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平成３１年１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３１年１月２４日（火）   三好市教育委員会 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     委   員   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 

          学校教育課長               高井 貞行 

        生涯学習・スポーツ振興課長       小野寺 武夫 

文化財課長                山崎 陽子 

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３１年１月の三好市定例教育委員会を開催いたします。 

 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。それでは報

告事項に入ります。 

 

 

（５）報告事項 
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◆竹内教育長 

12月 27日から本日までの主な事業を報告いたします。 

1月 3日、新年早々の成人式でしたが、委員の皆さまにはご出席をいただきお世話になり

ました。本年の成人者数 269 名のうち 216 名という多くの皆さんに出席をしていただきま

した。本年は総合体育館が改修中のため、池田中学校の体育館での開催となりましたが、

混乱することもなく、厳粛かつ盛大に実施することができました。 

同じく 1月 3日に徳島駅伝の開会式があり、篠原教育次長に出席していただきました。 

また、1月 6日には閉会式がありました。三好市は、今年は 8位入賞を目指して練習して

まいりましたが、初日の高校生区間や中学生区間での好走で波に乗ることが出来、全選手

の奮闘により 7 位という素晴らしい成績をおさめることができました。沿道等でのご声援

ありがとうございました。 

1月 8日から 9日の 2日間にわたって学校長と市教委の人事ヒアリングを開催し、学校長

から人事上の要望等をお聞きしました。これを受けまして、22日と 23日に学校長と県教委

及び市教委の人事異動一次面接を実施いたしました。 

1月 17日、三野体育館で間寛平氏を招いての市民大学講座がありました。「アースマラソ

ンの裏側、すべて話します」と題して、地球一周 4 万キロあまりの過酷なマラソンについ

て、走ることになったいきさつからいろいろな苦労等を話していただきました。王地小学

校、芝生小学校、三野中学校の児童生徒 300 名と一般の方々を合わせて 750 名という体育

館いっぱいの人数になりましたが、さすがは芸人と思わせるしゃべりで、子どもから高齢

者まで、退屈させることなく笑いの絶えない 2 時間でした。最後に、完走できたのは、自

分ひとりの力ではなく、まわりの方たちの支えのおかげです。と締めくくったのは、さす

がだと思いました。 

私からは以上です。行事予定につきましては、欄外記載の通りですが、2 月 21 日に市民

大学講座の閉会式を予定しております。 

なお、2月の定例教育委員会は、議会と教職員人事異動面接の日程の関係で2月18日（月）

14:00から開催したいと考えておりますが、ご都合はいかがでしょうか。 

以上で事業報告を終わります。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆竹内教育長 

 それでは続きまして、「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がよろしいでしょうか。 

◆委員一同 

 はい。 
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◆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 12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 

 平成 30年 12月定例会議録については訂正箇所がございません。 

◆竹内教育長 

 それでは、「平成 30年 12月定例会議事録」については、承認いたします。 

 

（７）議案 

第 17 号 三好市図書館条例の一部を改正する条例について 

第 18 号 三好市就学援助費交付規則の一部を改正する規則について 

第 19 号 三好市小中学校事務グループ実施要綱の一部を改正する要綱について 

第 20 号 三好市教育委員会教育長交際費の支出基準に関する要綱の一部を改正

する要綱について 

第 21 号 三好市文化財保護審議会への三好市指定文化財諮問について 

 

◆竹内教育長 

 「三好市図書館条例の一部を改正する条例について」を議題とします。議会承認案件と

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 

 はい。 

◆竹内教育長 

 それではこれから非公開とします。 

 

≪ 非 公 開 ≫ 

 

それでは非公開を解除いたします。 
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◆竹内教育長 

 続いて議案第 18号「三好市就学援助費交付規則の一部を改正する規則について」を議題

とします。関係部局より説明をお求めます。 

◆高井課長 

 資料 7ページになります。議案第 18号「三好市就学援助費交付規則の一部を改正する規

則について」です。三好市就学援助費交付規則の一部を次のように改正するものでござい

ます。8ページをご覧ください。元号が改正をされますのでそれに伴う様式の変更でござい

ます。別記様式第 4条の 9ページをご覧ください。9ページ頭の方ですが生年月日が昭和・

平成と記載されています。この部分が 11ページの様に元号欄を削除した形にするというこ

とです。お願い致します。 

◆竹内教育長 

 只今説明がございましたが、議案第 17号について質疑ございませんか。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆竹内教育長 

 それでは本案は原案のとおり決定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 

 議案第 18号「三好市就学援助費交付規則の一部を改正する規則について」は原案のとお

り可決されました。 

 続いて議案第 19号「三好市小中学校事務グループ実施要綱の一部を改正する要綱につい

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 

 13ページをご覧ください。議案第 19号「三好市小中学校事務グループ実施要綱の一部を

改正する要綱について」三好市小中学校事務グループ実施要綱の一部を次のように改正す

るものでございます。14 ページをご覧ください。改正前改正後とございます。様式第 1 号

と第 2号を元号の改正により様式を変更するものでございます。 

15ページ 16ページが改正前に様式がございまして、17ページ 18ページが改正後の様式

となります。こちらも改正前は平成という文言が入っておりますが、この元号を削除する

ものでございます。 

◆竹内教育長 

 関係部局より説明がございましたが議案第 19号について質疑ございませんか。 
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◆委員一同 

 ありません。 

◆竹内教育長 

 それでは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 

 議案第 19号「三好市小中学校事務グループ実施要綱の一部を改正する要綱について」は

原案のとおり可決されました。 

 続いて議案第 20号「三好市教育委員会教育長交際費の支出基準に関する要綱の一部を改

正する要綱について」を議題とします。事務局より説明を求めます。 

◆高井課長 

 19 ページをご覧ください。三好市教育委員会教育長交際費の支出基準に関する要綱の一

部を次のように改正するものでございます。 

改正することによりまして、「三好市教育委員会教育長交際費の支出基準に関する内規」

ということで、新たに要綱の方からは削除をさせていただきまして、内規という形で引き

継いでまいりたいと考えております。以上宜しくお願いします。 

◆竹内教育長 

 関係部局より説明がございましたが議案第 20号について質疑はございませんか。 

◆喜多委員 

 金額や内容が変わっているわけではないのですね。 

◆高井課長 

 そのまま内規という形に移行させていただくということです。 

◆竹内教育長 

 それでは本案を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 

 よって議案第 20号「三好市教育委員会教育長交際費の支出基準に関する要綱の一部を改

正する要綱について」は原案のとおり可決されました。 

 続いて議案第 21号「三好市指定文化財の指定に係る文化財保護審議会への諮問について」

を議題とします。事務局より説明を求ます。 

◆山崎課長 

 議案第 21号「三好市指定文化財の指定に係る文化財保護審議会への諮問について」三好

市文化財保護条例（平成 18年条例第 107号）第 13条第 5号の規程により、三好市文化財

保護審議会へ諮問することについて、次のとおり議決を求めるものでございます。これに
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つきましては諮問案件が 3件ございます。 

27ページをご覧ください。27ページにありますのが、馬宮家住宅式台玄関及び酒蔵屋敷 

附 棟札、馬宮家所蔵文書についての申請書でございます。その後に資料が添付してあり

ます。 

 29年 7月第 1回文化財保護審議会の馬宮家医薬問、通称「武家門」の名称変更審議の折

に指定について付帯意見が出されていたものです。 

30ページをご覧ください。30ページは池田城跡についての申請書でございます。30年 7

月開催の検討委員会にて調査等の必要性が審議され、各資料等整理し審議会への指定諮問

となりました。 

36 ページをご覧ください。3 つ目の案件で、「池田城跡の樹木群」追加指定 11 樹につい

ての資料になります。29年 7月の審議会において、城跡南斜面において 11樹の追加指定及

び生育地を兼ねた池田城跡の指定について付帯意見が出され、追加申請の諮問とするもの

でございます。このことについて審議会への諮問を承認いただきたく提案させていただき

ました。よろしくお願いします。 

◆竹内教育長 

 只今関係部局より説明がございましたが、議案第 21号については質疑等ございませんか。 

◆前川委員 

 三好市指定施設はこの写真に記されている全部ですか。 

◆山崎課長 

 池田城跡は東の諏訪公園から池田中学校の武道館になります。区分的に石積みが発見さ

れていますので、外堀であろうかとかいった審議もされております。これを調査していき

たいと思っております。まず指定を受けるべき価値があるかを審議会で審議していただい

て、調査をしたいと思います。 

◆新久保委員 

 まだ指定は受けてないということですよね。 

◆山崎課長 

 はい。 

◆新久保委員 

 池田城は幼稚園のあたりだといっておりましたよね。 

◆山崎課長 

 幼稚園の駐車場の下に、この写真のような石積みがあるのですが、実際のところ指定は

受けていないという状態です。その指定を受けなければ、樹木群は指定されているのに、

池田城跡の樹木群となっているが池田城は指定されていないので、話が繋がらないといっ

たことがありまして、調査に時間がかかるのですが是非指定を受けたいと思います。 

◆竹内教育長 

 池中の裏の姫塚は入っていますか。 
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◆高井課長 

 武道場のフェンスが内側ですのでこれで見ますと道よりグランド側なので入っていると

思います。 

◆前川委員 

 池田城は大西城ではないのですか。 

◆山崎課長 

 大西城ではないようです。詳しくはまだわからないのでこれからの調査になりますが、

はじめ建設された人が大西氏も入られていて知られていたみたいです。しかし小笠原氏か

もしれませんし、そのあたりを詳しく、誰がいつ建てたかというのが分からないままです

ので、通称名で池田城としております。 

◆新久保委員 

 私も大西城だと思っていました。 

◆喜多委員 

 名称というのは今まで仮の名称で、正式な名前ではないのですか。 

◆山崎課長 

 正式な名称というのはありません。郷土史の方から大西城というのはないだろうと言わ

れたこともあります。 

◆前川委員 

長野県から小笠原氏が来たというのを吉岡先生がおっしゃっていたのですよね。その後

入れ替わりがあったということですかね。 

◆山崎課長 

その小笠原氏が来たときにはもうすでにあったと思われます。規模がどのくらいかはわ

かりませんが、段々大きくなったのかもわかりません。 

◆喜多委員 

 そこにお城があったという資料はあるのですか。 

◆山崎課長 

 この石積みが、資料というより現実的な証拠品になります。この写真ではわかりにくい

のですが、池田小学校のところにも石積みがありまして、だれの墓地かは分からないので

すけども、石積みであるので、そこは外堀だったのかもしれないと見ていて、民家の裏に

も石積みが何カ所か発見されています。 

◆喜多委員 

 あとひとつ教えてほしいのですが、この 31ページの地図にピンク色でマークしていると

ころが指定になるのですよね。この中に一般の民家というのは含まれてないのでしょうか。 

◆山崎課長 

 担当の方で番地も調べましたところ、全て三好市の学校だったり諏訪公園もそうですし、

個人の方の所有の土地というのはないです。 



8 

 

◆竹内教育長 

 他質疑ございませんか。ないようでしたら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 

 異議なしと認めます。よって、議案第 21号「三好市指定文化財の指定に係る文化財保護

審議会への諮問について」は原案のとおり可決されました。 

 その他何かございますか。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆竹内教育長 

 それでは以上で、本日の日程は全部終了いたしました。平成 31年 1月三好市定例教育委

員会議を閉会いたします。 

 

以上 

 


