
吉野川市教育委員会会議録

招集年月日 平成３０年５月２８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５月２８日 午前１０時００分
開閉会日時 閉会 平成３０年５月２８日 午前１１時１３分
出席委員 教 育 長 石 川 邦 彦

委 員 鹿児島康江
委 員 谷 田 憲 二
委 員 野 田 賢
委 員 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）夏季休業中の学校閉庁日（日直を置かない日）について
（２）吉野川市教科用図書選定委員会設置要綱について
（３）吉野川市立図書館条例の一部を改正する条例制定について
（４）平成３０年度吉野川市多目的グラウンド（仮称）整備事業（人工芝工事）工事請負契約の締
結について

報告事項
（１）財産の取得について
（２）吉野川市小中連携英語教育研究会について
（３）吉野川市立中学校の生徒に対する麻しん予防接種費助成金交付要綱について

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４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「夏季休業中の学校閉庁日（日直を置かない日）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 「夏季休業中の学校閉庁日（日直を置かない日）の設定について」でございます。

現在、幼稚園、小・中学校では夏季休業日などの長期休業日の平日には、最低１名の

教職員が順次日直勤務をしております。主な業務としまして、来客や電話の対応、メー

ルや郵便物などの確認、花などの植物への水やり、校舎内の見回りや戸締まりの確認な

どを行い、基本的に一日職員室で勤務しております。

普段の日は、児童生徒が学習や部活に来たり、業者などの来客もたくさん来校するた

め、その対応に追われるのですが、お盆の期間は、児童生徒が登校することがほとんど

なくなり、業者などもお盆休みになるために、来客や電話が減る、いわゆる閑散期とな

ります。

そこで、教職員の多忙化が社会問題化している現状をふまえ、業務改善の一環として、

安心して休暇取得できる体制を整えることを目的に、このお盆の期間を学校閉庁日、つ

まり日直を置かない日として設定いたしたいと計画しております。
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実施方法といたしまして、８月１２日から１５日までの４日間、市内幼稚園、小学校、

中学校には日直勤務を置きません。ただし、この期間に土曜日や日曜日が含まれたとし

ても、新たな閉庁日は設けることはいたしません。

この期間には市主催の研修を行いません。ちなみに県教育委員会の主催の研修もこの

期間には実施されないこととなっています。

部活動に関しても、やむを得ない場合を除き原則行いません。競技によっては、お盆

期間中に試合があったり、お盆明けすぐに大会が行われたりする場合があるので、その

場合はやむを得ないと考えております。

学校閉庁期間といっても平日は教職員にとっては勤務日となります。そこで、この取

組の趣旨を理解していただき、教職員には積極的にこの期間に夏季休暇や年次休暇を取

得することを推奨いたします。

学校閉庁期間の緊急時の連絡に関しては、学校教育課が対応いたします。このことに

つきましては、保護者には学校から文書で通知し、地域住民には市のＨＰで広報いたし

ます。

そして、万が一緊急の連絡があった場合、学校教育課から校長に連絡いたします。

ただ、鴨島幼稚園と森山幼稚園は預かり保育をお盆期間も行うとお知らせしておりま

すので、通常通り行います。

以上のような形で学校閉庁日を設定したいと考えております。ご審議よろしくお願い

いたします。

石川教育長 ただいまの件について、ご質問等ございませんか。

ないようですので、議案第１号「夏季休業中の学校閉庁日（日直を置かない日）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「吉野川市教科用図書選定委員会設置要綱について」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 「吉野川市教科用図書選定委員会設置要綱について」でございます。

本年度、小学校の道徳を除く全教科と中学校の道徳の教科書の採択の年となっており

ます。本市では、昨年度まで資料にある「吉野川市地区教科用図書採択協議会規約」を

元に教科書の採択に係る調査研究を行っておりましたが、この規約と「吉野川地区教科

用図書専門員会規約」をあわせて、新たに「吉野川市教科用図書選定委員会設置要綱」

を定めるものです。

教科書採択の方法（文部科学省ＨＰより）をご覧ください。

図３⑦の採択のところでございますが、徳島県では県全体で採択地区を１１地区に分

けており、吉野川市は本市だけの単独採択地区となっております。

図の単独採択地区の部分をご覧ください。単独地区で任意に設けられる組織として括

弧書きの選定委員会がございます。本市の現状としましては、この組織の名称がとなり

の共同採択地区で設けなければならない採択地区協議会となっています。

採択事務をより明瞭に行うため、単独採択地区の図に沿った名称に改めるとともに規

約を見直し、要綱として新たに定めるものです。

このことにより、採択の流れ等についての大きな変更はありません。ご審議よろしく

お願いいたします。

石川教育長 ただいまの件について、ご質問等ございませんか。

委 員 これは、名称が変わるだけですか。

石川教育長 中身は変わりません。先ほど、課長から説明があったように、地区委員会というので、

吉野川市は市単独なのですが、他に町と市が一緒になっていたりしたので、「地区」と
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いう言葉を使っていたためです。

ただいまの件について、ご質問等ございませんか。

ないようですので、議案第２号「吉野川市教科用図書選定委員会設置要綱について」

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３号「吉野川市立図書館条例の一部を改正する条例制定について」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 議案（３）吉野川市図書館条例の一部を改正する条例制定についてです。

図書館の指定管理者に関する条項を追加する改正となります。第１１条では、指定管

理者に図書館の管理を行わせることができる。また、第１２条では、指定管理者に図書

館の管理を行わせる場合の業務内容を、それぞれ追加するものです。

これは、平成３１年度より山川･川島図書館に指定管理者制度を導入し、両図書館の

管理運営を行うとともに、平成３２年度に開館する鴨島図書館の開館準備を併行して行

えるようにするものです。

本年、夏頃には指定管理の募集を行い、その後選定委員会において選定しまして、１

１月の教育委員会定例会、また１２月市議会に提案していきたいと考えています。

石川教育長 ただいまの件について、ご質問等ございませんか。

委 員 指定管理者は、だいたいどういう業者ですか。

松原教育次長 徳島市、美馬市、阿波市の３市で、指定管理を導入しています。図書館の指定管理業

務について、全国展開されている業者がいますので、そちらに３市ともお願いしていま

す。これから、募集した中で候補者があるとは思いますが、そこも提案していただける

ようなことは伺っていますので、応募があった事業者からプレゼンを行っていただい

て、選定していきたいと思っています。

委 員 １つではなく、２つ、３つあった時に選定するのに考慮、協議をしていく必要がある

と思います。指定管理というので、何社か募集があったときに、指定管理をする側とし

て、努力していただいて、公平にみてより良い業者を選定していただきますよう、よろ

しくお願いしたいと思います。

石川教育長 ただいまの件について、ご質問等ございませんか。

ないようですので、議案第３号「吉野川市立図書館条例の一部を改正する条例制定に

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、議案第４号「平成３０年度吉野川市多目的グラウンド（仮称）整備事業（人

工芝工事）工事請負契約の締結について」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 議案（４）平成30年度吉野川市多目的グラウンド（仮称）整備事業（人工芝工事）工

事請負契約の締結についてです。

中央美化センター及び上桜温泉の跡地に建設します、吉野川市多目的グラウンド（仮

称）の整備事業におきましては、平成３１年５月オープンに向け、順次各工事に着手し

ております。

今回議案として提出しました人工芝工事は、入札を５月２２日に終え、新興建設株式
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会が２１６，０００千円で落札いたしました。本日２８日に工事請負契約の仮契約を行

い、６月定例議会において議決をいただいた後、本契約となり工事に着手いたします。

また、敷地造成の土木工事は、５月１１日から工事に着手しております。

なお、ナイター設備、フェンス、トイレなどの建築物等附帯工事、また駐車場などの

舗装工事については、今後、順次着工し３１年３月末の完成を目指します。

石川教育長 ただいまの件について、ご質問等ございませんか。

ないようですので、議案第４号「平成３０年度吉野川市多目的グラウンド（仮称）整

備事業（人工芝工事）工事請負契約の締結について」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）「財産の取得について」事務局より説明をお願いします。

植田教育総務課長 （１）「財産の取得について」でございますが、高越小学校スクールバス置き場の用

地を購入するものです。本来財産の取得については、議案事項になるものですが、現在、

まだ継続しております高越小学校外構工事の中で、整地・舗装工事をする場合、早急な

用地売買契約を締結する必要がありましたので、報告事項とさせていただいておりま

す。ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

所在地は山川町町５９番地１で航空図にお示ししていますように、現在の高越小学校

正門前の来客用駐車場の隣地です。宅地で２００．４１㎡です。

購入金額は３，６００千円で、平成３０年５月７日に売買契約を締結させていただき

ました。現在、所有者移転登記の手続き中で、５月末頃完了予定です。

仕上げ状態については、先ほど述べましたが、当初は整地・舗装工事のみの予定でし

たが、スクールバスは５台中、この開校に併せて購入した新しいスクールバス３台につ

いては、長期利用を見越し、維持管理の確保をするため、屋根と柱造りの簡易な車庫を

設置する方向で現在は考えております。

そこで、効率よく活用できるよう、現在の来客者用駐車場を含めた全体配置の見直し

を検討していきますので、詳細設計委託費及び、工事費については、９月補正を要求し

ていこうと考えています。よって、購入用地の整地等も９月補正予算決定後になります。

工期としては、年度内の完成を目指してまいりますので、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、何かご質問等ございませんか。

委 員 今はどのような状態ですか。

植田教育総務課長 美郷観光バスと随意契約を結んでいて、今は美郷観光バスの駐車場に置いてくださっ

ています。

委 員 車の置き方が難しいですね。

橋川副教育長 最初は購入した土地に縦に並べる形だったのですが、これでは効率が悪いので、南北

に３台並べるようにようにしたいと考えています。

石川教育長 他に何かご質問はございますか。

ないようですので、続いて、報告事項（２）「吉野川市小中連携英語教育研究会につ

いて」事務局より説明をお願いします。

松本学校教育課長 「平成３０年度吉野川市小中連携英語教育研究会について」でございます。

去る、５月９日に第１回吉野川市手中連携英語教育研究会を開き、本年度の事業計画

およびイングリッシュキャンプの計画について話し合いを持ちました。
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その結果、英語教育ミニ勉強会、イングリッシュキャンプ等の日程が資料のとおり、

決定いたしましたのでご報告いたします。

石川教育長 このことについて、何かご質問は、ございますか。

委 員 子ども英語教室は夏休みに開催されるということですが、昨年はどのくらいの人数が

参加しましたか。

松本学校教育課長 イングリッシュキャンプの参加者は、全員参加します。イングリッシュキャンプは

小学生と中学生は別々なのですが、子ども英語教室は一緒に行います。中学生と小学生

の交流として、中学生が小学生に教えるような形もとっています。先生やＡＬＴだけが

教えるばかりではなく、昨年は、中学生が小学生に教える時間を１時間とり、その後、

小学校は小学校、中学校は中学校でキャンプの準備をするような内容でした。

石川教育長 昨年度やってみて、イングリッシュキャンプも非常に良かったのですが、子ども英語

教室が、小学校も中学校も関係なしに一緒に参加してもらうので、意外と中学生が小学

生を教えるんです。これって非常に良いなと思いました。今年もそのような形でやって

いければと思っています。

他にご質問はございますか。

ないようですので、報告事項（３）「吉野川市立中学校の生徒に対する麻しん予防接

種費助成金交付要綱について」事務局より説明をお願いします。

松本学校教育課長 「吉野川市立中学校の生徒に対する麻しん予防接種費用助成費交付要綱について」で

ございます。

本年、３月末から４月上旬にかけまして、沖縄県で麻しんが発生したことをうけ、修

学旅行で沖縄県に行く市立中学校の２年生に対して、麻しん予防接種の費用を助成する

ことといたしました。

助成費用は、接種費用に２分の１を乗じた得た額ですが、麻しん風しんの混合ワクチ

ンの場合５千円、麻しん単抗原３千円を上限といたします。

助成金の申請書は、それぞれの中学校が修学旅行から帰ってきて１週間以内に提出し

てもらうようにしております。

以上、ご報告いたします。

石川教育長 このことについて、何かご質問等ございませんか。

委 員 対応が早くて良かったです。

石川教育長 他に何かご質問はございませんか。

ないようですので、続いて、教育長報告についてです。

５月は、それぞれの町で行っています、山川だけが来週になりますが、人権学習会の

開校式がありました。

９日、１０日に育成評価システムの目標設定面談ということで、校長先生が学校教育

目標を基に１年間の取り組みについて目標設定をしてくれており、住友副教育長ととも

に聞かせて頂きました。

県教委の学校長ヒアリングが、５月１５日、２３日に行われています。この間ですが、

４月２７日に、四国都市教育長連絡協議会定期総会が高知県安芸市で行われました。５

月１７日、１８日には、全国都市教育長協議会定期総会が岩手県一関市で開催されまし

た。基本的には働き方改革についての話が多かったように思います。岩手県での大会で

は、東日本大震災の話も聞かせて頂きました。

１９日は市文化協会総会、２７日は市国際交流協会総会など、今月は総会がたくさん

開催されます。

明後日が最終になります、前期の学校訪問、教育委員の皆様には大変お世話になりま

した。
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５月中に小学校６年生・中学校２年生がともに、修学旅行に行ってきました。川島小

学校があと残っているということです。それと同時に宿泊学習があり、中学校は淡路青

年の家で、５月中に全て終了しました。小学校は６月に牟岐少年自然の家で宿泊学習を

行います。今のところ、大きな事件事故もなく子ども達は無事に帰ってきているという

話です。先ほどの麻しんも、罹っているという話はありませんでした。

それでは、「その他」について、よろしくお願いします。

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、６月２８日（木）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、６月２８日（木）午前１０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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