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令和元年三好市教育委員会１２月定例会議録 

 

（１）開会及び閉会に関する事項 

       令和元年１２月２４日（火）     教育委員会１階 中会議室 

                                    

      開会   午前１０時３０分 

                                      閉会   午前１０時５５分 

 

（２）出席委員の氏名 

        教 育 長  竹内 明裕      委  員     前川 順子 

        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 

        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 5 名であります。定足数を満たしておりますので、ただいまから令

和元年三好市教育委員会 12 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 

それでは、11 月 27 日から本日までの主な事業を報告いたします。 
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11 月 27 日、管区別教育長会が開催され出席しました。内容は、令和元年度末教職員人事

異動についての説明が主なものでした。これを受けて、11 月 28 日、幼・小・中の園長・校

長会を開催いたしました。 

12 月 2 日から 19 日まで、12 月議会が開催されましたが、この件については篠原教育次長

から、この後まとめてご報告いたします。 

12 月 21 日、徳島駅伝の結団式が行われました。今年も、中学生、高校生や大学生のメン

バーがかなり充実してきていると感じました。ユニフォームも新調し、やる気が感じられる

結団式でした。昨年は、三好市になって初めて 7 位という好成績を残しました。今年はそれ

以上の成績を目指してがんばってほしいと思います。 

12 月 23 日、高校生議会が開催されました。質問の内容が、「市民にとって親しみやすい市

づくりについて」「池田ダム決壊を想定した防災・減災について」「健康寿命向上、生活習慣

病克服への取り組みについて」「いけだ阿波踊りの運営について」「地域の魅力発信のための

高校生と行政の連携について」など、多岐にわたっていました。高校生の地域や行政への関

心の高まりを感じました。 

また、12 月の中旬には、来年のオリンピックの聖火リレーのコースが発表されました。三

好市は、箸蔵ロープーウェー乗り場から池田高校三好校の前を通って、東みよし町へのルー

トになっているようです。三好市は、中学生の千葉さんと小学生の細川君の 2 人が選ばれた

ようです。教育委員会としても、4 月に予定されている聖火リレーにむけて盛り上げていけ

ればと考えています。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、1 月 3 日に成人式が開催されますので

ご出席をよろしくお願いいたします。また、1 月 4 日から 6 日まで恒例の徳島駅伝が開催さ

れます。応援をよろしくお願いいたします。 

なお、1 月の定例教育委員会は、人事異動面接の日程の関係で 1 月 23 日（木）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。

質疑等があればお願いします。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆竹内教育長 

続きまして、三好市議会 12 月定例会議の報告を教育次長の方からお願いします。 

◆篠原教育次長 

 三好市議会 12 月定例会議の報告を申し上げます。三好市議会 12 月定例会議は令和元年 12

月 2 日に開会し、12 月 19 日までの間に議案 9 件を審査し、何れも原案通り可決、1 件につ

いては採択、5 件についてはうち 2 件を採択、3 件を不採択とし意見書 2 件を採択して閉会

をいたしました。以下、教育委員会関係の事案についてのご説明を申し上げます。まず令和

元年 12 月 9 日から 12 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

は西内議員から「教職員について」として、昨年度の児童生徒のいじめの件数、教職員のい
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じめ・パワハラの件数、働き方に関する教諭へのアンケート、教員配置の適正化、業務の軽

減についての質問があり、それぞれの件数またはアンケートは行っていないこと、教員の配

置は今後も要望をしていくことなどを回答いたしました。 

 再問では教員志願者の減少の問題や、教員への直接アンケートについて質問があり、教育

長が教員の働き方改革については今後推進していくと回答いたしました。 

 次に高橋議員から幼稚園・保育所・認定ことも園の園庭における芝生の管理についての質

問があり、福祉事務所長と共に教育次長が園庭芝生導入経緯や今後の管理方法について保護

者や職員の意見を聴きながら検討していると回答いたしました。 

次に 12 月 11 日に議案質疑が行われ教育委員会関係では、吉田委員から池田湖ボートスロ

ープ補正予算について、予算の概要と今回の位置決定の経過についての質問があり、担当課

長が予算の内訳や、決定の経過について説明致しました。 

続いて 12 月 12 日に行われた文教厚生常任委員会では一般会計の補正予算のうち当委員会

に関係したものについて質疑が行われました。三木委員からは 2020 年度の教科書採択に当

たって教員用教科用図書、指導書等の購入費についての質問がありました。また、高橋議員、

西内議員からは池田湖ボートスロープ工事請負費についての質問があり、担当課長が回答し

ております。この後採決が行われ、補正予算案についてはいずれも原案のとおり可決されま

した。 

12 月 19 日、議会最終日には委員長報告が行われ文教厚生常任委員会の報告が議決され、

三好市議会 12 月定例会議を閉会いたしました。以上報告になります。よろしくお願い致しま

す。 

◆竹内教育長 

 ただいまの報告について何かございませんか。 

◆委員一同 

 ありません。 

 

（６）承認事項 

    令和元年三好市教育委員会 11 月定例会会議録の承認について 

◆竹内教育長 

 続いて承認事項に移ります。「令和元年三好市教育委員会 11 月定例会会議録の承認につい

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。 

◆岡田主幹 

 訂正箇所はございません。お手元にお配りした通りです。定例会終了後に署名をお願いし

ます。 

◆竹内教育長 

 それでは、「令和元年三好市教育委員会 11 月定例会会議録」については、承認いたします。 
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（７）議 案 

第 20 号 三好市文化財保護審議会への諮問について 

◆竹内教育長 

 続きまして議案に入ります。議案第 20 号「三好市文化財保護審議会への諮問について」を

議題といたします。関係課より説明をお願い致します。 

◆山崎課長 

 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ご説明させていただき

ます。種類は有形文化財、名称は下川家文書です。これについては指定の基準として歴史上

重要と認められる、歴史的または系統的にまとまって存在し、学識的価値が高い、このよう

なことを含めております。 

 中世に由来し、名主・名字・下人よって構成された近世祖谷山、集落と名主の実態を示す

貴重なものになりますので諮問を審議会の方にしたいと思いますので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。 

◆篠原教育次長 

 申請を下川清さんから頂きまして、それについて教育委員会の方で文化財保護審議会に諮

問をするという事になります。下川清さんからの指定の申請書を受けて三好市が決定するわ

けではなく、文化財保護審議会の方へ諮問をして了承をいただいたのちに文化財へ指定をす

るということの承認を今受けたいという事でございます。 

◆前川委員 

 時代はいつからいつまでなのでしょうか。 

◆山崎課長 

 明治 4 年のものになると思います。もう少し古いものもあると思われるのですが、地券と

いうのがありまして、今でいうところの証書のようなものでして、これを中心とした近世の

明治 4 年から明治 22 年のものになります。 

◆喜多委員 

 指定された場合どのようになるのでしょうか。 

◆山崎課長 

 所有は個人の物になります。 

◆篠原教育次長 

 文化財として認められたものを個人で所有することになります。 

◆喜多委員 

 展示等はされないのでしょうか。 

◆山崎課長 
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 所有者さんの意向になります。 

◆竹内教育長 

 その他質疑はございますか。 

◆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 20 号「三好市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。 

 それでは、追加案件として令和元年度就学援助費対象者の認定についての報告を行いたい

と思います。個別の交付対象者についての報告になりますので非公開としたいと思います。 

≪ 非 公 開 ≫ 

◆竹内教育長 

それでは非公開を解除いたします。 

≪ 非 公 開 解 除 ≫ 

 

（８）その他 

◆竹内教育長 

 その他ございませんでしょうか。 

（事務連絡のため省略） 

◆竹内教育長 

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 12 月定例会を閉会いたします。お世話になりました。 


