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平成２９年８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８月２２日（火）     三好教育センター 

                                    

      開会   午前１０時３０分 

                                      閉会   午前１１時３０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 

教育指導主事               川人 正恭 

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８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 

谷 敏司委員 
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◆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 

 2 ページをお開きください。7 月 26 日から 8 月 22 日までの主な事業を報告いたします。 

 まず、7 月 26 日、青少年市民育成会議総会が開催され出席をいたしました。健全な家庭

づくり運動の一環であります、家庭の日の絵画募集をはじめ、提案された全ての事案・事

業と予算が承認されました。 

 7 月 27 日、社会福祉大会運営委員会に出席いたしました。例年、日曜日に開催しており

ました社会福祉大会を、今年は様々な事情から 11 月 2 日（木）に開催することに決定いた

しました。 

 7 月 28 日、29 日、アジアウェイクシリーズに出席し、アジアのトップアスリートのウェ

イクボードの技を観戦することができました。 

 8 月 3 日に、ラフティング世界大会実行委員会に出席いたしました。ご承知のとおり、世

界大会は 10 月 3 日（火）から 10 月 9 日（月）の 7 日間に渡って、開催されることになっ

ており、担当課が着々と準備を進めております。また様々な形でのご参加をお願いするこ

とになるかもわかりませんが、その節はよろしくお願いします。 

 8 月 3 日、市長との夏季政策協議を行い、来年度から実施予定の給食費の無料化、ウェイ

クボード世界選手権大会に向けて池田ダム湖の整備、今後のジオパーク推進等について協

議をいたしました。 

 8 月 5 日、徳島・京都少年野球交流会が開催され、新久保委員さんに出席をして頂きまし

た。お世話になりました。 

 8 月 8 日、阿波学会調査結団式が開催され出席いたしました。阿波学会では今年度から 2

年間、13 班に分かれ三好市に調査に入ることになっております。この調査は地質・地理・

植生等、三好市の今後のジオパーク推進に大いに役立つものだと考えております。 

 8 月 9 日、池田中学校の男子弓道部と東祖谷中学校の女子砲丸投げが全国大会に出場する

ことになり、出場報告訪問がありました。全国大会での活躍を期待いたしたいと思います。 

 8 月 17 日、三好教育研究発表会が開催されました。西井川幼稚園、王地小学校の発表は

共に体験的な学習を中心とした素晴らしい内容だったと思います。 

 8 月 21 日、中学校弁論大会が開催されました。毎年、生徒たちの発表力や表現力は向上

しており、感心させられます。本年度は三野中学校の多田さんが三好郡市代表として、県

大会へ出場することになりました。県大会でも実力を十分に発揮してほしいと思います。 



3 

 

 8 月 20 日、蔦文也杯野球大会開会式がありました。天候に左右されなければ、8 月 26 日

（土）が決勝戦となります。 

 報告事項については以上です。行事予定につきましては、欄外記載のとおり、9 月 1 日か

ら 9 月 26 日まで議会が開催されます。9 月 10 日から各学校の運動会につきましては、ご

出席をよろしくお願い致します。また、9 月 22 日（金）には人権教育推進協議会が現地視

察を計画しております。視察地は岡山市の渋染め一揆資料館と倉敷探索等になります。ご

参加できる方はよろしくお願いします。 

 なお、9 月の定例教育委員会は、議会開催の関係上、9 月 25 日（月）午後 2：00 からを

予定しておりますので、よろしくお願い致します。 

 何かご不明の点があればご質問ください。 

◆前川教育委員長 

 9 月の定例教育委員会は 9 月 25 日でよろしいでしょうか。 

◆委員一同 

はい。 

◆前川教育委員長 

よろしくお願い致します。以上の報告について質疑等ございませんか。 

◆委員一同 

ありません。 

 

 

◆前川教育委員長 

続いて「平成 29年度 三好市図書館協議会委員について」関係部局より報告を求めます。 

◆安宅課長 

生涯学習・スポーツ振興課長の安宅です。よろしくお願いいたします。報告事項としま

して「平成 29 年度三好市図書館協議会委員」について説明させていただきます。 

資料４ページの三好市図書館条例をご覧ください。三好市図書館条例第４条（図書館協

議会）第１項におきまして、図書館法第１４条の規定により、「図書館に三好市図書館協議

会を置く。」 

また、第２項におきまして、「協議会の委員の定数は、１０人以内とする。」第４項にお

きまして、「委員の任期は、２年とする。」と定められております。 

 次に資料６ページの三好市図書館協議会規則をご覧ください。 

三好市図書館協議会規則第２条（任務）におきまして、協議会は、図書館法第１４条第

２項の規定に基づき、図書館の運営に関し図書館長の諮問に応ずるほか、図書館活動につ

き図書館の行う図書館奉仕につき館長に対して意見を述べるものとすると定められており

ます。 

また、第３条（組織）に協議会の委員は、次の各号に掲げる者 
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（１）学校教育又は社会教育の関係者 

（２）家庭教育の向上に資する活動を行う者 

（３）学識経験を有する者 

（４）公募による市民 

（５）その他教育委員会が必要と認める者 

の中から三好市教育委員会が委嘱すると定められています。 

なお、平成２９年度三好市図書館協議会委員名簿につきましては、３ページに掲載して

おります。以上でございます。 

◆前川教育委員長 

 以上の報告について質疑等ございませんか。 

 「三好市図書館協議会」と「図書館運営協会」とはどこが違うのでしょうか。 

◆安宅課長 

 「図書館運営協会」は任意団体で、三好市の図書館の運営を委託している機関です。今

回は三好市の協議会ということでその図書館に関して、先程も言いました様に運営に関し

ての諮問に応じたり、図書館の方針等を審議したりする機関ですので、先程言いました通

り、三好市図書館運営協会は本年 4 月より「NPO 法人そらのまち図書館」になっておりま

すが、図書館の業務を委託している機関になります。 

◆前川教育委員長 

図書館自体の運営が運営協会で、この図書館協議会というのは図書館に対しての意見や

館長の諮問に応じる組織ということでよろしいでしょうか。 

◆安宅課長 

 はい。三好市図書館運営協会というのは図書館業務委託している機関です。今は NPO法

人に 4 月から移行しましたが、図書館運営の業務委託を教育委員会がしています。 

◆前川教育委員長 

 他に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 

 続いて、「平成 29 年度 三好市学校給食運営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 

 それでは、「三好市学校給食運営委員会委員について」の報告をさせていただきます。お

手元の資料 10 ページをお開きください。三好市学校給食センター及び調理場設置条例施行

規則でございます。それの第 6 条「条例第 6 条の運営委員会の委員は、次に掲げるものの

うちから委嘱する。（１）関係学校長代表（２）関係学校 PTA 代表（３）市議会委員代表
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（４）三好保健所長（５）校医代表（６）学校薬剤師代表（7）その他教育委員会が必要と

認めるもの」なお、運営委員会の委員といたしまして、第 7 条「運営委員会の委員の定数

は、20 人以内とし、その任期は、1 年とする。ただし、再任を妨げない。」となっておりま

す。8 ページにお戻りください。三好市学校給食運営委員会名簿を記載しております。1～

19 番は先程ご説明しました組織の方から委員になっていただいております。なお、委員に

つきましては 19 名。事務局につきましては教育委員会教育長・教育次長、各学校給食栄養

士代表の 3 名、学校教育課長、三好市給食センター所長、事務の藤井が担当しております。

よろしくお願い致します。 

◆前川教育委員長 

 以上の報告について質疑等はございませんか。 

◆倉本教育長 

 19 名という人数は縛りがないのでしょうか。 

◆高井課長 

 20 人以内という縛りがありまして、学校の代表 19 人になっているところです。 

◆倉本教育長 

 教育委員さんが入っていないが大丈夫でしょうか。 

◆高井課長 

 よろしければ 1 名は枠がありますので、入っていただければと思います。 

◆前川教育委員長 

 教育委員さんの中から 1 名入っていただけるのであればということですけども、希望さ

れる方はいらっしゃいますでしょうか。 

◆倉本教育長 

 今までは入っていませんでしたが、教育委員さんが入っている方がいいのではないでし

ょうか。 

学校代表・PTA 代表・議会代表・保健所・薬剤師・学校教育委員会・その他必要と認める

ものは大体学校関係者の方です。 

◆前川教育委員長 

 私も見たときに教育委員会からは委員さんは入らないでいいのかなという気はしました。

しかし今まで入っていないのであれば、それで大丈夫だったのでしょうか。 

 教育委員さん方のご都合はどうでしょうか。 

◆谷委員 

 話し合うことは頻繁にあるのですか。 

◆高井課長 

 年に 2 回程度の予定で、第 1 回目は 9 月 4 日に予定をしています。アンケート調査や、

学校給食を子どもたちのためにどのようにしていくべきかといった、給食全般を含めたご

意見をいただければと思います。 
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◆前川教育委員長 

 私たちは給食から遠ざかっているので、学校給食が現在どういった状態であるか、子ど

もたちの受け止め方はどうなのかといった情報はわかりません。子ども達に合った給食セ

ンターであるかどうかということを、委員に入って話を聞いて全体を知るのも良いのでは

ないかと思います。そういう意味では新久保委員さんが適任だと思います。 

 食中毒等の問題が起こった時この給食運営委員会で話し合いがされるということになり

ますよね。 

◆倉本教育長 

 はい。一番大きいのは給食費の改定等で、そういったときはこの給食運営委員会で諮っ

て決めます。 

◆前川教育委員長 

 そうしましたら、将来的には給食費が無料化されるということになるのでしょうか。 

◆倉本教育長 

 そういった予定で進んではおります。それ以外に各学校からいろいろな要望もあがって

まいりますので、教育委員会はお任せというのは、ちょっとどうなのかという気がします。 

 推薦がありました新久保委員さんにお願いしてもよろしいでしょうか。 

◆新久保委員 

 はい。 

◆前川教育委員長 

 ありがとうございます。それでは、新久保委員さんに三好市学校給食運営委員会に入っ

ていただくということでよろしくお願いします。 

 ただいまの件は以上でよろしいでしょうか。 

◆委員一同 

 はい。 

 

 

（７）承認事項 

 

◆前川教育委員長 

 つづいて、“平成 29 年 7 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） 
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◆前川教育委員長 

 それでは、「平成 29 年 7 月定例会議事録」については、承認いたします。 

 

 

 

（８）議案 

第 15 号 平成 29 年度三好市議会 9 月定例会議補正予算について 

 

◆前川教育委員長 

 議案第 15 号「平成 29 年度三好市議会 9 月定例会議補正予算について」を議題といたし

ます。関係部局より説明を求めます。 

◆高井課長 

12 ページをお開きください。「議会９月定例予算について」でございます。平成２９年度

教育委員会関係部局の補正予算について、平成２９年三好市議会９月定例会議に提案した

いので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、議決を求める

ものです。補正金額は８２,１６９,０００円でございます。事業の内容につきましては、13

ページをお開きください。 

次の議会では ３事業の提案を予定しております。 

１番「池田小学校屋上防水工事設計業務」でございますが、これは池田小学校 北校舎 

昭和５３年度及び５４年度に施行した校舎でございます。築３８年になり雨漏りが生じて

おり、改修が必要な状況でございます。改修面積は 1,357 ㎡、工法につきましては現状の

防水シートでの対応を考えております。今回、設計委託料として 2,200,000 円を計上予定で

ございます。今年度中に設計を終え、来年度当初予算で工事請負費を計上し、早急な工事

着手を目指したいと考えております。 

続きまして２番「白地小学校浄化槽改修事業」でございます。 

白地小学校体育館南側にございます、屋外トイレ浄化槽の改修でございます。 

既存の合併浄化槽に亀裂がはいり、その部分より木の根が入り込んでいる状態であり、漏

水が確認をされました。このことを受け、市が事業主体で市町村設置型のＰＦＩ方式での

合併浄化槽で既存と同じ 30 人槽の設置をおこないたいと考えております。 

まず、浄化槽使用料として 月々11,800 円の 5 か月（11 月～3 月分）予算計上額 59,000

円、工事請負費（補助対象外として配管工事・ポンプ槽設置工事）320,000 円、浄化槽工事

負担金としまして 490,000 円でございます。 

続いて 3 番「池田中学校武道場大規模改修工事」でございます。 

池田中学校武道場は昭和６２年２月に竣工した鉄鋼造平屋建て 床面積 422.52㎡うち柔道

場 158.76 ㎡、剣道場 158.86 ㎡でございます。７月に「学校施設環境改善交付金」として

耐震工事における補助金 6,386,000 円が内定したことにより、大規模改修（耐震工事・つり
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天井撤去・雨漏り改修・トイレ修繕等）をおこなうものです。 

工事監理委託料として 2,600,000 円、工事請負費として 75,000,000 円、自動車借上料 

として 1,500,000 円これは池田中学校柔道部７名の井川武道館への送迎にともなう自動 

車借上料でございます。 

以上よろしくお願いします。 

◆前川教育委員長 

 関係部局より説明がございましたが、議案第 15 号について質疑はございませんか。 

◆谷委員 

 武道場の大規模改修で三好市の学校の耐震化率は 100％になるということでしょうか。 

◆倉本教育長 

 各学校で校舎や体育館の耐震は終わっているが、非構造部材といったものは 100％ではあ

りません。 

◆谷委員 

 これがあると、非構造材含まない､構造に対しては 100％になるということでしょうか。 

◆倉本教育長 

 例えば運動場の隅にある部室等も対象になりますので、完璧な 100％とはなかなか言えま

せんが、校舎や体育館の構造部分については 100％になります。 

◆前川教育委員長 

 白地小学校の浄化槽というのは、浄化槽自体を取り替えになるのでしょうか。 

◆高井課長 

 はい。取り替えて新たに設置するような形になります。 

◆前川教育委員長 

 それで 869,000 円になるのでしょうか。 

◆高井課長 

 三好市浄化槽ネットワークというところが工事をおこない、維持管理費を市が出すとい

うＰＦＩ方式という方法です。工事請負費 320,000 円と工事費負担金の 490,000 円、浄化

槽使用料についてはこれから払い続けていくことになります。 

◆前川教育委員長 

 浄化槽は簡単に言えば、使用料を払っていくということですね。他に質疑はございませ

んか。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆前川教育委員長 

 それでは議案第 15 号「平成 29 年度三好市議会 9 月定例会議補正予算について」は、原

案のとおり可決されました。 

その他ございませんか。 
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◆倉本教育長 

 毎年、教育委員さんとエドバイザーさんと事務局職員で現地視察に行っております。去

年は松阪市の三雲中学校へ行きまして、今年はなかなかそういった特色のある学校を見つ

けることができず、何かいい方法はないかということで考えておりましたら、第４３回全

日本教育工学研究教育会全国大会和歌山大会というのが和歌山で１１月２４日（金）から

２５日の（土）まで開催されるということで、川人先生や岡田さんが探して下さいまして、

こういった大会に参加するのもいいのではないかといったご提案でございます。裏を見て

いただきますと、初日の金曜日は公開授業というものが９時半から各学校でありまして、

そこへは行けないと思いますので、全体会の午後１３時２０分からの基調講演・シンポジ

ウムといったものに参加をする、案を作って下さっています。 

 それともう一つは１１月１６日、１７日文科省の市町村教育委員会の研修会があります。

去年高知県でありましたが、今年は沖縄で開催されます。こちらに行くという方法もあり

ますが、これは対象が教育委員さんと事務局職員なので、エドバイザーさんは参加ができ

ません。両方行くという方法もございますが。あいだが１週間しかないので、どういたし

ましょうか。ご相談下さい。沖縄の日程は、高松から飛行機が出ますが、１１時発の１４

時着になります。次の日に丸１日研修会で、２泊目をしまして、翌日の１４時に帰って来

ることになると思います。 

◆岡田主幹 

 県教委から概要で詳細につきましては、沖縄県教委から後日送られるということで、ま

だ届いておりませんので、今ある情報は以上になります。 

◆倉本教育長 

 沖縄は２泊、和歌山大会は１泊になります。 

◆前川教育委員長 

 エドバイザーさんや校長先生方も去年はお誘いいたしましたね。 

◆倉本教育長 

 去年校長先生方にも何人かに参加していただきましたが、補助はどうなっていますか。 

◆岡田主幹 

 こちらで予算を組みました。最初の年は負担していただきましたが、去年はこちらが費

用を用意いたしました。 

◆倉本教育長 

 校長先生方に参加してもらうのは良いことではありますね。今回の大会はプログラミン

グ教育ではなかったでしょうか。 

◆岡田主幹 

 和歌山の方がプログラミング教育だと思います。 

◆前川教育委員長 
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 やはり校長先生方に行っていただけたら、現場にも活かすことができますので、従来の

様にエドバイザーさんと校長先生方も行っていただける方が良いのではないでしょうか。 

◆岡田主幹 

 和歌山の方はＪＲでしたら、８時過ぎ池田発で１２時１３分頃に和歌山に着きます。学

校長は予算の都合上で３名になります。去年も校長会でお願いして推薦していただきまし

た。 

◆倉本教育長 

 あとは、運動会の日程についてはどうでしょうか。 

◆谷委員 

 17 日の東祖谷小中学校に出席と答えておりましたが、誠に申し訳ございません。ご迷惑

をおかけしますがよろしくお願いします。 

◆岡田主幹 

 雨天で延期になった場合は 24 日が重なるので、また調整させていただくようになると思

います。お願い致します。 

◆前川教育委員長 

 その他ございませんか。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆前川教育委員長 

 以上で平成 29 年三好市教育委員会 8 月定例会議を終わります。大変お疲れ様でした。 

 

 

 

 

以上 

 


