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令和元年三好市教育委員会 9 月定例会議録 

 

（１）開会及び閉会に関する事項 

       令和元年９月２７日（金）     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  大北 慶子     委  員     植本 修子  

委    員   喜多 雅文     委  員     深田 晃司 

 

（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               宮内 一也 

三好市学校給食センター所長      近藤 嘉男 

        生涯学習・スポーツ振興課長       宮岡 浩司 

文化財課長                山崎 陽子 

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 

 

 

◆竹内教育長 

 ただいまの出席委員は 4 名であります。定足数を満たしておりますので、ただいまから令

和元年三好市教育委員会 9 月定例会を開会いたします。 

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 

◆竹内教育長 
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それでは、8 月 23 日から本日までの主な事業を報告いたします。 

まず、8 月 29 日、臨時の管区別教育長会が開催されました。8 月に起こりました教員の不

祥事についての説明と、不祥事防止の徹底について伝達がありました。また、情報公開請求

の対応について、今後は、現状の懲戒処分の内容公開に加えて、服務上の処置の内容につい

ても公開されることが決定したとの伝達がありました。 

9 月 2 日から 24 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。 

9 月 8 日から、市内各中学校で体育祭が始まりました。台風 15 号の影響はなかったのです

が、猛暑の戻りで熱中症が心配される状況になりました。11 日には、池田小学校で運動会の

練習中に 7 名が体調不良を訴え、病院を受診いたしましたが、大事にはいたりませんでした。

15 日には、箸蔵小学校、東祖谷小中学校で運動会が実施されました。また、22 日には多く

の小学校で運動会が予定されていましたが、台風 17 号の影響のため延期になった学校もあり

ましたが、委員各位にはご出席いただきお世話になりました。 

9 月 14 日から 10 月 13 日まで市内各地で敬老会が開催されています。今年の 77 歳以上を

迎える対象者の方は、三好市全体で 6,122 人、今年度 100 歳以上になられる方は、50 人おい

でるということです。三好市の最高長寿者は、107 歳の池田町の女性の方だそうです。65 歳

以上の高齢化率だけでいうと、43.63％とかなり高い数字になっています。 

9 月 25 日から、県教育委員会の学校訪問が始まりました。25 日には東祖谷小中学校、26

日には檪生小学校、西祖谷中学校を訪問し、教室訪問での授業参観や諸帳簿の点検、先生方

の面接が行われました。県教委は、市内すべての学校を訪問し、10 月 25 日で終了する予定

になっております。なお、9 月 12 日に、三野中学校の給食に異物混入の事案が発生し、ご心

配をおかけしました。その件につきましては、この後、報告がありますのでよろしくお願い

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、欄外記載のとおりです。

10 月 2 日には、ダルズ市へ 1 か月間の留学に 2 名の中学生が出発いたします。帰国は 11 月

1 日の予定です。また、10 月 15 日から 11 月 1 日までの 3 週間の間、県が行っているデュア

ルスクールの制度を使って、東京から箸蔵小学校に小学校 4 年生と 6 年生の姉妹が転入して

くることになっています。デュアルスクールという制度は、都会の学校の児童が向こうの学

校に籍を置いたまま、地方での生活を体験するという制度です。平成 28 年から、美波町が毎

年受け入れていますが、今年は、吉野川市にも来ており、今回三好市も受け入れることにな

りました。 

次回 10 月の定例教育委員会は、10 月 29 日、火曜日の 14:00 からを予定していますがご都

合はいかがでしょうか。私の方からは以上です。 

只今の報告についてご質問があればお願いします。 

◆委員一同 

 ありません。 
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◆竹内教育長 

 報告については以上です。続きまして、報告事項の二つ目ですが三野中学校における学校

給食への異物混入についての報告を求めます。よろしくお願いします。 

◆近藤所長 

 三好市学校給食センターの近藤です。委員の皆様既にご存知と思いますが、非常にご心配

をお掛けして申し訳ございませんでした。 

 それでは三野学校給食センターで発生しました異物混入についてご報告をさせていただき

たいと思います。本事件は去る 9 月 12 日、三野中学校で提供された給食のうちマカロニスー

プに体長 5ｍｍ程度のメイガ類の幼虫が多数混入し、一部の生徒の口に入った可能性がある

というものでございます。事後の対応につきましては、残飯の確認、検体を残しての処分、

調理機器及び調理場内の清掃点検を実施しました。 

 また、徳島県教育委員会体育学校安全課、三好保健所、検体の検査機関、食材の納入業者、

報道機関各社には連絡を行い、翌 9 月 13 日に 10 時 30 分からは三好保健所による調理場の

検査と職員への聞き取りが行われております。その後現在まで健康被害を訴える生徒は出て

おりません。また三好保健所と協議のうえ、混入原因が判明し、洗浄等により衛生上問題が

ないということで、翌 9 月 13 日から給食の提供を再開しております。 

原因といたしましては、食材として購入しました乾燥マカロニの袋の中に購入時に既にメ

イガ類の幼虫が入っていた可能性が高いということです。更に調理前の点検マニュアル通り、

袋の中身をボウルに開けて異物混入を目視で点検したにもかかわらず、幼虫の混入を見落と

したことが原因として指摘されております。 

 今後の対策といたしましては三野学校給食センターだけでなく全給食センター及び調理場

に対し今後このような事案が発生しない様、食材の点検については異物混入があるものとし

て捉え、複数の目で確認する、できるだけ広げて確認できるよう受け皿を大型化する等の対

策を指示しております。今後こうしたことが無いよう職員一丸なって安心安全な給食の提供

に努めていきたいと考えております。簡単ではございますが、ご報告とさせていただきます。

よろしくお願い致します。 

◆竹内教育長 

 以上の報告について質疑等ございませんか。 

◆喜多委員 

 2 点お聞きしたいのですが、まず 1 つは業者に対する対応です。品物の中に入っていたと

いうことで、原因は業者の方に影響するのでないかと思いますので、そのあたりの対応をど

うしたのかというのと、2 つ目は保護者への対応と反応はどうだったのかをお聞きしたいで

す。 

◆篠原教育次長 

 業者の方は、大阪の方の製造業者と徳島の方の納入業者を直ちにお呼びしまして、駆けつ

けて下さいました。基本的には責任逃れをすることなく、いずれの業者も自らの瑕疵である
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ことを前提に調査をするということです。結果でございますが、製造ロットがどこへどう流

れていったのかを調べるのにしばらくかかるということで、今まだ結論としては返ってきて

おりませんがそのような真摯な態度で調査をして頂いております。判明した時点でまた説明

をしていただけるということですので、それを今のところは待っておりますが、どうしても

こういったアクシデントについてあきらかな悪意なものではないということで、こちらの方

でも見落としがあったということですので、瑕疵担保のところは考えておりません。 

ただ三好保健所によりますと、このような事案があったという事は大阪の製造業者の方の

管轄内の保健所の方にも周知をすることになるだろうということですので、業者については

向こうの保健所から何らかの指導が入るものと思います。業者については以上です。 

◆近藤所長 

 保護者の対応・反応についてですが、12 日に異物混入があったのですがその日に保護者の

方へ子どもを通じて文書での形で報告をいたしました。翌日の朝、生徒には宮内課長の方か

ら説明・報告をしていただきました。三野学校給食センターから王地小学校と芝生小学校に

も提供されているのですが、釜が別ということもあり混入は見られなかったが、子ども達も

保護者の方も不安があるということで 13 日に王地小学校と芝生小学校については混入の形

跡はなかったという文書を子どもを通じて持って帰っていただくようにしました。 

◆喜多委員 

 三野町内の学校全体の家庭と連携がとれたということですね。 

◆近藤所長 

 はい。またその後、生徒から体調の異常の報告は受けておりません。 

◆喜多委員 

 ありがとうございます。 

◆竹内教育長 

 その他ございませんか。続いて、三好市議会 9 月定例会議の報告をお願いします。 

◆篠原教育次長 

 それでは三好市議会定例会の報告を申し上げます。三好市議会 9 月定例会は令和元年 9 月

2 日に開会し、9 月 24 日までの間に認定 3 件、議案 10 件、諮問 1 件、同意 1 件を審査し、

いずれも原案通り可決しております。陳情 2 件につきましては 1 件は採択、うち 1 件は不採

択として閉会しました。以下教育委員会関係の事案についての概要をご説明申し上げます。 

 まず、令和元年 9 月 9 日から 9 月 11 日までの 3 日間一般質問が行われました。教育委員

会関係としましては、田村俊哉議員から池田町ウエノ諏訪公園付近の通行止めに関して児童

生徒の通学路であることから安全対策はとの質問があり、迂回することで安全確保している

と回答しました。また諏訪公園の再整備に関して文化財の視点からの制約はあるのか、との

質問があり、諏訪公園の周辺には埋蔵文化財がある可能性があることから、土地の掘削や形

状変更に際しては許可を要することがあると回答しております。 

次に吉田和男議員から、三好市総合計画の中で学校教育充実のための具体策はという質問
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があり、総合計画の中での学校教育の位置付けと、本市の特色ある学校教育の実践内容につ

いて説明をしております。 

次に平田政廣議員から総合的な学習の時間における実践内容についての質問があり、現在

各学校ではそれぞれ地域特性を生かして伝統文化の継承や食育の推進、防災や福祉関係など

多岐にわたって総合的な学習を行っていることを説明しました。 

次に天羽強議員から三好市子どもの読書活動推進計画が今年度最終を迎えることからこれ

までの総括と次期計画策定についての質問があり、総括については教育長が本日までの子ど

もの読書活動推進のための取り組みと今後も継続して子どもたちが本に親しめるような取り

組みを考えていると回答し、私、教育次長が県の策定する新たな子どもの読書活動推進計画

の状況を見ながら、現計画を基に新たな計画策定を行う予定であると回答いたしました。 

また同じく天羽強議員から主権者教育の取り組みについて質問があり、教育長が 18 歳選挙

権導入によって再認識された主権者教育の重要性について国の動向と本市における取組、ま

た今後の方向性について総合的な説明を行い、学校図書館の主権者教育の果たす役割、小中

学校での新聞購読の状況、第 2 期教育振興計画における主権者教育の位置付けについては教

育次長が回答しました。 

次に、9 月 11 日に議案質疑が行われ教育委員会関係では竹内義則了議員から幼稚園保育料

無償化に伴う三好市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例についての質問があり、

学校教育課長が改正の内容について 10 月以降は幼稚園保育料が無料になる他、保育が必要と

認められる児童の預かり保育料は無料になること等を説明しました。 

また吉田和男議員から体育施設管理費の工事請負費についてその内訳についての説明を求

める質問があり、生涯学習・スポーツ振興課長が三野グラウンドトイレ改修と井川柔剣道場

の配水管の変更であると回答しました。 

続いて 9 月 13 日に行われました、文教厚生常任委員会では三好市立幼稚園保育料徴収条例

の一部を改正する条例について、続けて三好市一般会計補正予算のうち教育委員会に関係し

たものについて質疑の後、採決が行われいずれも原案通り可決されました。 

また酒祭り開催に関する要望書 1 通の陳情が採択されております。9 月 24 日議会最終日に

は委員長報告が行われ文教厚生常任員会の報告通り可決されて三好市議会 9 月定例会議を閉

会しました。なお 9 月 12 日に発生しました三野学校給食センターでの異物混入については議

会最終日に教育長が報告をしております。以上三好市議会 9 月定例議会についてのご報告と

させていただきます。よろしくお願い致します。 

◆竹内教育長 

 ありがとうございました。只今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。 

◆竹内教育長 

 それでは続きまして、三好市子どもの読書活動推進計画の改定について報告を求めます。 
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◆宮岡課長 

 生涯学習・スポーツ振興課長の宮岡でございます。お手元の三好市子どもの読書活動推進

計画ございますが、これは平成 26 年 10 月に徳島県の子どもの読書活動第 3 次推進計画が策

定されたことを受けまして、平成 27 年の 3 月に三好市子どもの読書活動推進計画を策定して

おります。5 ページから 16 ページに 1 から 3 として家庭における子どもの読書活動推進、そ

れから地域における活動推進、学校等における読書活動推進と、3 つの分野が定められてお

りまして、それぞれ取組を進めて参りました。計画期間につきましては、平成 27 年度から

31 年度までの 5 年間で今年度は最終年度となっております。現在、県におきましても第 4 次

推進計画がこの 10 月末を目途としまして策定中でございます。それを受けまして、来年 3

月を目途に三好市子どもの読書活動推進計画の改定に取り組んで参りたいと考えております。 

 この計画の中では、資料編のアンケート調査というのがございます。26 年 9 月にアンケー

ト調査を実施しまして、14 ページに平成 32 年度目標値として、本を読むのが好きな子ども

の割合を 80%と設定をしております。今年度も同様の子どもの読書に関するアンケート調査

を 10 月に実施したいと思っております。よろしくお願い致します。 

◆竹内教育長 

 ただいまの報告を受け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、「令和元年度就学援助費対象者の認定について」報告を求めます。個別の交付

対象者についての報告がありますので、非公開とさせていただき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致します。 

≪ 非 公 開 ≫ 

◆竹内教育長 

以上の報告について質疑はございませんか。無いようですので、質疑を打ち切ります。そ

れでは非公開を解除いたします。 

≪ 非 公 開 解 除 ≫ 

 

（６）承認事項 

◆竹内教育長 

 つづいて、「令和元年三好市教育委員会 8 月定例会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。 
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◆岡田主幹 

 訂正箇所はございません。 

◆竹内教育長 

 それでは、「令和元年三好市教育委員会 8 月定例会会議事録」については、承認いたします。 

 

（７）議 案 

◆竹内教育長 

 続いて議案に移ります。議案第 12 号「三好市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則につ

いて」を議題とします。関係課より説明を求めます。 

◆宮内課長 

 学校教育課宮内です。議案第 12 号「三好市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則」につ

いて説明します。改正の内容ですが、まず、幼保無償化によるものとして、様式第 1 号と様

式第 2 号の改正があります。資料の 7 ページから 10 ページです。 

預かり保育料ですが、幼稚園において保育の必要があると認められた児童の保護者は、子

ども・子育て支援法による施設等利用給付を受けることができるようになります。これらの

給付、そして、新たに条例において設けた保育料の減額規定により、幼稚園において保育の

必要があると認められた児童の預かり保育料は、今年の 10 月 1 日から無料となります。よっ

て、様式第 1 号と第 2 号には、幼稚園における保育の必要を判定するための項目を新たに設

け、保育所との調整を行い、規定しなおしたものです。なお、現在お預かりしている園児 87

名に対しての、幼稚園において保育の必要があるかどうかの調査ですが、既に保育所におい

て用いられている様式を用い、保護者から提出をいただいております。 

その他の部分の改正ですが、議案第 14 号三好市立幼稚園預かり保育実施要綱を廃止する告

示に関係するものです。同告示に規定されている預かり保育に関する規定を、本規則におい

て規定し、様式を含め、幼稚園に関する規定を集約しました。本規則による改正後の規則は、

来年 4 月 1 日から施行します。以上よろしくお願いします。 

◆竹内教育長 

 只今の説明に質疑はございませんか。 

◆宮内課長 

 預かり保育も実施要綱が、28 ページに資料がついておりますので、この規定がこの規則の

中に盛り込まれております。要綱の中には一時預かりの様式等も付いておりましたので、そ

れも合わせて幼稚園管理規則の中に設けました。幼稚園管理規則を見ていただければ保育に

ついてはお分かりいただけるようになっております。保育料につきましては保育料条例施行

規則を見ていただければ全て分かるように集約をしてございます。 

◆竹内教育長 

 質疑無いようですので、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 
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 異議なし。 

◆竹内教育長 

 それでは異議なしと認めます。議案第 12 号「三好市立幼稚園管理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 13 号「三好市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一部を改正する規則につ

いて」を議題といたします。関係課より説明を求めます。 

◆宮内課長 

 議案第 13 号「三好市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一部を改正する規則」について説

明します。改正の主な部分は、前回会議にてご承認いただいた三好市立幼稚園保育料徴収条

例の一部を改正する条例において、預かり保育料に関する規定のほとんどを教育委員会規則

に委任しましたので、条例に規定されていた事項を本規則に移行しました。なるべく簡単で

わかりやすい制度へと変更している箇所もいくつかありますが、制度そのものについては現

在の制度を踏襲するものとなっています。 

 今回の改正により、大きく変更した個所といえば、まず、17 ページをご覧ください。第 2

条第 4 項及び第 5 項において、それぞれ別表第 1、別表第 2 において定められた預かり保育

料があります。 

預かり保育料ですが、今回改正された条例において、来年 4 月 1 日以降は、午後保育、長

期休業保育を一本化し、名称を「預かり保育」とし、料金の上限を月額 10,800 円と定め、規

則にその額を委任しています。21 ページの別表第 1 をご覧ください。他市町の例や施設利用

給付の額などから、事務局において協議しました結果、第 3 階層以上においては、8,000 円、

第 2階層のうち市町村民税均等割りのみ課税世帯は 4,800円、市町村民税課税世帯 2,400円、

第 2 子は基本半額、第 3 子以降は無料としました。続いて 24 ページ別表 2 をご覧ください。

ひとり親世帯等の預かり保育料ですが、第 3 階層第 1 子において 2,400 円とし、その他のケ

ースは無料としました。 

なお、法による預かり保育料に係る給付額の上限額ですが、一日当たり 450 円、月額 11,300

円という制限があります。 

三好市が実際に給付する額は、月額 8,000 円と法定の基準による算定値のいずれか低い方

の額となりますので、一月当りの保育日数が 18 日を上回る場合の実給付額は、8,000 円とな

ります。 

続いて 19 ページをご覧ください。第 2 条第 7 項は一時預かりの額ですが、条例において

現行の 1,000 円を上限とし、規則に委任されています。この額を通常の預かり保育の減額率

に併せ、一日あたり 800 円としました。 

第 3 条では、月の中途からの入退園について、減額の方法を、国の給付基準である日額 450

円を用いた方法に改めました。20 ページをご覧ください。第 4 条第 2 項では、夏休み中の利

用がない児童は、8 月の在籍日数がなかったものとして、8 月分の預かり保育料を無料として

います。本規則による改正後の規則は、来年 4 月 1 日から施行します。 
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25 ページですが、保育所との簡単な比較表です。預かり保育料は、最も高い金額の場合の

み記載しています。以上よろしくお願いします。 

◆竹内教育長 

 以前の規則よりはわかりやすくなったのですね。 

◆宮内課長 

 はい。多子算定の基準も別表の中に分かりやすく入れさせていただいたので、こちらの方

がわかりやすくはなってございます。制度的には今の預かり保育について本来でありました

ら多子算定や階層区分これらを含めて設定しなさいという国の基準はなく、大体の自治体に

おきまして一律料金、月額いくらであるとか、日額いくらであるといった場合がほとんどで

ございます。三好市の場合は現在のところ年額いくらとしまして、月割額を規則において月

でさまざまな額に割り振っております。ただ現在三好市が国に先行しまして減額の方法を規

定しておりますので法改正以降も預かり保育料につきましても階層区分や多子算定の基準を

設けまして、他の団体よりかなり子育てが充実する内容となっております。 

 ただし事務をする方としましては煩雑ですので誰でも一律いくら、要保育の方ですといく

ら給付するのか。家庭で保育ができる方につきましてはこの価格をいただくと一律の価格に

するのが大体の自治体でございます。今後検討しまして、分かりやすくさらに減額ができれ

ばと検討は続けて参りますのでよろしくお願い致します。 

◆竹内教育長 

 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 

 無いようですので、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 

 異議なしと認めます。よって議案第 13 号「三好市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一部

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。 

 続きまして議案第 14 号「三好市立幼稚園預かり保育実施要綱を廃止する告示について」を

議題としたします。お願いします。 

◆宮内課長 

 議案第 14 号「三好市立幼稚園預かり保育実施要綱を廃止する告示について」説明します。 

本告示に規定されている内容は、議案第 12 号「三好市立幼稚園管理規則の一部を改正する

規則」において規定しましたので、本告示を廃止するものです。よろしくお願いします。 

◆竹内教育長 

 只今の説明に質疑はございませんか。 
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◆委員一同 

 ありません。 

◆竹内教育長 

 無いようですので、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 

 異議なしと認めます。よって議案第 14 号「三好市立幼稚園預かり保育実施要綱を廃止する

告示について」は原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第 15 号「三好市学校給食費補助金交付要綱の一部を改正する告示につい

て」を議題といたします。説明をお願いします。 

◆近藤所長 

 三好市学校給食センター近藤でございます。議案第 15 号「三好市学校給食費補助金交付要

綱の一部を改正する告示について」説明をさせていただきます。 

 10 月 1 日より幼保無償化に伴いまして、幼稚園の給食費、それから預かり保育の給食費の

保護者負担を無料とするための改正でございます。要綱については昨年新設しました中学校

の無償化に伴う要綱の改正となります。給食費を補助金として特別会計にという事でござい

ます。 

 まず第 1 条についてです。「幼稚園における長期休業期間中の食事の提供のため保護者が負

担する経費を含む。」という文言を追加しております。これは預かり保育の部分でございます。 

 それから第 2 条、「生徒の保護者」を削除しまして、「満たしたものとする。」としておりま

す。続いて 1 号、「生徒」の後に「又は三好市内の幼稚園に在籍する園児（以下、「生徒等」

という。）」という文言を追加しております。 

 あと、それぞれ第 7 条まで修正をしております。これは幼稚園に関する部分について語句

を追加・修正をしております。 

 また様式第 1 号から 10 号までを 33 ページから掲載をしております。これにつきましても

様式自体の変更はございません。語句について、それぞれ幼稚園に対応した修正をしており

ます。以上簡単でございますが、よろしくお願い致します。 

◆竹内教育長 

 ただいま給食センター所長から説明がございましたが質疑はございませんか。 

 中学校が無償化になっているので、そこに幼稚園の文言を入れるということですね。 

◆近藤所長 

 そうです。 

◆喜多委員 

 小学校は無償化になっていないんですか。 

◆竹内教育長 
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 なっておりません。その他ございませんか。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆竹内教育長 

 無いようですので、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 

 異議なしと認めます。よって議案第 15 号「三好市学校給食費補助金交付要綱の一部を改正

する告示について」は原案のとおり可決されました。 

 続いて議案第 16 号「三好市指定文化財の指定について」を議題とします。関係課より説明

をお願いします。 

◆山崎課長 

 文化財課山崎です。よろしくお願いします。議案第 16 号「三好市指定文化財の指定につい

て」ということでございますが、諮問案件の答申内容は記念物（天然記念物）として名称「新

田神社の社叢」三好市文化財保護条例第 13 条第 1 項により上記物件を三好市指定文化財への

指定としたいと考えております。社叢の中心部にある新田神社には「新田（脇屋）義治」が

祀られており、当社を含む社叢（通称：新田の森）がこの地域で大切に守られてきました。 

 社叢の樹木群は、45 ページの調査表にもありますように良好な樹勢を保っており、既に指

定となっている池田城跡の樹木群などと比べましても生育地の特性をよく表していると思わ

れます。 

以上のことから三好市にとって重要なものであると判断し三好市指定文化財とすることに

議決を求めるものでございます。よろしくお願い致します。 

◆竹内教育長 

ただいま文化財課から説明がありましたが、質疑はございませんか。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆竹内教育長 

 無いようですので、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 

 異議なしと認めます。よって議案第 16 号「三好市指定文化財の指定について」は原案のと

おり可決されました。 

 議案は全て終わりましが、その他何かございませんか。 

◆竹内教育長 
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それでは他ないようでしたら、以上で本日の日程は全て終了いたしました。これをもちま

して、令和元年三好市教育委員会 9 月定例会を閉会いたします。お世話になりました。 

 

以上 


