
吉野川市教育委員会会議録

招集年月日 平成３０年１１月１６日
招集の場所 吉野川市役所東館 ３階 ２３１会議室
開閉会日時 開会 平成３０年１１月１６日 午後２時００分
開閉会日時 閉会 平成３０年１１月１６日 午後３時２３分
出席委員 教 育 長 石 川 邦 彦

教育長職務代理者 谷 田 憲 二
委 員 鹿児島康江
委 員 谷 田 憲 二
委 員 野 田 賢
委 員 桒原奈麻美

出席職員 副 教 育 長 橋 川 寛 司 副 教 育 長 住 友 真 人
教 育 次 長 松 原 勲 教育総務課長 植田千恵美
学校教育課長 松 本 和 基

議案
（１）学校業務支援システムの共同化に関する事務の委託に関する協議について
（２）平成３０年度卒業（園）式日程及び平成３１年度入学（園）式日程について
（３）吉野川市アメニティセンターの指定管理者の指定について

報告事項
（１）平成３０年度１２月補正予算案について
（２）平成３０年度事務事業評価（新規・拡大）について
（３）廃校廃園施設利活用について
（４）平成３０年度全国学力学習状況調査の結果概要について
（５）平成３１年度からの幼稚園の保育料等の変更点について

教育長報告

その他

会議の経過

石川教育長 ただいまから、吉野川市定例教育委員会を開会します。

委員５名が出席されており定足数に達しています。

前回の会議録の承認をお願いします。(前回会議録署名委員承認）

今回の会議録署名委員に、川村委員、野田委員を指名。

それでは、議案第１号「学校業務支援システムの共同化に関する事務の委託に関する

協議について」を議題とすることにいたします。事務局より説明をお願いします。

松本学校教育課長 議案１、学校業務支援システムの共同化に関する事務の委託に関する協議についてお

願いします。

まず、学校業務支援システムについてご説明いたします。

３ページ目をご覧ください。学校業務支援システムとは、この図にもありますように、

統合型校務支援システムとグループウェア等を統合したものになります。

統合型校務支援システムとは成績処理、出席管理、時数管理等の教務系、健康診断票、

保健室来室管理等の保健系、指導要録等の学籍系、学校事務系などを統合したものであ

り、グループウェアとは情報共有等のための電子メールや掲示板機能等を統合したもの

になります。

他県の例では、このようなシステムを導入することで教職員一人あたりの業務時間が

年間２００時間以上削減されたという報告も上がっております。

県立学校では平成２４年度から学校支援システムを開発し２６年度より運用してお

ります。今回このシステムを公立の小中学校用にカスタマイズしたものを運用できるよ

う、来年４月よりシステムの構築が開始され、平成３３年４月から県内の全ての市町村
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が同時に運用できるよう県の主導により進められているところでざいます。

今回、学校業務支援システムの共同化に関する事務の管理及び執行につきましては徳

島県に委託することとなります。そこで、２ページ目にあります、吉野川市と徳島県と

の間の学校業務支援システムの共同化に関する事務の委託に関する規約を定めるため

協議を図るものでございます。

石川教育長 このことについて、ご意見はございませんか。

委 員 もし、県で作動しなくなった場合は、どうなりますか。

松本学校教育課長 データはすべて県のサーバーになりますので県のサーバが止まってしまうとすべて

がダメになってしまいますが、当然バックアップは、とっております。もし動かなくな

った場合、点検は県が全部うけおってくれます。

委 員 総合教育会議でＩＣＴ関係についての質問をさせていただこうと思っているのです

が、今後は導入をできるだけ多くの学校にしていただいて、教職員の働き方改革、勤務

時間短縮に向けてのシステム、ソフトの財政的支援をお願いしたいと思っています。す

でに吉野川市内で今導入されている学校は何校ありますか。

松本学校教育課長 支援システムに関しては、中学校では先生が個人的に自作したものを３校が活用して

います。小学校は、通信簿に関して小学校の先生が自作したソフトを各校それぞれを利

用して通信簿は電子化したものを使っている状況です。統合したものは完全に利用した

ところはありません。これは、予算要望する段階なのでまだ通ってませんし、大丈夫と

は思いますが、来年度４月から構築するにあたってそれぞれの市でお金を分散し、分け

合って出すということで予算要望させていただいて、運用が開始になると、年間運転資

金という形で毎年必要経費が必要になります。

民間の支援システムを導入するよりは１０分の１から７分の１の金額でいけますし、

さらに 補助金によって、構築費用の半分を出していただけます。

石川教育長 他に、ご質問等ございませんか。

ないようですので、議案第１号「学校業務支援システムの共同化に関する事務の委託

に関する協議について」は、承認することとして、よろしいか。

一同 異議なし。

石川教育長 異議なしと認めます。本案は原案どおり承認されました。

続いて、議案第２号「平成３０年度卒業（園）式日程及び平成３１年度入学（園）式

日程について」、事務局より説明をお願いします。

松本学校教育課長 卒業式については、幼稚園が平成３１年３月１４日（木）で、上浦幼稚園、森山幼稚

園、牛島幼稚園の３園が今年閉園になりますので、その日に閉園式を続けて行います。

小学校は３月１５日（金）、中学校が３月８日（金）を希望しています。卒業式の日程

として、この日程でいかがでしょうか。

入学式については、１学期の始業式が４月８日（月）になりますので、例年通りに考

えましたら、小学校が４月９日（火）の午前中、中学校が４月９日（火）午後、幼稚園

が４月１０日（水）午前ということになりますが、この日程で進めさせていただいても

よろしいでしょうか。

石川教育長 このことについて、ご質問等ございませんか。

ないようですので、議案第２号「平成３０年度卒業（園）式日程及び平成３１年度入

学（園）式日程について」は、承認することとして、よろしいか。

一同 異議なし。
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石川教育長 異議なしと認めます。本案は原案どおり承認されました。

続いて、議案第３号「吉野川市アメニティセンターの指定管理者の指定について」、

事務局より説明をお願いします。

松原教育次長 吉野川市アメニティセンターの指定管理者の指定については、去る１０月２６日の指

定管理者選定委員会において、「一般財団法人 阿波和紙伝統産業会館」が選定されま

した。指定の期間は、平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日までの３年間とな

ります。

なお、指定管理者の指定につては議会の議決を経なければならないことから、市議会１

２月定例会に提案することとなります。

石川教育長 このことについて、ご質問等ございませんか。

ないようですので、議案第３号「吉野川市アメニティセンターの指定管理者の指定に

ついて」は、承認することとして、よろしいか。

一同 異議なし。

石川教育長 異議なしと認めます。本案は原案どおり承認されました。

続いて、報告事項（１）「平成３０年度１２月補正予算案について」事務局より説明

をお願いします。

植田教育総務課長 平成３０年度９月補正予算案のうち、教育総務課に係る分について説明させていただき

ます。

まず、「歳入」につきまして、国における平成３０年度補正予算として「ブロック塀

・冷房設備対応臨時特例交付金」が創設されることとなりました。これは、大阪府北部

地震を受けて、安全性が問題となるブロック塀について整備する事業が対象となり、す

でに工事に着手しているものでも対象となるもので、交付金算定割合１／３です。

そこで、本市もこの交付金を活用して整備することとしましたので、１３款２項１０

目教育費国庫補助金として、小学校費１２，３６７，０００円、中学校費１，６６６，

０００円を歳入として追加する補正です。

次に、「歳出」ですが、１０款２項１目小学校管理費として、７３，９０８，０００

円を追加する補正です。

そのうち、「委託設計費」については、知恵島小学校教職員用トイレ増築工事設計委

託料で、１，１２９，０００円計上しています。

知恵島小学校は昭和４３年に教室棟が建てられ、昭和４８年に管理棟が増築され、平

成３年に廊下が増築されていますが、トイレについては、現在、児童と教職員・来客が

共有で使用している状況です。学校の安全衛生上、教職員用のトイレの増築を行うもの

です。

「学校施設整備工事費」については、大きく分けて、防水改修工事とブロック塀等外

構工事の２つの工事を実施するもので、工事請負費７２，７７９，０００円計上してい

ます。防水改修工事は、今年の台風等による漏水で天井が落下するなど、急を要する対

応が必要な山瀬小学校・森山小学校・飯尾敷地小学校・上浦小学校を対象としていま

す。

ブロック塀については、歳入の時にご説明しましたが、国の臨時特例交付金が創設さ

れたため、建築基準法の基準を満たさないブロック塀についてすべて対策をとるもので

す。

上浦小学校他４校分を対象としています。

つづいて、10款3項1目中学校管理費として、３６，１３６，０００円を追加する補正

です。そのうち、「委託設計費」については、２，７７４，０００円計上しております。

山川中学校に来年度車いすを利用する生徒が入学予定であるため、新たなスロープ1箇

所設置するとともに、校内を移動する際に支障となる段差解消等を行い、学校教育環境

の充実を図ります。同時に、屋内運動場については、現在、多目的トイレが未設置であ
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るため、新設します。

あとは小学校と同様に防水改修工事の設計を鴨島第一中学校と川島中学校分の設計

を行うものです。

「学校施設整備工事費」としては、３３，３６２，０００円を計上しており、委託費

と同様に山川中学校バリアフリー対策工事、屋内運動場の多目的トイレ改造工事、防水

改修工事として、鴨島第一中学校・川島中学校そして鴨島東中学校を追加しておりま

す。また、ブロック塀外構工事として、鴨島第一中学校の対策をとるものです。以上で

す。

松原教育次長 「１０款・５項・２目公民館費」の「公民館整備事業費」については、市有施設ブロ

ック塀調査結果に基づき、公民分館２館のブロック塀改修工事として２，４８４千円を

計上しております。

「１０款・５項・３目図書館費」の「図書館諸費」については、山川図書館防水･外

壁･内部改修工事及び空調機器改修工事の設計委託業務として３，１４９千円を計上し

ております。

石川教育長 このことについて、ご質問等ございませんか。

委 員 小学校や中学校の国庫の補助金について、各小学校のブロック、中学校のブロックの

算定方法は、必要だから多く出してくれるということはないんですか

植田教育総務課長 実際の工事費の積算している分と国で選定している基準となる金額と比較して安い

方の３分１です。工事費が高くても配分基礎額の方の額が低ければ、それだけの金額し

かいただけません。

石川教育長 他に、ご質問等はございませんか。

委 員 山川中学校のトイレはどうなりましたか。

植田教育総務課長 男子トイレと女子トイレ、それぞれ中に入ると広いですが、間口が狭いので車いすで

入るのが厳しく、また洋式のトイレもない状況ですので、その横にある用務室の所を多

目的トイレとして改造した方が避難所にもなるので、いいのではないのかなと思いま

す。

委 員 校舎から体育館まで行くための、つたい廊下は除きますか。

植田教育総務課長 半分につたい廊下がありませんので、車いすが汚れるかもしれません。体育館の手前

には、乗り降りするスペースもありますが、西側の方の教室に近い所にスロープを設置

します。基本、体育館前から乗り降りはできますが、災害時等にすぐ避難できるような

対策をとります。

石川教育長 よろしいでしょうか。

続いて、報告事項（２）「平成３０年度事務事業評価（新規・拡大）について」事務

局より説明をお願いします。

植田教育総務課長 教育総務課分として、新規４事業・拡大１事業として要望しています。

次の１ページ「山瀬小学校体育館改築工事」でございます。

現在の山瀬小学校体育館は昭和４５年に建てられ、小学校体育館の中ではもっとも古

い建築物となります。老朽化が著しいため、児童の安全安心確保のため、改築に着手す

るものです。

平成３１年度は、補助金申請に必要な耐力度調査を行ったのち設計業務を行います。

平成３２年度に新築工事に着手し、年度内の竣工を目指します。

また、平成３３年度に旧体育館の解体・外構工事を行う、３か年計画で取り組む計画の
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ものです。

２ページ「知恵島小学校教職員用トイレ増築工事」でございます。先ほどの、１２月

補正で増築設計業務の委託費を要望していますので、拡大事業として、増築工事請負費

の要望するもので、平成３１年１１月に知恵島小学校で「社会科教育研究大会」が開催

されますので、１０月中の竣工を目指します。

３ページ「小学校防水改修工事」でございます。１２月補正において、天井が落下す

る等、急を要する工事は要求しましたが、他の学校においても、屋根や外壁材の老朽化

等による慢性的な雨漏り対策として、改修工事を行うものです。今回は、牛島小学校校

舎外壁・鴨島小学校屋内運動場防水・西麻植小学校南校舎外壁改修を対象として要望す

るものです。

４ページ「小学校グラウンド整備工事」でございます。

小学校グラウンドは、授業以外にも、少年野球やサッカー等の社会体育に利用されて

いますが、防球フェンス等の安全対策が不十分な箇所について、安全対策を講じ、安全

確保を図るものです。今回、森山小学校の運動場南側の麻名用水沿いの部分約５４ｍと、

飯尾敷地小学校運動場南側の民家との境界部分約５０ｍを対象として要望するもので

す。

５ページ「学校施設の長寿命化計画策定業務」でございます。学校施設について、計

画定期に維持管理・更新をするために、現状の施設状況を調査し、調査を基に、計画を

策定するものです。平成２７年４月に文部科学省で策定された「学校施設の長寿命化計

画策定に係る手引」に基づき作成するもので、３０年１月に通知も出されています。今

後、国庫補助金である公立学校施設整備費については、この長寿命化の「個別施設計画

の策定状況」を勘案し事業採択されるようになるものです。以上です。

松本学校教育課長 学校教育課です。先ほどご説明しました、学校業務支援システムの導入事業というこ

とで、県主導で行っていますが、その構築費用として、吉野川市が支払う分ということ

で申請しています。

松原教育次長 まずは、川島図書館防水工事についてです。川島図書館屋上の防水シートが剥がれて

いるため現在雨漏りしている箇所がある。開架室の天窓からも雨漏りしており、書籍等

の汚損を防ぐためにも対策が必要です。事業費は約２，０００千円を見込んでいます。

山川図書館空調及び防水施設改修工事について、山川図書館の空調設備について、開

館当時より更新しておらず現在の空調設備は故障しても部品がなく修繕できない状況

です。屋根に関しても塗装が剥がれているため、早急に改修を行わないと雨漏りの原因

となる。外壁及びトイレのタイルに浮いている箇所も有り危険な状況であるため早急に

改修を行う必要があります。事業費は約５２,０００千円を見込んでいます。

鴨島図書館開館準備事業について、現在整備中の交流センター（仮称）内３階に設置

する図書館の２０２０年４月開館に向け、２０１９年は指定管理者の募集・決定、開館

までの準備を行います。事業費は約６１，８８０千円を見込んでいます。

アメニティセンタートイレ改修工事について、トイレの洋式化については、利用者か

らの要望が以前からあり、タイル壁は２０１７年から徐々に落ち始め壁がむきだしにな

り、今落ちていない壁も、いつ剥がれてもおかしくない状況となっているため、社会教

育（文化）施設であり避難所でもあることから改修は必要です。事業費は約９，２９３

千円を見込んでいます。

文化研修センター受電設備キュービクル改修工事について、高圧機器更新時期が最長

で２０年のところ、文化研修センターの設備は３０年を経ていて、いつ壊れてもおかし

くない状況であり、すでに不具合もでていて、原因不明の漏電も発生しているため早急

な対応が必要です。事業費は約４，２９９千円を見込んでいます。

文化研修センターホール天井改修工事について、築３０年である文化研修センターは

避難所指定されている施設であり、ホールは利用者数が一番多く貸館の要であるが、老

朽化により鉄骨にヒビが入り天井が落下してきているため、ホール使用時の安全を確保

するために修繕を行います。事業費は約４，３００千円を見込んでいます。

公共施設予約クラウドシステム事業について、吉野川市内には野球場やテニス場、体

育館等の施設があり、地域住民やスポーツ少年団のみならず県外からの利用も増え、多
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くの団体に利用されていますが、市として施設の予約、利用状況をリアルタイムで確認

できるシステムが存在しないため、電話での問い合わせ以外には利用情報の提供の手段

が存在しません。事業費は約８，６４０千円を見込んでいます。

吉野川市総合スポーツ運動場（野球場）改修工事について、吉野川市で唯一の野球場

である吉野川市総合スポーツ運動場、野球場は整備から３０年余り経過し施設の老朽化

が著しい状況です。特に内野グラウンドの黒土部分については非常に状態が悪く競技に

支障をきたしています。また、川田川河川沿いに位置しているため、防球フェンスを設

置していますが、フェンスの高さが低いためボールが頻繁にフェンスを跳び越え紛失す

るなど施設環境は劣悪です。利用者の競技環境、安全性の向上を目的とした全面的な改

修工事が必要です。事業費は約３５，８３１千円を見込んでいます。

吉野川市アリーナ・交流センター開館準備事業について、現在建築中の吉野川市アリ

ーナ・交流センター（仮称）の２０２０年４月開館に向け、２０１９年は備品・什器の

購入や指定管理者の募集、選定、決定など開館準備を行います。事業費は約１７０，３

４１千円を見込んでいます。

鴨島体育館解体及び駐車場整備工事について、平成３２年１月末吉野川市アリーナの

竣工のため、老朽化した鴨島体育館を解体し、鴨島公民館や鴨島公園の駐車場が不足し

ているため、体育館跡地へ駐車場の整備を行います。事業費は約８，４５３千円を見込

んでいます。

石川教育長 このことについて、ご質問等ございませんか。

委 員 森山小学校・スポーツ運動場と不採択の理由は何だったのでしょうか。

橋川副教育長 スポーツ運動場につきましては、ｔοｔοの補助金が付く、付かないがあって今回環

境局の方でナイター設備をつけて、公園を整備します。教育委員会と市の部局が違って

も同じ市の中で２つはできません。また、鴨島図書館の開館準備にかかる約５，０００

万円は図書購入になります。

委 員 森山小学校も用水があって、水が出る時期は危ないです。

植田教育総務課長 運動場が広いので使い方も工夫するようにとのことでした。

森山小学校については危険が伴うので、校長にも状況を聞いて、危険な状態が頻繁に

あるようであれば補正で要求したり、簡易な網、ネットの対策を財政と協議したいと思

います。

委 員 指定管理なのですが、吉野川市アメニティセンターが３１年間になるんですけどトイ

レの改修は指定管理とは別なのですね。

松原教育次長 指定管理でも高額な修繕については、市の方で対処します。

委 員 鴨島地区社会福祉協議会はどこに移転しますか。

松原教育次長 吉野川市社会福祉協議会は、アリーナの１階に移転します。

委 員 鴨島体育館、社協の建物とか解体事業を含めて８４５万円ですか。

松原教育次長 これは、解体の設計費用だけです。

委 員 解体費用は、別にいるのですね。

松原教育次長 そうです。解体、舗装につきましては、平成３２年度の事業の設計によって事業費が

でるスケジュールになります。
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委 員 学校施設の長寿命化計画策定３，０００万円いるんですけど、どういうことをするの

ですか。

植田教育総務課長 学校施設の基本的な点検を、国の方から実施するように言われており、その１２条点

検は２８年度に市長部局の予算で一度実施しております。それ以降、実施していないの

で県の方からも点検をするよう指示を受けています。同時期に、市長部局施設も計画を

たてる予定なので、予算的な精査を今後さらにしていきます。

計画的に修繕して、建物を長期に活用するため計画をつくるものです。

石川教育長 よろしいでしょうか。

続いて、報告事項（３）「廃校廃園施設利活用について」事務局より説明をお願いし

ます。

植田教育総務課長 廃校廃園施設の利活用について、現在の状況をご報告いたします。

川田幼小学校・川田西幼小学校・西麻植幼稚園の３施設について、それぞれ利活用を検

討してくため、９月補正で必要な事業費が承認されましたので、早急に各地区の協議会

委員を選出し「利活用検討協議会」を設置しました。

まず、１０月２４日に「第１回川田小学校・幼稚園施設利活用検討協議会」を開催しま

した。委員からは

・地元住民や自治会集会所として使用したい。

ただし、電気代や水道代を含めた使用料がいらないようにしてほしい。

・指定管理者制度を導入して、部屋を貸出たりしてほしい。事業所を決めるには、公

募するなどして、校庭の管理も含めて考えてほしい。

という意見でした。次回、年内開催にむけ、地元の事業所などにも意見を聞くなどして、

準備をすすめていく予定です。

次に、１０月２９日に「第1回西麻植幼稚園施設利活用検討協議会」を開催しました。

委員からは川田と同様に

・地元住民や自治会集会所として使用したい。使うにあたってはトイレや雨漏りの

修繕・備品の購入など十分に調えてほしい。

ただし、電気代や水道代を含めた使用料がいらないようにしてほしい。

ということでした。

・電気代や水道代がいるのであれば、もともと子どもの施設だったので、学童や

児童館に使うのが一番ではないか。

・どうしても無理な場合は、解体撤去し更地にし、グランドゴルフや小学校の

駐車場として使用してはどうか

と言う意見がでました。次回、年内開催にむけ、修繕費用や解体費用、また電気料金を

低コストに見直し可能かなど調査し、準備をすすめていく予定です。

最後に、１０月３１日に「第１回川田西小学校・幼稚園施設利活用検討協議会」を開

催しました。

委員からは

・幼稚園部分を西川田福祉センターの移設先にしたい旨の方向性で全員一致し、主管

課である社会福祉課と今後、具体的にすすめていくこととなりました。

・また、１階については、育成会や自治会集会所として地元で使用したいとの要望で

した。

・２階、３階については、現在「吉野川市役所と財務省徳島財務事務所」とコラボし、

若手プロジェクトチームによる事業提案の「エディブルフラワー（食用花）の水耕

栽培」を実施する施設として活用する提案に、地元住民も積極的に賛成意見であり、

今後、若手プロジェクトチームと企画財政課と具体的に進めていくことになりまし

た。

よって、今年度末で学校用地と校舎棟は社会福祉課に所管換えし、来年度から社会福

祉課が施設の改修等を行うことようになります。ただし、体育館とプールは今後検討し

ていきます。１回だけの開催でしたが、利活用の方向が決定したため、これで「利活用

検討協議会」を終了することとなりました。以上で報告を終わります。
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石川教育長 このことについて、ご質問等ございませんか。

川田小学校と西麻植幼稚園については、もう一度話し合いをしてどうなっていくかわ

かりませんが、何かに利用する、または、解体してしまうようになっていくのかなと考

えております。

委 員 川田小学校は、耐震ができていますか。

植田教育総務課長 耐震は完了しています。

石川教育長 よろしいでしょうか。

続いて、報告事項（４）「平成３０年度全国学力学習状況調査の結果概要について」

事務局より説明をお願いします。

住友副教育長 全国学力・学習状況調査結果について、ご報告いたします。

小学校６年生、中学校３年生全員を対象に、４月に実施した２０１８年度全国学力・

学習状況調査結果が、７月３１日、文部科学省から公表されました。翌８月１日には、

広くマスコミに取り上げられましたところでございます。

このことにつきまして、「徳島県の総合順位」においては、小学校６年生が４０位（前

年度２４位）に、中学校３年生が１２位（前年度１５位）という状況が新聞では報道さ

れておりました。

本市におきましては、学力向上の取り組み成果も出てきている中、正答率が全国平均

及び県平均を上回ったものもありましたが、平均を下回る結果となっているものもあ

り、今後の課題も見えてきています。

吉野川市教育委員会といたしましては、昨年度同様、分析結果を「調査結果の概要」

ということで公表してまいりたいと考えております。公表にあたっては、調査結果の点

数や学校の順位の公表は、学校間の過度な競争をあおることにつながる可能性があった

り、正答率の数値については、在籍の児童生徒数や学校規模でも変わってくるため、行

いません。公表方法につきましては、本市の全体的な状況や傾向、今後の取り組み等に

ついて、ホームページを活用してまいりたいと考えております。

それでは、全国学力・学習状況調査における本市の結果概要について、資料をもとに、

説明いたします。１ページの、１「はじめに」にのところをご覧ください。ここでは、

調査結果概要の公表をとおして、学力や生活の特徴的な傾向を共有し、教育課題の改善、

学力向上をめざしていきたいということを述べています。

２の調査の概要のところですが、ここでは、調査目的、調査対象、調査内容、調査日

時を記しております。今年度は、国語と算数・数学のＡ問題、Ｂ問題と理科が教科に関

する調査の中で行われております。また、例年同様、質問紙調査の中で、学習意欲や学

習環境等児童生徒に対する調査と学校に対する調査が行われております。

２ページの３ 分析結果についてです。まず、(1)教科に関する調査結果についてです。

小学校国語Ａでは、「全体の正答率が全国正答率をやや上回っています。」

小学校国語Ｂでも、「全体の正答率が全国正答率をやや上回っています。」

小学校算数Ａでは、「全体の正答率が全国正答率を下回っています。」

小学校算数Ｂでも、「全体の正答率が全国正答率をやや下回っています。」

小学校理科では、「全体の正答率は全国正答率とほぼ同程度です。」

この表現の基準として、１ポイント未満の差を「同程度」という表現で、１ポイント

から２ポイントまでを「やや」という表現で、２ポイントを超えるものを「上回る」ま

たは「下回る」としております。従いまして、総合的には、本市小学校の状況は、全国

平均と同程度ということが考えられます。

次に、

中学校国語Ａでは、「全体の正答率が全国正答率をやや上回っています。」

中学校国語Ｂでは、「全体の正答率が全国正答率とほぼ同程度です。」

中学校数学Ａでは、「全体の正答率が全国正答率を上回っています。」

中学校数学Ｂでは、「全体の正答率が全国正答率をやや上回っています。」
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中学校理科では、「全体の正答率が全国正答率を上回っています。」

この結果から、総合的には、本市中学校の状況は、全国平均を上回っていると考えら

れます。

続きまして、３ページの(2)設問別の主な集計結果についてです。

「身についていること」というのは、本市児童生徒の全体的に正答率が高いもの、例

えば、全国平均より高いものであるとか、正答率が８０パーセント以上の高い正答率の

ものを載せております。また、「身につけさせたいこと」は、同様に、正答率が低いも

のや全国平均よりも低いものを載せており、各学校が自校と比べて分析をする参考にし

てもらいたいと考え、このようなまとめ方にしております。提示項目につきましては、

設問の趣旨や学力的なねらいをもとに、表現しています。

それでは、５ページからの(3)質問紙調査の結果について説明します。ここでも、小

中学校別に望ましい傾向が表れているものと課題となる傾向があると考えられるもの

をあげております。

今回は、質問紙調査の主に学習環境と生活に関する調査の項目ごとにデーターを分析

する形としています。次の４項目に分類されています。基本的生活習慣等に関する質問、

規範意識、自己有用感等に関する質問、学習習慣等に関する質問、地域や社会に関わる

活動の状況等に関する質問となっています。小学校は５ページ～８ページに掲載してお

ります。中学校は９ページ～１２ページに掲載しております。基本的生活習慣等に関す

る項目では、「朝食を食べているか」と「同じくらいの時刻に寝て（起きて）いますか」

に昨年度同様、課題が見られます。毎日の基本的生活習慣を確立することが大切だと考

えておりますので、児童生徒はもとより家庭への啓発活動等の取組が重要であると考え

ます。規範意識、自己有用感等につきましては全ての質問で望ましい傾向に表れていま

す。学習習慣等につきましても、概ね望ましい傾向にありますが、今後家庭学習の時間

を長くしていくことが望まれます。 読書につきましては、全くしないと回答した児童

の割合が低かったので、望ましい傾向と考えております。

地域や社会に関わる活動の状況等に関する項目では、地域の行事やボランティアへの

参加が今後の課題となっております。地域の行事やボランティア活動に関心が持てるよ

うな教育活動の工夫や地域との連携強化等の取組が重要であると考えています。中学校

は９ページ～１２ページに掲載しております。基本的生活習慣等に関する項目では、「朝

食を食べているか」と「同じくらいの時刻に寝て（起きて）いますか」に昨年度同様、

課題が見られます。毎日の基本的生活習慣を確立することが大切です。児童生徒はもと

より家庭への啓発活動等の取組が重要であると考えます。

規範意識、自己有用感等につきましては全ての質問で望ましい傾向が表れています。

学習習慣等につきましても、概ね望ましい傾向にありますが、今後２時間以上の家庭学

習ができるように習慣づけていくことと啓発していくことが望まれます。読書につきま

しては、全くしないと回答した児童の割合が低かったので、望ましい傾向にあると考え

ております。

地域や社会に関わる活動の状況等に関する項目でも、概ね望ましい傾向にあります

が、地域や社会にもう少し関心が持てるよう教育活動を工夫したり、家庭や地域との連

携強化等が重要であると考えています。小学校・中学校について、それぞれ説明をさせ

ていただきましたが、傾向としましてはよく似た傾向にあると言えます。こうした結果

内容を通して、学校や保護者の方の参考にしていただけたらと思います。

そして、１３ページの(4)本市の学力向上への取組についてです。①～⑨の取組につ

いては昨年度から継続したものとしております。

最後に、本資料の公表方法と公表時期につきまして申し上げます。

公表方法は、昨年度同様、市のホームページの教育委員会のところと市内各小中学校の

ホームページで掲載していただくこととします。

この方法により、学校においては、この資料と自校の分析結果報告を活用して保護者

へ周知し、理解を深めていただくなど、学校と家庭が連携して子どもたちの学力向上に

取り組んでいただけるようになればと考えております。

また、公表時期につきましては、次の１２月議会、文教厚生委員会での報告を終えて

から、公表したいと考えております。定例教育委員会におきまして、委員の皆様からご

指摘のあったこと、ご検討いただきましたことをふまえて「全国学力・学習状況調査の
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結果概要についての公表資料」としたいと考えております。

以上で、この件につきましての説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。

石川教育長 このことについて、ご質問等ございませんか。

ないようですので、続いて、報告事項（５）「平成３１年度からの幼稚園の保育料等

の変更点について」事務局より説明をお願いします。

松本学校教育課長 こども未来課の方で作成している、平成３１年度、幼稚園・保育所・認定こども園、

入所・入園案内をお持ちしました。変更点が３点ありまして、ご説明します。

１点目として、平成３１年４月から鴨島東部地区の幼稚園、保育所が閉園・閉所し、

鴨島東こども園（仮称）が始まります。平成３２年４月に鴨島中央部の幼稚園、保育所

が閉園・閉所し、認定こども園鴨島中央（仮称）が始まります。

２点目として、幼稚園の園区指定は平成３１年度受付から行いませんので、こども園

・幼稚園は、保護者の意思で自由に選ぶことができます。

３点目として、保育料の改定ですが、１０月から変わっていて、第一子が所得の制限

等はございますが、保育料が０円になっています。所得の高い方で一号認定で６，００

０円、二号、三号はそれぞれ所得に応じて変更していますが、０円というところもあり

ます。以上３点の変更がございましたので、お知らせしました。

石川教育長 このことについて、ご質問等ございませんか。

ないようですので、教育長報告を行います。

教育表彰、最後の学校訪問、小学校の人権教育研究大会、中学校の人権教育研究大会、

教育委員会の皆さんには色々と参加して頂いてありがとうございます。各小・中学校と

も人権学習等に力をいれてくれています。今後については、来年度の徳島駅伝に向けて

の選手団の選考があります。また、来年度、知恵島小学校で社会科の研究大会等がある

ということでプレ大会が２２日に予定にされています。またご協力お願いいたします。

「その他」についてお願いします。

松原教育次長 体育関係行事予定

▼第６５回徳島駅伝

①徳島駅伝小学生区間選考会

平成３０年１１月１７日（土） 総合スポーツ運動場

８：００ 受付

８：３０ 競技説明

９：２０ 女子選考会（８人）

９：３０ 男子選考会（１８人）

②徳島駅伝吉野川市選手団最終選考会（中学生･一般）

平成３０年１１月２３日（金） 川島城周辺堤防

９：００ 集合

１０：３０ 選考会

▼第４２回美郷一周駅伝大会

平成３０年１２月２日（日） ふるさとセンター

８：００ 受付

８：３０ 開会式

１０：００ スタート

出場チーム、一般５０チーム、女子１０チーム

植田教育総務課長 次回の定例教育委員会の日程について、１２月２５日（火）午前１０時００分からの

開催とさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

一同 異議なし。

植田教育総務課長 それでは、次回の定例教育委員会は、１２月２５日（火）午前１０時００分から開催
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させていただきます。

石川教育長 他に何かございませんか。ないようですので、以上を持ちまして、吉野川市定例教育

委員会を終了いたします。
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