
吉野川市教育委員会会議録

招集年月日 令和元年８月１５日
招集の場所 吉野川市役所東館３階 会議室
開閉会日時 開会 令和元年８月２３日 午前１０時００分
開閉会日時 閉会 令和元年８月２３日 午前１１時１０分
出席委員 教 育 長 石 川 邦 彦

委 員 川 村 徳 子
委 員 野 田 賢
委 員 谷田 憲二

出席職員 副 教 育 長 橋 川 寛 司 副 教 育 長 住 友 真 人
理 事 松 原 勲 教育総務課長 植田千恵美
学校教育課長 浅 山 直 慰 給食セン ター主幹 岡 田 裕 仁

議案
（１）区域外就学と指定校変更について
（２）吉野川市民プラザ及び吉野川市多目的グラウンドの指定管理者の

指定について
（３）財産の取得について

（４）幼児教育無償化に伴う給食費の見直しについて

報告事項

（１）令和元年度９月補正予算案について
（２）令和元年度子ども英語教室およびイングリッシュキャンプについて
（３）学校閉庁日期間の状況について

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、野田賢委員、谷田憲二委員を指名。

それでは、議案審議に入ります。本日の議案第１号につきましては、会議規則第７

条の規定により、秘密会とし、非公開としてよろしいか。

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 それでは、議案第２号「吉野川市市民プラザ及び吉野川市多目的グラウンドの指定管

理者の指定について」事務局より説明をお願いします。

松原理事 指定管理者の指定についてご説明いたします。去る７月１６日（火）に第３回吉野川

市教育委員会等公の施設の指定管理者選定委員会を開催いたしました。その際、２つの

共同企業体から提案がございました。

１つめが資料にも記載されております、「吉野川賑わい創出パートナーズ」です。構

成団体として美津濃株式会社、株式会社図書館流通センター、阿部商事株式会社、ミズ

ノスポーツサービス株式会社となります。

２つめは、「アワー吉野川」です。構成団体としては、（一社）徳島新聞社、（株）ハ
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ッピー、（株）平惣です。この２件の応募がございました。審議の中で、ヒアリング内

容を踏まえて、事業計画書に関する最終確認を行った上で、審査を行いました。審査の

結果、「吉野川賑わい創出パートナーズ」を指定管理者の候補者として選定したところ

でございます。本議会にて、指定管理者の指定についての議決を求めることとなります。

ご審議のほどお願いいたします。

石川教育長 ありがとうございました。なにか、ご質問等はございますか。

それでは、ないようですので、議案第２号「吉野川市市民プラザ及び吉野川市多目的

グラウンドの指定管理者の指定について」は原案通り承認されました。

それではつづいて、議案第３号「財産の取得について」事務局よりお願いします。

松原理事 財産の取得について、ご説明いたします。物件は、吉野川市アリーナスポーツ器具備

品です。契約方法は、指名競争入札です。今回、１０社を指名いたしました。市内４社、

県内６社です。うち、市内１社は辞退しております。その結果、入札応札金額３４，６

５０千円で、契約の相手方として、徳島市南田宮２丁目３番１０８号 株式会社笹倉ス

ポーツ社 代表取締役 笹倉大介となりました。この財産の取得につきましては、議会

の議決にすべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例がございまして、予定価格２

０，０００千円を超える財産の取得に関しましては、議会の議決が必要ということから、

今回議決を求めます。以上です。

石川教育長 なにか、質問等はございませんか。

アリーナの体育館の中に備える器具又は備品等で３４，６５０千円ということです

ね。

松原理事 備品の内分けとしては、主なものとして、バスケットボールのゴール、バレーボール

の支柱、卓球台、バドミントンの支柱、テニスの支柱、フットサルのゴール等になって

おります。このなかでも、バスケットボールのゴールが移動式のもので電動となり、一

対が９，０００千円位します。ゴールは２ついりますので、バスケットゴールだけで１

８，０００千円位になります。今まででしたら、鴨島体育館のゴールのように、壁に固

定しており、前に出すような形だと思いますが、今回は幅が広いので、かなり前まで出

さないといけません。そうすると、大分補強しないと設置できないということでした。

ですので、今回移動式のものとなりました。

石川教育長 他にご質問はございませんか。

委員 市内の業者は入っているのですか。

松原理事 阿部商事が入っています。

委員 この中には、ランニングマシーンなどトレーニング機器は入っていないのですね。

委員 それは別です。１０月以降に入札予定です。１５，０００～１６，０００千円くらい

を予定しています。

石川教育長 では、よろしいですか。議案第３号「財産の取得について」は原案通り承認されまし

た。ありがとうございます。では、続いて、議案第４号「幼児教育無償化に伴う給食費

の見直しについて」事務局より説明をお願いします。

岡田主幹 幼児教育無償化に伴う給食費の見直しについて、ご説明いたします。本年１０月から、

幼児教育無償化に伴い、国は１号２号認定共通で副食費免除対象範囲を年収３６０万円

未満相当の世帯の全ての子ども、及び小学校３年生以下の子どもから数えて全所得階層

の第３子以降を対象に免除するように改正されたことと、また、市独自で保育料を無償

化している１８歳以下の子どもから数えて第２子以降の３歳から５歳を対象に副食費
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を助成することになったため、現在１食２５０円の給食費を国副食費免除対象と市副食

費助成対象である子どもの主食代のみの１食２５円に見直しするものでございます。以

上です。

石川教育長 ありがとうございます。１０月からは給食費は主食代のみの２５円となるのですか。

岡田主幹 下の表にもありますが、３９人のみ対象となりまして、その方には２５円いただきま

す。それ以外の子ども１１名からは２５０円いただきます

石川教育長 以上の内容です。何かこの件についてご質問ございますか。

いよいよ就学前の子どもに対して無償化がすすんでまいりましたね。

委員 給食費から離れますが、「子ども食堂」は徳島県はないのですか。地域の人が世話し

て子どもに食事をさせると聞きますが。

石川教育長 吉野川市内では聞いてないですね。徳島県にはあるようです。

それでは、よろしいですか。議案第４号「幼児教育無償化に伴う給食費の見直しにつ

いて」は、原案通り承認されました。

それでは、報告事項にうつります。

報告事項第１号「令和元年度９月補正予算案について」事務局より説明お願いいたし

ます。

植田教育総務課長 教育総務課分から説明させていただきます。教育総務課分においては、歳入の補正予

算がございませんので、歳出の補正予算から説明いたします。資料をご覧ください。

小学校費と中学校費で補正予算を計上しています。小学校費では６５，４２５千円で

す。内訳といたしましては、委託料と工事費です。委託料は、山瀬小学校屋内運動場、

いわゆる体育館の改築工事設計委託料です。２８，１１０千円を計上しています。当初

予算で山瀬小学校体育館の耐力度調査を行った結果、耐力不足により改築をすべき建物

であるということが明らかになりましたので、改築工事設計をさせていただくもので

す。来年度、工事に着手、令和３年度中の竣工を目指しています。

もう１つの委託料は、小学校の防火扉・防火シャッターの改修工事です。いままでは

消防法に基づき目視点検をしておりましたが、平成２８年度建築基準法が改正し、稼働

等の点検が必要となりました。今年度点検費用が予算化されましたので点検を実施して

います。しかし、施設も老朽化しておりますので、異常が判明したらすぐに改修できる

よう、設計委託料２，８００千円、改修工事費２８，６００千円を計上いたしました。

これは概算で計上しております。市内の小学校９校が対象です。高越小学校は補償期間

なので除外、学島小学校には防火扉・シャッターの設置がないので除外としています。

ひとつの扉につき６００千円、シャッター１，０００千円という概算で算出しておりま

す。

また、知恵島小学校教職員トイレ増築工事ですが、当初で予算を計上しておりました

が、実際に設計をすると、増築面積が建物の基礎の関係で若干増えてしまったことによ

り不足分が生じました。つきまして、５，９１５千円を追加計上しています。

中学校費は、小学校と同様、防火扉・防火シャッターの改修工事事業の設計委託料

２，３００千円と工事費 ２３，６００千円です。市内の中学校４校で概算計上させて

いただいております。合計、２５，９００千円となります。以上です。

浅山学校教育課長 学校教育課の補正予算要求額として、歳出についてご説明いたします。資料をごらん

ください。１０款 教育費 ３項 中学校費といたしまして、５００千円計上しておりま

す。これは，県教育委員会より委託を受ける予定の「小中一貫教育推進事業」を行うた

めのものです。平成３１年度事業である本事業について、県から本市へ直接依頼があり

ましたが、そのときにはすでに平成３１年度当初予算が成立済みであったことから、当

初予算に計上できませんでした。また、事業計画書に対する承認を受け，事業委託の契

約をしてはじめて受託費用が発生することから、６月補正ではあげることができず、今
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回の補正としております。

「小中一貫教育推進事業」は、本県が人口減少による少子化が進む中、小規模化する

学校をコストをかけずに存続させ、かつ教育の質を保証するとともに、学校間や学校･

地域との連携により、学校の活性化を図り、学校の諸課題の解決と学校教育のさらなる

充実を目指すものであります。

本市においては、市立川島中学校とその通学区域の小学校である川島小学校及び学島

小学校との間で「チェーンスクール」型の交流がすでに実施されていたこともあり、当

該事業を受けることで、児童生徒・教職員の交流を深め、小中９年間を見通して児童生

徒を育んでいく取組を推進していきます。

松原理事 つづきまして、生涯学習課関係でございます。歳入・歳出計上しております。先に歳

出よりご説明いたします。１０款 ５項 １０，１８４千円計上しております。この内

訳でございますが、「藍のふるさと阿波魅力発信協議会会費」として１０千円、「阿波

藍魅力発信拠点等整備事業負担金」として、６３０千円計上しております。

この事業負担金の方でございますが、事業の内容として、サイン関係の整備を今年度

いたします。開設パネル等の作成設置が２カ所 ３００千円×２カ所＝６００千円、案

内板の設置が２カ所 ６００千円×２カ所＝１，２００千円 計 １，８００千円の事

業でございます。国の補助が６５％ございます。１，８００千円のうち、３５％が市の

負担となり、６３０千円の歳出を見込んでおります。

次に「アメニティセンター便所洋式化・壁改修工事設計委託業務」として１，２１７

千円、「アメニティセンター便所洋式化・壁改修工事」として８，３２７千円を計上し

ております。

アメニティセンターのトイレでございますが、現在は６器が洋式ですが、残り１２器

が和式です。そのうち。５器を改修いたします。それと併せて、トイレ内の壁のタイル

が剥離しており危険なので、タイルを撤去し、ボード張りにいたします。その事業費と

して今回計上しております。

それに対応する歳入として、県補助金として２，５００千円を計上しております。「進

化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策費補助金」でございます。補助率は２分の１で上

限２，５００千円となっております。以上です。

岡田主幹 続きまして給食センター関係補正予算について説明させていただきます。給食センタ

ー関連といたしましては、先ほど説明させていただいた幼稚園給食副食費無償化に伴

い、歳入減額として、８５２千円計上しております。内訳といたしましては、国基準免

除対象金額が３９２，８５０円、市独自免除対象金額が４５８，３２５円。合計８５１，

１７５円が減額となります。以上です。

石川教育長 ありがとうございました。何かご質問はございますか。

それでは、ないようですので次にうつります。。

報告事項第２号「令和元年度 子ども英語教室およびイングリッシュキャンプについ

て」事務局より報告お願いします。

浅山学校教育課長 令和元年度 子ども英語教室ならびに小・中イングリッシュキャンプについて報告を

いたします。資料を用意いたしましたので、ご覧ください。

まずは、子ども英語教室についてでございます。７月２９日・８月１日の２日に分け

て交流センターで行われました。参加人数といたしましては、小学生１日目が１８名、

２日目が２０名、中学生が１日目は１３名、２日目が１２名です。この子ども英語教室

は、イングリッシュキャンプの事前研修会として行われたもので、初めて出会う参加児

童生徒は大変緊張した面持ちでありました。その緊張をほぐすべく、前半は中学校の英

語教諭を中心としたスタッフが、ジョークを交えながらオールイングリッシュで、名刺

作り・英語のセンテンス指導等をサポートいたしました。少しずつではありますが，雰

囲気も和み、名刺交換練習では、小学生から中学生に積極的に声かけをする場面も見受

けられました。後半の小中分かれての活動では、他校の児童生徒とさらに交流を深める

ことができたようです。
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８月５日には、小学生のイングリッシュキャンプが行われました。参加者は５年生が

１１名、６年生が２７名でありました。資料のプログラムにありますように、じっくり

英語を使える楽しいアクティビティを用意し、盛りだくさんの内容となりました。子ど

もたちも終始和やかに、積極的に、じっくりと英語を使った活動に取り組むことができ

ました。ＡＬＴはオールイングリッシュで説明をし、小学校のスタッフがそれぞれのグ

ループに一人ずつ入り、ヒントを与えたりアドバイスをしたりして、戸惑っている児童

に対して的確なフォローをしてくれていました。子どもたちも安心して英語に親しむこ

とができていたように思われます。

感想を見ていただきますと、「もっともっと英語に親しみたいです。来年も楽しみで

す。」と書いた子どもが多数見受けられました。いい１日目であったかと思われます。

今回のイングリッシュキャンプは、７月で４名の ALTが雇用期間満了となり，新た
な３名の ALTが７月末に来県したばかり、また、１名はまだ来県すらできていないと
いう状態でスタートいたしました。５ページに新 ALTの紹介をしております。マゴー
シャが来県できていなかった方です。そのようななか、残った ALTを中心に懸命に準
備した結果、たいへん充実したイングリッシュキャンプが実現いたしました。

また、８月２１・２２日の２日間で，中学校のイングリッシュキャンプが行われまし

た。２５名が参加いたしました。今年は、まず美郷ほたる館からスタートいたしました。

最初のアクティビティでは、ほたる館の施設内に設けました数カ所のチェックポイント

の課題に対し、仲間とともにチャレンジしました。初めは、表情がぎこちなく感じまし

たが、ALT の質問に協力して答えたり、課題に取り組んだりして、終始積極的に参加
し、「もう一度やらせてください」と意欲的に取りくむことができていました。再びス

タートに戻ってきたときには、すっかり打ち解け合っている様子でありました。

イングリッシュキャンプの目玉でもあるプレゼンテーションのテーマは、「ALTに我
が町のおすすめの場所を紹介しよう」でありました。写真では１つしかご紹介できませ

んが、今年は１年生が２名、２年生が９名、３年生が１４名と英語に慣れ親しんだ生徒

が多かったこともあり、ALT たちとコミュニケーションをとりながら、スムーズにプ
レゼンの準備ができていました。また，昨年よりも準備・練習の時間を多くとったこと

で、より内容の豊かな発表ができておりました。感想といたしましては、「英語を身近

に感じることができた。来年も参加したい。英語が苦手な人も参加してみたらいい成長

になる。」等と書かれておりました。以上、報告とさせていただきます。

石川教育長 ありがとうございました。中学校のキャンプは昨日までというところで、よく資料を

作成してくださいました。何かご質問等ございましたら、どうぞ。

委員 新任 ALTの紹介が、大変参考になります。ありがとうございます。

石川教育長 今回４名 ALTが代わるということで、心配しておりました。私も見てきましたが、
非常にいい雰囲気でした。またぜひ、来年もお願いできたらと思います。委員の方々に

も一度見ていただければと思います。

委員 さんは何年目になりますか。

石川教育長 ３年目です。今回は さんが中心になって活動してくださいました。

委員 この方は出身はアメリカですか。

浅山学校教育課長 そうです。アメリカです。

委員 これは教育委員も見に行かないといけないですね。

石川教育長 是非いってみてください。それでは、報告事項第３号「学校閉庁日期間の状況につい

て」事務局より報告お願いします。
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浅山学校教育課長 学校閉庁日の状況についてご報告いたします。資料をご覧ください。８月１２日から

１５日まで閉庁いたしました。

部活動については、資料にありますように各校より事前に実施予定報告がございまし

た。しかしながら台風のため、１３日１４日には活動した部活もありますが、後半につ

きましては、実施しておりません。幼稚園の預かり状況はつぎのとおりでございます。

閉庁日中、学校教育課への緊急の電話はありませんでした。

ちなみに、１４日の夜、台風１０号接近より本市に暴風警報が発表されていたため、

各校管理職に向け、メールにて、１５日朝からの宿日直を依頼いたしました。夕方には、

天候好転の兆しが見られたため、各校へ日直終了ならびに被害状況確認依頼の連絡を行

いました。雨漏りの報告はあったものの、窓ガラスが割れる等の大きな被害報告はあり

ませんでした。以上でございます。

石川教育長 ありがとうございました。なにかございますか。

委員 中学校の大会とはどんな大会ですか。

浅山学校教育課長 野球は選手権大会と聞いております。

石川教育長 以上となりますか。よろしいですか。

住友副教育長 すみません、よろしいでしょうか。皆様の机上に「令和元年度 吉野川市介護基礎研

日程表」という資料がございます。少しご報告させていただきます。

介護基礎研修につきましては、平成１９年度より始まりまして、市内４中学校でロー

テーションを組み開催しております。今年度で１３回目となります。４周目に入りまし

た。お手元の資料には今年度の日程及び内容について、記載させていただいております。

例年そうですが市役所の関係各課の講義・演習等で６コマ程度、ケアハウス・デイサー

ビス等での施設実習が２時間程度、最後に東消防署での実習が３時間程度で開催してお

ります。東消防署の実習後は、救命救急公衆修了書を最後にいただきます。最後に全て

の研修が終わりましたら、研修修了証を市長または教育長からお渡ししていただきま

す。

生徒の感想としては、介護についての知識がほとんどなかったので、学ぶことがたく

さんあったとのことです。また、学校外の大人とふれあうことにより、よい経験ができ

たのではないかと思います。簡単ですが、以上で介護基礎研修の報告とさせていただき

ます。

石川教育長 毎年、介護基礎研修として学校をローテーションしながら行っておりますが、だんだ

ん高齢者への意識が高まっているのではないかと感じます。健康福祉部の方にいろいろ

とお世話になりながら実施しております。修了証については市長名でお渡しておりま

す。

他に何かありませんか。それでは続いて、教育長報告を行います。

８月の報告ですが、夏休み中なので、介護基礎研修を始め教職員の研修、指導力向上

研修など、全部で５講座実施して参りました。前半はそんな感じです。あと各地区で学

校保健委員会を行いました。各養護教諭ならびに学校医・PTA・教職員等が集まって、
そこでいろんな協議をするという会です。１日と８日に行っております。それから、学

校閉庁日は先ほどお話しのあったとおりです。

ここに書かれてはいませんが、８月３・４日、四国中学校総合体育大会がありました。

ちなみに参加できたのは、鴨島第一中学校 男子ソフトテニス部１組、女子ソフトテニ

ス部１組、陸上部２名、川島中学校は女子ソフトテニス部１組、山川中学校の女子ソフ

トテニス部１組、水泳部、以上が四国大会に参加しました。その中から全国大会に選ば

れたのが山川中学校の女子ソフトテニス部１組で、京都で２０・２１日でありました。

健闘してくれたのではないかと思います。

あと、９月の主な予定として書いてあります。９月定例議会から始まり、あとは記載

の通りです。それから小学校の運動会を２２日、２９日に実施いたします。中学校の文
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化祭等は７、８日くらいに実施されます。いよいよ２７日には２学期が始まります。夏

休み期間中、大きな事故はおこっておりません。２学期始まってすぐが子どもにとって

は大事なので、各学校注意していただければと思います。それと、８月２９日臨時管区

別教育長会があります。おそらく鳴門の件を受けて、全県的に注意喚起と思われます。

以上です。私の報告についてなにかございますか。

では、その他をお願いします。

植田教育総務課長 それでは、１０月の視察研修についてご説明いたします。事前資料をご用意しました

ので、ご覧ください。

資料ですが、まず、日程表をご覧ください。朝早いですが、７時に出発し、午後には

丸岡南中学校に到着・視察研修となります。次の日、若狭町とばっ子保育園での視察研

修となります。

次に、視察先の福井県は全国的にも学力がトップクラスということで、学力テストの

新聞記事等を掲載させていただいております。

次に、丸岡南中学校の資料をつけております。HPを参考としておりますが、丸岡南
中学校の特色としては、教科センター方式があります。丸岡南中学校は公立学校ではあ

りますが、大学のように、生徒が教科によって教室を移動していくという、特殊な教育

方法をとっております。個人ロッカーはありますが、ホームルームのように、ここが自

分の教室と設定した場所はありません。生徒の自主性を活かした方式となっておりま

す。給食もランチルームがあり、そこで生徒も先生も集まって食べます。

とばっ子保育園に関しては、ここの町は保育園のみで、幼稚園はなく、他市町村の幼

稚園にて対応しているようです。吉野川市も来年度からは幼稚園がなくなりますので。

この保育園の特色としては、自然を取り込んだ保育をしている保育園です。

最後に比較資料として吉野川市の資料を若干添付しております。

なお、視察研修において、質問事項を事前に提示してほしいと丸岡南中学校から依頼

がございました。この資料を見ていただいて、質問事項を記載した用紙を、お手元の返

信用封筒で９月７日までに返信いただければと思います。

石川教育長 保育園の方の質問については、どうしますか。

植田教育総務課長 保育園の方も用紙に書いておいていただければ、とりまとめいたします。

石川教育長 ご覧いただければわかりますが、徳島県と方式が大分違います。藍住町が昨年視察を

行って、大変参考になったと聞いております。

植田教育総務課長 また、こちらは相談ですが、給食の試食が可能です。A、Bと選ぶ方式です。もしよ
ければ、試食をいかがでしょうか。

委員 学校はどれくらいの規模ですか。

植田教育総務課長 学校の規模については、資料に生徒数等が記載されております。丸岡南中学校は児童

数３６５人です。

資料につきまして、読みにくければ、HPなどでも確認できます。
よろしくお願いいたします。

石川教育長 この件については、よろしいでしょうか。

では、来月の定例教育委員会の日程をお願いします。

植田教育総務課長 ９月２４日火曜日１４時でいかがでしょうか。

では、それでお願いいたします。

石川教育長 では、次回定例教育委員会は９月２４日火曜日１４時からの開催とさせていただきま

す。
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ほかになにかございますか。なければ、以上をもちまして、定例教育委員会を終了い

たします。
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