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平成２９年６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２９年６月２７日（火）     三好市教育委員会１Ｆ 中会議室 

                                    

      開会   午後１時００分 

                                      閉会   午後２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                中岡 久雄 

          学校教育課長               高井 貞行    

        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 

池田学校給食センター所長       西村 陽子 

教育指導主事               川人 正恭 

学校教育課主幹            山本 朱美 

学校教育課主幹            岡田 由紀 

 

（４）傍聴人 

        ▼傍聴人                ０名 

 

 

◆前川教育委員長 

  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２９年三好市教育委員会６月定例委員会を開催いたします。 

 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 
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谷 敏司委員 

◆前川教育委員長 

 初めに議事録署名者を決定いたします。議事録署名者は、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。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、5月 24日から 6月 26日までの主な事業を報告いたします。 

まず、5 月 25 日に富士正晴同人雑誌賞の実行委員会を開催し、今年度の文芸誌甲子園の

募集要項やスケジュール等について協議いたしました。今年度も 9 月 1 日から全国からの

募集を行い、12 月から 2 月にかけて学校の文芸部に贈られる文芸誌賞と四国大学学長によ

る個人作品を表彰する全国高校生文学賞を選考することになっております。なお、授賞式

は、平成 30年の 3月 17日（土）で調整中です。 

5 月 31 日のチャレンジデーにはご協力いただき、ありがとうございました。三好市の参

加率が 62％、対戦相手の鳴門市が 64％ということで惜しくも敗退いたしました。しかしな

がら、参加率が 55％を超えたということで金メダルを獲得することができました。 

6月 1日から 21日まで市議会が開催されましたが、議会関係につきましては、後ほど中

岡教育次長の方からまとめてご報告させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

6 月 3 日、市民大学講座の開講式を行いました。今年度も参加申し込みが 245 名あり、

年間 9 回の開催予定となっております。当日は、シンガーソングライター“う～み”さん

の人権コンサートがあり、約 230名の参加がありました。 

6月 6日と 8日には、幼稚園の PTA連合会総会と三好市 PTA協議会総会があり、前川委

員長さんにご出席いただきました。大変お世話になりました。 

5 月 15 日には三好教育みらい塾を開講いたしました。これはご承知の通り、今後の三好

市の教育の在り方を学ぶことによって、将来、三好市を担う児童生徒の育成と教職員の資

質向上を目指すもので、今年度は 31名の申込みがありました。今回はジオパーク関係の研

修を中心に開催することになっております。 

6月 17日には土曜学習の開講式を行いました。土曜学習の楽しく学ぶ「英語教室」と「絵

画教室」は 3年を迎えますが、本年度もそれぞれ約 20名の参加申込みがあり、ボランティ

アの方々も多数お手伝いをいただくことになっております。 

6 月 20 日、管区別教育長会が東みよし町で開催され、出席いたしました。2 学期に向け

ての適正な学校経営や教職員の服務規律の確保、また、学校の安全管理、教職員の健康増

進等についての指示や指導等がありました。また、平成 30年度の管理職登用審査や 2学期

に実施される学校訪問等についての説明があり、協議いたしました。 



3 

 

6月 24日には、中学生の海外留学選考会を実施いたしました。今年度は 5名の希望者が

あり、作文と面接による審査を行い、3名の中学生を約１か月、アメリカ合衆国オレゴン州

のダルズ市に派遣予定となっております。 

報告事項については以上です。今後の行事予定につきましては、欄外記載のとおり、7月

13日には松山市において四国地区人権教育研究大会が開催されます。 

なお、7月の定例教育委員会は、7月 24日（月）14：00から予定しておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

何かご不明の点があればご質問をお願いします。以上でございます。 

 

◆前川教育委員長 

 それでは、7月の定例教育委員会の開催日はこれでよろしいでしょうか。 

◆委員一同 

 はい。 

◆前川教育委員長 

 よろしくお願いします。 

次に中岡次長より“三好市議会 6月定例会議の報告”を求めます。 

◆中岡次長 

 それでは私の方から“三好市議会 6月定例会議の報告”を申し上げます。6月 1日に開会

し、6月 21日に散会した三好市議会 6月定例会議について、まず一般質問でございますが、

美浪議員からの質問通告が一件ございました。内容につきましては、環境福祉部に対して

の質問でございますが、地域包括ケアシステムの取り組み状況に関連する質問でございま

した。先ほどの教育総合会議の中でも教育長が申しましたが、「将来に向けて、三好市の生

産年齢人口を増加させるために、中学校の段階から郷土の将来の課題を指導するとともに、

また高校においても郷土で働く意味と魅力を教えるべきではないか。」との質問があり、教

育長が答弁いたしました。内容については、平成 21年 2月に策定した三好市教育振興計画

において「郷土（ふるさと）を愛し、生涯を通して学びを実現する教育の創造」を基本理

念とし、郷土に愛着と誇りを持てる子どもたちの育成に取り組んでいる。その中で郷土色

豊かなオンリーワンスクール、さらにはナンバーワンスクールへの実現に向けた取り組み

を実施してきた。また土曜授業の実施や、2年前から始めている三好教育みらい塾で人口減

少の問題、地域資源の魅力や活用、また定住のための郷土への愛着の持てる子どもの育成

等をテーマとして学習会を実施してきた。昨年度はこうした学習をとおして小学校 4 年生

以上を対象にした「子ども三好検定」を実施。本年は中学生を対象にした「三好ジオパー

ク検定（仮称）」が実施できないか検討しているところであると答弁いたしました。 

質問の中には高校教育のこともありましたが、高校教育における指導については管轄外

となるということで、明確な答弁はできないと前置きした上で、中学校と高校におけるキ

ャリア教育の一貫性は必要かつ重要と考えるところであり、今後とも中学校に対し高校と
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の連携を図るよう指導して参りたいと答弁いたしました。しかし、若者流出の実態は、進

学や就職における進路決定に際し、都市部の方が選択肢の幅が広いという社会的現実があ

り、やむをえない状況であるが、大学卒業後において、郷土に帰って暮らしたいという若

者の育成は極めて重要と考えていることから、次期三好市教育振興計画の改定作業に当た

っては、郷土に定住できる教育の在り方について十分検討して参りたいと答弁しました。 

次に 6月 14日の文教厚生常任委員会の審議内容についてご報告いたします。一般会計補

正予算第一号について 9款教育費において補正額 13,795,000円の追加補正を提案いたしま

した。補正の主な内容は、2項小学校費、2目教育振興費において「つながる食育推進事業

予算」として 3,780,000 円を提案し、4 人の委員からそれぞれのご質問をいただきました。

質問の内容は、授業内容の詳細についてなどでございまして、学校教育課長が答弁いたし

ました。またその他の補正内容につきましては、人事異動等に伴う人件費の補正内容につ

いて委員から関係課に対し質問があり、学校給食センター所長の方からその件に関しては

答弁し、一般会計補正予算につきましては原案どおり承認されました。 

以上、簡単ではございますが 6月定例議会の報告とさせて頂きます。 

 

◆前川教育委員長 

 ただいま教育長さんと次長さんから報告がありましたが、そのことについて質疑はござ

いませんか。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆前川教育委員長 

 それでは続きまして次の議題に進みます。“平成２９年度就学援助費対象者について”関

係部局より報告を求めます。個別の交付対象者についての報告を行いますので、これから

非公開といたします。 

 

≪ 非 公 開 ≫ 

 

それでは非公開を解除いたします。 

 

◆前川教育委員長 

続きまして、“平成 29年度教育支援委員会委員について”関係部局より報告を求めます。 

◆高井課長 

 資料の 3 ページをご覧ください。「平成 29 年度教育支援委員会委員名簿」とあります。

16名の委員さんで、任期は 1年となっております。ご覧の様な名簿となっておりますので、

よろしくお願い致します。以上です。 

◆前川教育委員長 
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 ただいまの報告につきまして、質疑はございませんか。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆前川教育委員長 

 それでは“平成 29年度教育支援委員会委員について”は承認ということでよろしいでし

ょうか。 

◆委員一同 

 異議なし。 

 

◆前川教育委員長 

 続いて“平成 29年度特別支援連携協議会委員について” 関係部局より報告を求めます。 

◆高井課長 

 それでは 4ページをお開きください。「平成 29年度三好市特別支援連携協議会委員名簿」

ということで記載をさせて頂いております。委員は 17名で、こちらも任期は 1年でござい

ます。よろしくお願い致します。 

◆前川教育委員長 

ただいまの報告につきまして、質疑等はございませんか。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆前川教育委員長 

 それでは原案のとおり承認致します。 

 

 

（７）承認事項 

 

◆前川教育委員長 

 つづいて、「平成 29 年 5 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議事録について、訂正箇所はございませんか。 

◆高井課長 

 それでは訂正箇所がございますので訂正をさせていただきます。 

 

（議事録修正のため省略） 

 

◆前川教育委員長 

 それでは、「平成 29年 5月定例会議事録」については、承認いたします。 
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◆前川教育委員長 

 以上で平成 29年三好市教育委員会 6月定例を終わります。大変お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

以上 

 


