
平成 30 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３０年９月２５日（火）     教育委員会１階 中会議室 

                                    

      開会   午後２時００分 

                                      閉会   午後３時００分 

 

（２）出席委員の氏名 

        教 育 長  竹内 明裕     教育長職務代理者  前川 順子         

        委  員  新久保 由美子   委    員     大北 慶子 

委    員   植本 修子     委  員     喜多 雅文 

 

（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                篠原 伸幸 

          生涯学習・スポーツ振興課長       小野寺 武夫 

学校教育課長               高井 貞行 

文化財課長                山崎 陽子 

三好市学校給食センター所長      大西 利恵 

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 

 

 

 

◆竹内教育長 

ただいまの出席委員は６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 30年三好市教育委員会９月の定例教育委員会を開催いたします。 

 最初に報告ということで報告事項に入ります。 

 

（５）報告事項 

 



◆竹内教育長 

それでは、8月 22日から本日までの主な事業を報告いたします。 

まず、8月 22日、三好市給食センターで本年度第 1回の給食運営委員会が開催され、

新久保委員さんにもご出席をいただきました。研修会では、辻小学校が取り組んでおり

ます、「食育ソフトを活用した評価指標の見える化と、児童・保護者との共有による家

庭での食育推進」について、真鍋温子指導教諭に発表をしていただきました。その取り

組みは、児童の「食の力」を高めるための３つの「きょういく」アプローチやその実践、

また、独自ソフトにより食の力を数値化、多様な保護者の参画機会の創出など、すばら

しいもので、まさしくナンバーワンスクールと呼べるものではないかと思いました。 

8月 25日、26日に蔦文也杯が行われました。当初 22日に開会をする予定でしたが、

台風 19 号と 20 号の接近のため、予定を変更して実施いたしました。両日でベスト４

まで決まりましたが、準決勝・決勝につきましては、4校の学校の文化祭や体育祭の関

係で 9月 22日に行う予定にしていました。ところが、22日も午前中まで前日からの雨

が続き、結果的に中止となりました。今後予定を組むことができませんので、4校を優

勝として、賞状と記念品を贈ることにいたしました。 

8 月 30 日から 9月 2日の 4 日間にわたって、ウェイクボード世界選手権大会が行わ

れました。アジア初開催の選手権には 34 か国から選手 147 人が集結し、観客者も約 1

万 1千人と大変盛り上がりました。天候が心配されたのですが、ちょうど台風 20号と

21 号の間の 1 週間ということで、水のにごりもほとんど取れて、よい条件のもとで実

施できました。参加した選手たちの評判も上々だったと聞いております。地元の小学生

チームである「イケダコイレブン」も、1年間の練習の成果を発揮し、10人の内、6人

が決勝に進み、2名が 3位に入るなど、大会の顔となるような活躍を見せてくれました。 

9 月 9 日から、市内各中学校で体育祭が始まりましたが、台風 21 号やそれに伴った

秋雨前線の影響で延期になりご迷惑をおかけしました。16 日には、箸蔵小学校、東祖

谷小中学校で、また、23 日には多くの小学校で運動会が開催され、委員各位にはご出

席いただきお世話になりました。 

9 月 3 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も、後ほ

ど篠原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。 

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

9月 27日～10月 23日までの間に、県教委の学校訪問が実施されます。10月 5日には、

ダルズ市へ 1か月間の留学に 3名の中学生が出発いたします。 

次回 10月の定例教育委員会は、10月 25日、木曜日の 14:00からを予定しています。 

私の方からは以上です。今の報告について何か質疑はございませんか。 

◆委員一同 

 ありません。 



◆竹内教育長 

 続きまして、三好市議会９月定例会の報告を篠原教育次長の方からお願いします。 

◆篠原教育次長 

 平成３０年９月定例会につきましてご報告を申し上げます。教育委員会からの案件は条

例の改正案がございました。８月の定例会で事務局からご説明を申し上げましたが、三好

市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例でございます。内容としましては県の

補助事業の拡大に伴いまして、第２子以降の幼稚園保育料を無料にするという内容でござ

いました。文教厚生常任委員会におきまして、全会一致で可決をされまして、本会議にあ

たっても通過しております。１０月１日から施行ということで１０月分の幼稚園保育料か

らこの第２子以降が無料ということが適用されることに決しました。 

 続きまして補正予算の関係ですが、学校管理費ということで小学校のプールの改築等で

ございます。これも８月定例会の中で事務局からご説明を申し上げたとおりです。具体的

には箸蔵小学校のプールの濾過機の更新ということで設計委託料が 100 万円、工事請負費

が 250万円。辻小学校がプールの防水修繕工事の設計委託料が 50万円、工事請負費が 1879

万 2千円。池田小学校プールも同じく防水修繕工事で設計委託料が 50万円、工事請負費が

3366 万 9 千円でございます。合わせまして、設計委託料が 200 万円、工事請負費が 6496

万 1 千円の補正予算を計上致しまして、これも同じく文教厚生常任委員会において満場一

致で可決をされ、なお本会議においても通過をしたところです。準備が整い次第入札にな

り工事に係る段取りをしております。９月議会の報告は以上でございます。 

◆竹内教育長 

 以上の報告について何か質疑はございませんか。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆竹内教育長 

 続きまして、就学援助費対象者について報告を求めます。個別の交付対象者についての

報告を行いますので、非公開としたいと思います。よろしいでしょうか。 

◆委員一同 

 異議なし。 

◆竹内教育長 

 それでは只今より非公開と致します。 

≪ 非 公 開 ≫ 

 

それでは非公開を解除いたします。 

 

 

 



（６）承認事項 

 

◆竹内教育長 

 つづいて、「平成 30 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

送付し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 

 事務局より訂正箇所がございますので、ご確認ください。 

 

（議事録訂正のため省略） 

 

◆竹内教育長 

 それでは、「平成 30年 8月定例会議事録」については、承認いたします。 

 

 

（７）議案 

第１３号 三好市教育委員会表彰規則に伴う審議について 

    第１４号 三好市教育振興計画審議会設置要綱の廃止について 

 

◆竹内教育長 

つづいて議事に移ります。議案第１３号「三好市教育委員会表彰規則に伴う審議につい

て」を議題といたします。個別の案件となりますので非公開としたいと思いますがよろし

いでしょうか。 

◆委員一同 

 異議なし。 

◆竹内教育長 

 それでは非公開と致します。 

≪ 非 公 開 ≫ 

 それでは非公開を解除します。 

 

◆竹内教育長 

 続いて、議案第１４号「三好市教育振興計画審議会設置要綱を廃止する要綱について」

を議題とします。関係部局より説明を求めます。 

◆高井課長 

 資料５ページをお開き下さい。議案第１４号「三好市教育振興計画審議会設置要綱を廃

止する要綱について」でございます。 

７ページをご覧ください。三好市教育振興計画審議会設置要綱といたしまして、平成２



２年４月１日教育委員会告示第４０号でも改正をされている要綱でございますが、この教

育振興計画の審議会設置に際しましては本来条例で定めるべきものでありましたが、要綱

で定めておりました。 

９ページをお開き下さい。平成２９年３月２３日条例第６号という、三好市教育振興計

画審議会条例が告示されました。本来であればこの時点で、要綱を廃止すべきところでし

たが、その手続きができておりませんでした。今回この審議会の設置要綱を廃止させてい

ただくということでお願いをしたいと思います。 

◆竹内教育長 

 関係部局より説明がございましたが、議案第１４号について質疑はございますか。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆竹内教育長 

 ないようですので、本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

◆委員一同 

 異議なし。 

◆竹内教育長 

 それでは異議なしと認めます。よって議案第１４号「三好市教育振興計画審議会設置要

綱の廃止について」は原案のとおり可決いたしました。 

 その他何かございますか。 

◆小野寺課長 

 皆さんご存知のとおりサンライズビルですが、市長が取り壊しをするということが議会

で決定されましたので、取り壊しをする方向になります。あそこに図書館が入っているの

ですが、今後おそらく来年の３月に、その図書館を取り出して、取り壊しに入って行かな

くてはなりません。方向性は決まっておりませんが、どこかで代替えで図書館をしなくて

はならないのではないかと思います。急遽ですので、場所やどれくらいの期間図書館を閉

めるのか未定ですので、すぐに報告はできませんが、決まり次第報告させていただきたい

と思います。 

◆新久保委員 

 前は公民館からサンライズビルに来ましたよね。 

◆小野寺課長 

 公民館ですが他のものも入っていますし、雨漏りがひどいんです。 

◆新久保委員 

 高校生もたくさん利用したりしていて、丁度場所的にもよかったので、あのような場所

で汽車待ちの時間に勉強をしたりしています。それが長い期間ないとなると困るのではな

いでしょうか。 

◆小野寺課長 



 するにしてもすぐにというのは難しいと思います。本の量もたくさんありますので運ぶ

のにも時間がかかりますし、サンライズのあの広いスペースの本を全て置ける場所があり

ません。 

◆新久保委員 

 取り壊すためにはどうしてもどこかへ持っていかなくてはなりませんよね。 

◆小野寺課長 

 現在利用する人ができるだけ、極端に言えば利用できない日というのが０に近いように

できるのがいいですよね。公民館のように広さがあっても今雨漏りの問題もありますし、

色んな行事もするようになっていると思います。 

◆植本委員 

 新しくなりますと、図書館は入るのでしょうか。 

◆新久保委員 

 新しくはなりませんよね。あそこは取り壊しになって新しく立つとも決まっておりませ

んし、今からですよね。次に新しいものができたとしても、わりと長い期間になると思い

ますので、その間何もないというのは対策が必要かと思います。 

◆小野寺課長 

 立てるにしても設計から何から３年はかかると思います。 

◆竹内教育長 

 閉館ということになると、井川と山城の２か所になってしまいますね。 

◆篠原教育次長 

 通常ですとあらかた候補を上げてから決めるのが普通ですが、今回の場合は出るという

のが前提になっているような状態であるのに間違いはないんです。しかし事務局側として

は、間をあけていいかと言いますとそれを理由にしてしまうのは調子が悪いと思いますの

で、できるだけ委員さんがおっしゃいましたように間があかないようにできるだけ、対策

しなければなりません。 

◆喜多委員 

 今休校が進んでいるので学校の空いているスペースはないのでしょうか。 

◆新久保委員 

 私もときどき利用するのですが、一般の人も調べるのに利用したりしていますので、本

屋さんもない図書館もないとなってしまう状況は不便だと思います。 

◆前川委員 

 図書館が半年くらいだとまだいいのですが、３年もブランクになるというのは考えられ

ないと思うのです。たくさん図書館利用している人はしていますし、私は井川にあります

のでそちらで間に合うと思いますが、池田の人は色々なことで、あそこには古いものもあ

り調べたりしますので、市民が不満に思うところではないかと思います。 

◆竹内教育長 



 事務局としては閉館しない方向で考えています。後は市長部局との話し合いです。 

◆新久保委員 

 学校を回っているバス「あおぞら図書館」もありますよね。学校にしても新しい本があ

りませんので、バスが回ってきてくれるのを子どもたちは楽しみにしていましたが、そう

いったものも中止になってしまうのでしょうか。 

◆小野寺課長 

それだけ動かすというわけにもいかないと思います。 

◆篠原教育次長 

 そもそも運営の状況ですが、NPO法人そらのまち図書館というところに業務委託をして

おります。通常の運営については全面的に NPO 法人にお願いをしているという状況です。

なので、市の方で受けていただいている NPO法人の方も色々ありますので、一方的には非

常に難しく、十分そのあたりとも協議を重ねながら市民の皆様にはご迷惑のかからないよ

うできるだけ方法を探していかなければいけないなと思う状況です。本来こういったとこ

ろで委員さんにご報告をするのであれば、対策の方向までも言えればよかったのですが、

３月に出なければならないというのが先に決まってしまいましたので、できる限り市民の

皆様にご迷惑を掛けないような方向で努力を今初めているところです。先程説明にもあり

ましたが、また新たな報告ができるような段取りになりましたら、報告をさせていただき

ます。 

 

◆竹内教育長 

 他にございませんか。無いようでしたら以上で本日の日程は終了いたしました。以上を

もちまして、平成３０年９月の定例教育委員会を閉会いたします。 

 

以上 

 


