今週、校長会がありますので、校長会で注意を喚起しておきます。 
◆谷委員 
 ただ、校長先生としても手の施しようがないように思いますので、原因がきちんとわかっていて、

対策があるということであればですが、漠然とすると思うので原因がわかれば調べていただけたらと

思います。 
◆前川委員長 
 それと、学校の植木の中に蜂が巣をつくっていて、子どもが掃除の時に植木に触れた時に、蜂が出

てきて子どもたちが刺されたという事故もあったようです。こういったことについても気を付けなけ

ればいけないと思います。 
◆新久保委員 
 子どもたちが見つけた場合は先生にすぐに伝えて退治ができますが、知らなければすごく危険な状

態になってしまいます。 
◆前川委員長 
 できるだけ事前に事故の防止を学校にも呼び掛けていただけたらと思います。 
 他にございませんか。 
◆委員一同 
 ありません。 
◆前川委員長 
 それでは平成 28 年 9 月定例会を終わります。お疲れさまでした。 

 
 

以上 


