
吉野川市教育委員会会議録

招集年月日 平成３１年２月１９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３１年２月１９日 午後２時００分
開閉会日時 閉会 平成３１年２月１９日 午後４時４３分
出席委員 教 育 長 石 川 邦 彦

委 員 鹿児島康江
委 員 川 村 徳 子
委 員 野 田 賢

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）平成３０年度３月補正予算（案）について
（２）平成３１年度当初予算（案）について
（３）吉野川市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例制定について
（４）吉野川市多目的グラウンド条例制定について
（５）吉野川市民プラザ条例制定について
（６）指定校変更について（秘密会）

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３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、鹿児島康江委員、川村徳子委員を指名。

それでは、議案第１号「平成３０年度３月補正予算（案）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。

植田教育総務課長 平成３０年度３月補正予算教育総務課分につきまして説明いたします。

「歳入」ですが、１３款：国庫支出金 ２項：国庫補助金について、１１，１８６千

円計上しております。

これは、文部科学省の「学校施設環境改善交付金」を活用し「小学校洋式便器改修事

業」を実施するものとして、平成２９年度から３か年計画で、小学校トイレの洋式化を

図っていますが、最終年度として、平成３１年度当初予算へ計上予定であった「上浦・

牛島・山瀬小学校」の洋式化について、文部科学省が「平成３１年度の前倒し」として、

「国の平成３０年度第２次補正予算」により、「学校施設環境改善交付金」を追加交付

することに伴うものです。算定基準割合は国が１／３負担するもので、今回の補正予算

に８，４７０千円を計上しています。

次に、平成３０年１２月補正予算に計上させていただきました、「ブロック塀・冷房

設備対応臨時特例交付金」の国の決定交付が平成３１年２月１日にあり、このことに伴

い、小学校分２，０９４千円、中学校分６２２千円増額分を計上しております。

次に、１５款：財産収入 １項：財産運用収入について、「教育振興基金利子等」３

４，０４３千円、「佐藤高由教育振興基金利子」１千円を計上しています。

最後に、１７款：繰入金 １項：基金繰入金として、「佐藤高由教育振興基金繰入金」

で、基金から一般会計に繰り入れし、一般備品や教材備品を学校教育課において購入し

ましたが、残額分の２３８千円を繰入金に戻すものです。
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続きまして、２枚目「歳出」でございますが、１０款：教育費 ２項：小学校費で、

歳入の中で説明しました、「小学校洋式便器改修事業」の設計委託費２，０００千円、

学校施設整備工事費４０，０００千円を計上しております。

もう１点、１３款：諸支出金 ３項：基金費として、「教育振興基金積立金」として

歳入があった教育振興基金の利子３４，０４４千円を基金として積み立てるものです。

松本学校教育課長 補正予算 歳入

① 石田増男教育振興基金利子

２０千円増額 金融機関より石田増男教育振興基金の利子として２０千円計上い

たしました。

② 石田増男教育振興基金繰入金（小中合わせて）

８０１千円減額 小中連携英語教育研究事業に石田増男教育振興基金から１，２５

０千円の歳入を予定しておりましたが、イングリッシュキャンプ等にかかりました

経費が、小学校が１５２，７００円、中学校が２９７，７６７円であったことから、

８０１千円減額いたしました。（小 ３４８千円，中 ４５３千円）

補正予算（歳出）

① 小中連携英語教育研究事業

小学校３４７千円、中学校４５２千円減額 子ども英語教室、イングリッシュキャ

ンプ等の小中連携英語教育研究会の事業にかかりました経費の差額による減額で

ございます。

② 佐藤高由教育振興基金による教材等購入費

２４０千円減額（教育振興費１０７千円、学校管理費１３３千円の合算）

佐藤高由教育振興基金を活用しての山瀬小学校における、児童の机、椅子およびウ

ォータークーラーを購入した際の差額による減額でございます。

③ 小学校光熱水費

３，０００千円増額 小学校の電気代が不足していることによる増額でございま

す。

④ 石田増男教育振興基金積立金

２０千円増額 利子として予算に計上したものを基金に編入するものでございま

す。

松原教育次長 補正予算 歳入

① 学校施設環境改善交付金（アリーナ助成金）

当初予算において５５，７３３千円を計上しておりましたが、文部科学省「学校施

設環境改善交付金」の内示があり、未交付が確定したため同額の５５，７３３千円

の減額補正を行うものです。

※追加申請も検討したが、交付決定まで工事未実施の条件があり助成金申請を断念

した。

② 地域スポーツ施設整備助成補助

当初予算において６８，０００千円を計上しておりましたが、日本スポーツ振興セ

ンターの審査委員会において配分基準の基づき審議され、吉野川市は評価がＢとな

り、配分割合が８０％と決定し、助成金が５４，４００千円となたことから、１３，

６００千円の減額補正を行うものです。

補正予算 歳出

① 川島公民館改修事業

工事精算額が確定し、不用額が生じたため２，７００千円の減額補正を行うもので

す。

・当初予算 ２９，４３０千円

・川島公民館屋根外壁改修工事 １４，４０７，２００円

・川島公民館内部改修工事 １２，１３９，２００円
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石川教育長 このことについて、ご質問・ご意見はございますか。

それではないようですので、議案第１号「平成３０年度３月補正予算（案）について」

を承認してもよろしいでしょうか。

一同 異議なし。

石川教育長 議案第１号「平成３０年度３月補正予算（案）について」を承認します。

続いて、議案第２号「平成３１年度当初予算（案）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。

植田教育総務課長 平成３１年度当初予算教育総務課分につきまして主な事務事業を説明いたします。

「歳入」ですが、例年どおりの施設使用料や教員住宅貸し付け収入等でございます。

１３款：使用料及び手数料 １項：使用料として、小中学校施設使用料１，１５０千円

１６款：財産収入 １項：財産運用収入として、教員住宅貸し付け収入６４８千円

１８款：繰入金 １項：基金繰入金として、佐藤高由教育振興基金から一般会計に１，

４１５千円繰り入れするものです。

「歳出」ですが、１０款 １項：教育総務費の中で、教育委員会の視察研修が予算化

されました。教育水準が高い福井県を検討していますので、是非、参加をお願いいたし

ます。

それから、「建築基準法第１２条点検業務委託料」として、５，０００千円を計上し

ています。これは、国の方針に基づき、学校施設の維持管理・更新等と着実に推進する

ために、個別施設ごとの「長寿命化計画」を平成３２年度中に策定することとなってい

ます。この計画を策定するにあたり、施設状況を詳細に把握する必要があるため、建築

基準法第１２条点検に基づく「劣化状況調査」を実施するもので、専門的知識を有する

ため点検業務を委託するものです。

次に、２項：小学校費の中で、「小学校施設整備事業費」として、４５５，５５０千

円を計上しています。うち委託料として８，２１４千円計上しており、山瀬小学校屋内

運動場の老朽化に伴う対策を講じる際の財源確保等を見据えた事前調査を実施するも

のとしての耐力度調査業務委託５，１２３千円、アスベスト分析業務委託料３５１千円。

また、牛島小学校校舎外壁・鴨島小学校屋内運動場屋上・西麻植小学校校舎外壁の防

水改修工事設計委託料２，７４０千円でございます。それから、学校施設整備工事費の

３７，３４１千円として、

設計委託業務に計上していました３校の防水改修工事費２７，９５５千円と、知恵島学

校教職員用トイレ増築工事費９，３８６千円でございます。

最後に、３項：中学校費の中で、「中学校施設整備事業費」として「３３，２３０千

円」計上しています。委託料として５００千円計上しており、鴨島第一中学校バリアフ

リー対策工事設計業務で、肢体不自由な生徒や来校者がスムーズな移動を可能とする対

策を講じるものでございます。既設のエレベーターは荷物用であるうえ、老朽化が著し

いため、一般用エレベーターに改造するとともに、段差解消、リフトの設置等を行いま

す。

また、学校施設整備工事費の３２，５０３千円は、先ほどのバイアフリー対策工事費

２８，００３千円、鴨島東中学校屋内運動場屋上防水改修工事４，５００千円を行うも

のでございます。以上でございます。

松本学校教育課長 当初予算 歳入

① 小･中要保護児童就学援助補助金等

２，６１８千円 就学援助にかかる補助金となります。

② 石田増男教育振興基金繰入金

９００千円 小中連携英語教育研究事業への繰入金となります。

③ 市町村振興協会助成金

２，５７１千円 学校支援システムの構築にかかる費用への市町村振興協会から

の助成金でございます。
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当初予算 歳出

① 学校業務支援システム構築･運用委託料

５，１４２千円 徳島県に委託いたします、学校業務支援システムの構築に要する

費用となります。このシステムを導入するにあたりハード機器代を学校数、ソフト

ウエア代を教員数で割ったときの、平成３１年度分の吉野川市の負担金となりま

す。

県 １億１９２万１千円 ３２年 ８７万１千円

② スクールカウンセラー事業

４，５００千円 不登校やいじめ及び発達障がい等に関する教育相談活動の充実を

目的とし、市単独の小学校へ配置しているスクールカウンセラーの相談時間を増や

します。

H２９年度 ４，４００千円 → ４，５００千円

２人合わせて１日４時間程度 年約２２０日（８８０時間）

１日４時間程度 年約２２５日（９００時間）

③ 小中連携英語教育研究会事業

９００千円子ども英語教室及びイングリッシュキャンプ等に要する費用となりま

す。７月２９日と８月１日に英語教室を行い、８月５日に小学校、８月２１日・２

２日に中学校のイングリッシュキャンプを行う予定となっております。

小学校 ３００千円 中学校 ６００千円

松原教育次長 当初予算 歳入

① 社会体育施設使用料

前年度と比較し増額していますのが社会体育施設使用料で、これは吉野川市多目的

グラウンド施設利用料が新たに見込まれるため、５，６７２千円を計上しています。

前年度比１，６９６千円の増

当初予算 歳出

① 鴨島図書館準備業務

・委託料 ７，０２９千円

１０月からの６ヶ月間において開館準備業務（各種印刷物の作成、鴨島図書室から

の蔵書の移設、新規図書購入の整理、等）を委託する。

② 山川図書館空調改修工事

・工事請負費 ３０，０００千円

平成9年に開館し２０年以上経過していることから、空調設備の全面改修及びトイ

レの改修を行う。

③ 図書館図書購入費

・鴨島図書館図書購入費（約３０，０００冊） ５５，０００千円

・山川、川島図書館図書購入費 ６，０００千円 計６１，０００千円

鴨島図書館は、オープン当初は新規図書購入約３０，０００冊、鴨島図書室約１５，

０００冊を併せて約４５，０００冊でスタートし、１０年計画で蔵書数を約１０万

冊としたい。

④ 文化研修センター改修工事

・工事請負費 ４，９４７千円

受変電設備改修工事３，８２４千円、ホール天井改修工事１，１２３千円

受変電設備は３０年を経過しており、耐用年数（２０年）も既に過ぎており改修が

必要。

⑤ 鴨島体育館、鴨島老人福祉センター別館解体及び駐車場整備工事測量設計業務

・設計委託料 ７，６３０千円

平成３１年度末にアリーナが竣工後、平成３２年度に鴨島体育館及び老人福祉セン

ター別館を解体し駐車場を整備することに伴い、平成３１年度中に解体工事及び駐

車場の設計を実施足いたます。

⑥ 公共施設予約システム構築事業

・委託料 ３，０００千円
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既存体育施設の他、本年完成した多目的グラウンドや現在建設中のアリーナ・交流

センター（仮称）の利用者の利便性向上を図るものです。Ｗｅｂ上で空き状況照会

や予約をすることができ、また、利用許可証の発行などをシステム化することによ

り事務事業の効率化を図る。

⑦ 市民プラザ施設管理準備業務

・委託料 ９，０９８千円

１０月からの６ヶ月間において開館準備業務（施設管理運営及び設備維持管理業務

事前準備、施設利用受付業務、等）を委託する。

⑧ アリーナ開館準備業務

・委託料 １０，１３３千円

１０月からの６ヶ月間において開館準備業務（各種印刷物の作成、施設利用受付業

務、事業実施計画、広報業務、等）を委託する。

⑨ 指定管理者選定支援業務

・委託料 ４，６４４千円

選定委員会の運営や審査補助及び協定書締結に係る事務補助業務を委託する。

⑩ アリーナスポーツ用品初度備品購入

・備品購入費 ３６，０５１千円

バスケットボール、バレーボール、バドミントン、卓球、フットサルなどのスポー

ツ備品購入

⑩ アリーナトレーニング機器購入

・備品購入費 １３，９４９千円

心肺持久力トレーニング、筋力トレーニング、測定機器等の購入

岡田学校給食セ 歳入予算は、学校給食事業の給食費で幼稚園・小学校・中学校を合わせまして、平成

ンター主幹 ３１年度は平成３０年度より７，５３９千円減の１４６，８５８千円を計上しています。

減額の主な要因は平成３１年度から鴨島地区の上浦幼稚園・牛島幼稚園・森山幼稚園が

こども園に移行することによる喫食数が減少するためです。

歳出予算につきまして、平成３１年度は平成３０年度より６，３７６千円減の２８５，

８２０千円を計上しております。内訳は学校給食事業費の歳入７，５３９千円減と学校

給食諸費で１，６３３千円の増額により差し引いた金額の６，３７６千円減額となって

います。学校給食諸費が増額となった主な要因は本年１０月からの消費税の改正にかか

る委託料等の増額によるものです。

石川教育長 このことについて、ご質問・ご意見はございますか。

それではないようですので、議案第２号「平成３０年度３月補正予算（案）について」

を承認してもよろしいでしょうか。

一同 異議なし。

石川教育長 議案第２号「平成３１年度当初予算（案）について」を承認します。

続いて、議案第３号「吉野川市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例制定について」

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 いじめ防止対策推進法第１４条第１項に基づき、吉野川市いじめ問題対策連絡協議会

を設置するために条例を制定いたします。

合わせて、３章に教育委員会の附属機関として、いじめ防止等の為の対策や重大事態

にかかる事実関係を調査審議するための吉野川市いじめ問題専門委員会、４章に市長の

附属機関として、吉野川市いじめ問題調査委員会の設置についても定めてあります。以

上でございます。

石川教育長 このことについて、ご質問・ご意見はございますか。

委 員 第４条(８)その他教育委員会が必要と認める機関及び団体に人権擁護委員を入れて
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もらえないのでしょうか。

人権擁護委員が全部の小学校にＳＯＳミニレター手紙を配布したり、こどものＳＯＳ

ミニレターの回答、こども相談を受けたり、こどもに対してこども委員会に力を入れて

います。

委 員 人権に関するものがありませんでしたので、私もこのご意見に賛成します。お願いで

きればと思います。

石川教育長 他にご質問・ご意見はございますか。

それではないようですので、議案第３号「吉野川市いじめ問題対策連絡協議会等設置

条例制定について」を承認してもよろしいでしょうか。

一同 異議なし。

石川教育長 議案第３号「吉野川市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例制定について」を承認し

ます。

続いて、議案第４号「吉野川市多目的グラウンド条例制定について」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。

松原教育次長 吉野川市多目的グラウンド条例についてですが、本年度完成いたします。第２条名称

を「吉野川市多目的グラウンド」とします。利用の仕方等を掲載しております。また、

第１３条ではグラウンドの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者にグラウンドの

管理を行わせることができるといれさせていただいております。平成３１年度について

は、直営で行いますが、計画として平成３２年度からアリーナと合わせて指定管理を目

指していきたいと考えております。使用料ですが４ページの別表を見ていただきたいと

思いますが、サッカー場の方につきましては、色々表があるんですが基本となるものが

入場料を徴収しないで使用する場合の高校生以下は市内で１時間１，０８０円、市外は、

１．５倍の１，６２０円です。一般は市内で１時間２，１６０円、市外は３，２４０円

の使用料となっています。フットサル場の場合は、高校生以下は市内で１時間５４０円、

市外は１時間８１０円、一般は１，０８０円、市外は１，６２０円の金額が基本となり

ます。また、夜間照明施設を使用する場合の使用料の額に１時間１，０８０円必要にな

ります。サッカー場の半面を利用する場合は、２分の１になります。

石川教育長 このことについて、ご質問・ご意見はございますか。

委 員 「利用料」と「使用料」とあるのはどのような違いでしょうか。

松原教育次長 電気代は使用料です。

委 員 使用料を「利用料金」に全部直しますよね。第１４条の２項「使用料」を「利用料金」

に直すと書かれていますけどどうしてですか。

橋川副教育長 指定管理者が業務を行う場合は「利用料金」です。市の場合は「使用料」です。

石川教育長 他にございませんか。

それではないようですので、議案第４号「吉野川市多目的グラウンド条例制定につい

て」を承認してもよろしいでしょうか。

一同 異議なし。

石川教育長 議案第４号「吉野川市多目的グラウンド条例制定について」を承認します。

続いて、議案第５号「吉野川市民プラザ条例制定について」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。
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松原教育次長 吉野川市民プラザ条例制定ついては、今建設中のアリーナ・交流センターの条例を制

定するので来年３２年度にオープンするので来年のこの時期に条例制定するんですが

今回１年前に条例制定するのは、指定管理者の募集を３１年度４月に入ったら指定管理

者の選定をしていこうと思うので、３月議会に設置条例を提案することになります。名

称は第２条の「吉野川市民プラザ」とすることで第３条で施設の構成するということで

市民プラザの中に「吉野川市アリーナ」があります。「吉野川市民センター」市民セン

ターというのが今ある会議室にあたります。それから「吉野川市立鴨島図書館」で構成

します。第４条では事業ということでアリーナでは「市民の健康増進及び体力づくり関

すること」です。備考では、吉野川市民センターでは次の事業を行います。第５条です

が、他の条例の適用があります。

図書館につきましては、吉野川市立図書館条例の規定を適用します。第７条以降は使

用に関することになります。第１２条は使用料については、５ページ以降の別表(第１

２条関係)ということで別表に書かれております。メインアリーナを全面使う場合、３

分の２使う場合、２分の１使う場合、３分の１使う場合はメインアリーナは、バレーボ

ールコートが３面とれますので３分の１使用する場合がありますのでこのような設定

になっております。市内・市外の金額を掲載しておりますが市外が１．５倍の金額にな

っております。６ページではサブアリーナについてもバレーボールコート１面分ぐらい

の広さになりますのでメインアリーナの３分１を使用する場合よりは、若干高い金額に

なっております。備考の３．冷暖房を使用する場合の使用料の額は、使用料の額又は前

項の額に１１，０００円を加えた額メインアリーナです。サブアリーナは３，３００円

を加えた額となっております。(２)の個人使用料ですがトレーニング室の使用料となり

ます。トレーニング室の１日利用券(高校生以下の者、障害者又高齢者)が使用する場合

は、市内が２２０円、市外が３３０円、一般の方が４４０円、市外が６６０円になりま

す。また１１回分の回数券も用意しております。１１回分の回数券は(高校生以下の者、

障害者又高齢者)が市内２，２００円、市外３，３００円、一般の方が４，４００円、

市外６，６００円に設定しています。７ページの市民センターは会議室等が２階にあり

ますので部屋の大きさにあわせて使用料を設定しています。４ページの指定管理者が行

う業務ということで第１９条で指定管理者にプラザの管理を行わせる場合の業務で展

開させていただいております。５ページの附則で３.「吉野川市立図書館」条例の一部
を改正する第２条の「吉野川市立川島図書館」の項の前に次のように加えるということ

で「吉野川市立鴨島図書館」を加えるようにいたします。

石川教育長 このことについて、ご質問・ご意見はございますか。

委 員 １日利用券は午前中使用して昼からまた来るのは可能ですか。

石川教育長 １回利用券にした方がいいと思います。

松原教育次長 石井ドームは、プールもあるので行き来するので１日券なんです。人を特定できれば

大丈夫かもしまれません。

委 員 １１回分の回数券なんですが、２人で行って１枚づつ使えますか。

松原教育次長 登録した人しか購入できません。１１枚綴りになっていますので切り離したら無効に

なります。

委 員 別表なのですが、利用料は６ページの冷暖房は、１日つけても１時間つけても１１，

０００円ですか。

松原教育次長 別表の後ろに(第１２条関係)と記載していますので大丈夫です。

アリーナの冷暖房を使用するケースは、基本的にはイベント等や試合で１日使うケー

スが多いと思います。練習などでは使用しないと思います
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石川教育長 市内の子ども達が使用する場合は使用料は減免になりますか。

松原教育次長 免除申請を出していただいたら、免除することができます。

石川教育長 他にご意見はございませんか。

それではないようですので、議案第議案第５号「吉野川市民プラザ条例制定について」

を承認してもよろしいでしょうか。

一同 異議なし。

石川教育長 議案第５号「吉野川市民プラザ条例制定について」を承認します。

続いて、議案第６号につきましては、公にすることが適当でなく、非公開とし、秘密

会としてよろしいでしょうか。

一同 異議なし。

石川教育長 承認いただきましたので、秘密会とし、非公開とします。

【秘密会】

石川教育長 秘密会は、ここまでとします。

それでは、教育長報告に移ります。

２月５日に特色選抜入試があり、市内で約３０名が受験をしました。中学校では、２

月１９日、２０日が一般入試の願書締め切りです。教職員の２次面接が終わりまして、

来週３次面接の予定になっています。２５日から３月議会が開会します。２月、３月の

土曜日・日曜日は、生涯学習課の方で文化祭・表彰式・リバーサイドハーフマラソンが

ありいろいろと行事が開催されます。

「その他」について、よろしくお願いします。

松原教育次長 ２月２４日、日曜日に吉野川市リバーサイドハーフマラソンを実施します。第２日曜

日に実施していたのですが、元号の変更によって徳島マラソンが３月の第３日曜日に変

更になったので、吉野川市リバーサイド・ハーフマラソンも変更させていただきまし

た。昨年は、１，３００人ぐらいの参加者がいたのですが今回は１，０００人ぐらいの

参加者になっております。約３００人減で受付をしています。あと、一番遠い方は北海

道から来られます。

松本学校教育課長 閉園式について、３月１４日に幼稚園の終了式があります。そのあとに幼稚園の閉園

式があります。時間帯が上浦幼稚園は１０時４０分から、牛島幼稚園・森山幼稚園は、

１１時からになります。今年は、控え室の用意を小学校の方でしてくれていますので牛

島幼稚園・上浦幼稚園は校長室に来て下さいとのことでした。森山幼稚園は図書室の方

が控え室になりますのでよろしくお願いします。森山幼稚園は校舎の北側に車を止めて

下さいということでした。

植田教育総務課長 小学校・中学校の卒業式に出席者を教育総務課の方で決めさせていただきました。入

学式もありますのでよろしくお願いします。

石川教育長 ３月臨時定例教育委員会開催についてお願いします。

植田教育総務課長 毎年、人事異動の関係で臨時の教育委員会を開かせていただいておりますが３月７日

の午後４時から教育長室でしたいと思いますのでよろしくお願いします。

石川教育長 ３月の定例教育委員会の開催についてお願いします。
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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、３月２０日（水）午後２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、３月２０日（水）午後２時００分から開催させ

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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