
吉野川市教育委員会会議録

招集年月日 令和２年２月２７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２年２月２７日 午前１０時００分
開閉会日時 閉会 令和２年２月２７日 午前１１時４７分
出席委員 委 員 川 村 徳 子

委 員 野 田 賢 委 員 鹿児島康江
委 員 谷田 憲二 委 員 桒原奈麻美

出席職員 副 教 育 長 橋 川 寛 司
理 事 松 原 勲 副 教 育 長 住 友 真 人
学校教育課長 浅 山 直 慰 教育総務課長 植田千恵美

議案
（１）令和元年度一般会計３月補正予算（教育委員会関係）について

(２）令和２年度一般会計当初予算（教育委員会関係）について

（３）吉野川市立小学校及び中学校管理運営規則の一部を改正する規則について

（４）吉野川市立小中学校共同学校事務室運営規程の制定について

(５）指定校変更について

教育長報告

その他

会議の経過

野田教育長職務代理者 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、鹿児島委員、川村委員を指名。

それでは、議案審議に入ります。本日の議案第１号「令和元年度一般会計３月補正

予算（教育委員会関係）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 それでは、議案第１号について、資料をご覧ください。教育総務課分歳入として、小

学校費国庫補助金中学校費国庫補助金を合わせまして、１６，００３千円を計上してお

ります。

内訳といたしまして、小学校費は学校施設環境改善交付金（空調整備事業）は、飯尾

敷地小学校の空調を整備です。会議室・相談室への空調新規設置と、保健室・パソコン

室の既設置空調の故障への対応を合わせて行います。本来は、令和２年度当初予算で事

業実施する予定でしたが、国の補正予算で前倒し事業となり、３月補正で対応するもの

です。

中学校費学校施設環境改善交付金（トイレ改修事業）は、鴨島東中学校のトイレ改修

です。女子トイレの２階から３階の洋式化と、職員用トイレを男女完全に分離する改修

を合わせて行います。これにつきましても、国の補正予算の前倒し事業で５，３８９千

円です。この鴨島東中学校の改修が終わりますと、市内小・中学校全ての校舎棟のトイ

レ洋式化が完了します。

学校施設環境改善交付金（障がい者対応トイレ整備事業）は、鴨島第一中学校で、一

連のバリアフリー対策最終事業となります。多目的トイレを１階北棟エレベーター付近

に増築するものです。これにつきましても、令和２年度当初予算にする予定でしたが、

国の当初予算第４次内定がでましたので、今回３月補正で前倒し対応となりまして、７，

３５０千円の歳入見込みとなります。

また、教育環境整備基金利子等が１千円歳入を見込んでおります。
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次ページ、歳出補正予算です。小学校費中学校費で計上しております。

小学校費につきましては、先程ご説明いたしました空調の設計費に８３０千円、防火

設備の設計委託費が減額となっておりますが、防火設備の点検を実施した際に、防火扉

・防火シャッターの異常対応として、令和元年度９月補正で市内小・中学校全て概算計

上いたしましたが、検査の結果、１１校中８校に異常が見られ、防火扉は１３カ所、防

火シャッターは９カ所を改修設計委託し、１，９７０千円の減額となりました。

工事については、空調工事が１０，０００千円計上、防火設備工事が９，６００千円

減額となります。合わせまして、７４０千円減額です。

中学校費は、鴨島東中学校トイレ改修設計委託費で、１，５７０千円、工事費が２８，

７００千円、鴨島第一中学校トイレ改修工事費で２２，１００千円計上。また、小学校

と同様に防火設備改修工事費は鴨島第一中学校のみ１２カ所改修工事となり、１５，２

００千円の減額、合計しまして、３７，１７０千円となります。

最後に佐藤高由教育振興基金利子ですが、１千円計上です。佐藤高由教育振興基金は

今年度で最終となり、条例も廃止の方向です。以上です。

浅山学校教育課長 続きまして、学校教育課より３月補正予算案についてご説明いたします。

まず歳入につきましては、１６款 財産収入 １項 財産運用収入 石田増男教育振

興基金利子といたしまして，１５千円計上いたしました。つづいて１８款 繰入金 １

項 基金繰入金 石田増男教育振興基金繰入金を小学校１９２千円、中学校２９８千

円、合計４９０千円を減額補正いたします。当初は、小中連携英語教育事業に石田増男

教育振興基金から、小学校３００千円、中学校６００千円を計上しておりましたが、イ

ングリッシュキャンプ等にかかった費用に応じて、小学校で１０８千円、中学校で３０

２千円、それぞれ減額することとなりました。

つづいて、１４款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 公立学校情報通信ネットワーク

環境施設整備費補助金としまして、小学校７１，３７０千円、中学校３０，７９４千円

合計１０２，１６４千円を計上いたします。これは、このたび１２月１３日に閣議決定

されました、学校の高速大容量のネットワーク環境の整備推進、ならびに、令和５年度

までに全学年の児童生徒が１人１台の端末を保有し活用できる環境の実現をめざす

「GIGA スクール構想」（グローバル アンド イノベーション ゲイトウェイ フォ

ー オールの略）における「高速大容量校内ネットワーク環境整備費」に対する国庫補

助となります。

このたびの３月補正にて計上することで国より総額の２分の１を補助していただけ

るということで計上いたします。補正予算の歳入については以上でございます

つづいて、補正予算の歳出について説明いたします。１０款 教育費 ２項 小学校

費 小学校施設整備事業委託料としまして１００，０００千円、工事請負費として１３

１，３２６千円、英語教育振興補助金 １９１千円の減額を合わせまして、合計１４１，

１３５千円を計上しております。続きまして、１０款 教育費 ３項 中学校費 中学

校施設整備事業委託料としまして、５，０００千円、工事請負費として５５，９８１千

円、英語教育振興補助金として２９７千円減額しまして、合計６０，６８４千円となり

ます。この小学校施設整備事業費・中学校施設整備事業費は、先ほどご説明いたしまし

た公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業の設計委託料ならびに工事費とな

り、合計２０１，８１９千円計上いたします。

松原理事 続きまして、生涯学習課関連補正予算について説明いたします。

歳入補正予算はありません。歳出の資料をご覧ください。

まず、図書館費山川図書館空調及び防水施設改修工事で２，３００千円の減額です。

これは、今年度実施しました工事の不用額です。次に鴨島図書館機械器具等購入費で１，

０００千円の減額。これは新しくできます鴨島図書館にパソコンを導入する事業におい

て、購入代数が予定より少なかったことによる不用額です。

続きまして、文化振興費、文化研修センターホール天井改修工事の１，９５８千円の

減額。これも不用額です。アメニティセンタートイレ改修工事、８，３２７千円の減額

です。トイレ改修工事は今年度実施予定でしたが、工事設計に時間がかかり、工期がと

れなかったため、全額減額となっております。令和２年度に実施する予定で進めていま
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す。当初予算には計上しておりません。県の交付決定を見てとなりましたので、９月補

正で計上予定です。以上です。

浅山学校教育課長 ３ページをご覧ください。ICT 環境整備事業と、スクールカウンセラーの充当額の
変更となります。ICT 環境整備事業費に充てておりました地域振興基金繰入金の歳入
額の変更にともない、財源を更正するものです。

またスクールカウンセラー事業費に充てておりました地域振興男基金利子の歳入額

の変更にともない、同じく財源を更正するものです。以上です。

野田教育長職務代理者 ただいまの第１号議案につきまして、ご質問等ございませんか。

それでは、ないようですので、議案第１号「令和元年度一般会計３月補正予算（教育

委員会関係）について」は、承認することとして、よろしいか。

異議なしと認め、承認されました。

次に、議案第２号「令和２年度一般会計当初予算（教育委員会関係）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 それでは、議案第２号について、資料をご覧ください。

教育総務課分の歳入として１３款 使用料 １，１７０千円は小・中学校施設利用料

です。

次に１４款 国庫支出金 １ 国庫負担金 ８，６５２千円は、山瀬小学校屋内運動

場改築工事において、面積が増えましたので、新増築分として公立学校施設整備負担金

の歳入分です。負担割合は２分の１です。これは令和２年度、３年度と分けます。今回

は１期分の歳入です。

２ 国庫補助金の１３，５７６千円は、同じように、山瀬小学校屋内運動場改築工事

の危険改築にかかる学校施設環境改善交付金です。これも同じく１期分です。

１６款 財産収入６４９千円は建物貸付収入で、教員住宅貸付使用料等です。

次に、歳出ですが、１０款 教育費 １ 教育総務費のなかで、教育総務課分として

は６，０４５千円で、元年度より５，９５８千円減額と大きく減額になっておりますの

は、人事異動の関係で、嘱託職員の人件費が減額となったことが大半を占めております。

２ 小学校費 １５３，５８１千円については、前年度に比べ８６，４１５千円増と

大きく増額しておりますが、これは山瀬小学校屋内運動場改築工事関係です。

概要をご覧頂くと、教育総務課関係で、学校関係文書郵送事業 ２，０５９千円計上

とありますが、これは会計年度任用職員制度導入が関わっています。令和２年度から学

校技能員が臨時職員から会計年度任用職員になり、勤務時間が、職員同様７時間４５分

だったのが６時間に変更になることに伴い、業務の見直しを行いました。

今まで学校と教育委員会の文書のやりとりは、毎日技能員が配送していたのですが、

これを週３日、郵送にてやりとりするよう改善いたしました。今までの文書配送の交通

手段が技能員個人の自家用車であり、配送の手当も支払していなかったため、それら問

題点に関しても解消するため、各学校から一番近い郵便局・ポストを利用し、郵送する

ための郵送料を予算化したものです。

小学校施設整備事業として、１３１，１７６千円計上しておりますが、これは記載さ

れておりますとおり、山瀬小学校屋内運動場関係もありますが、飯尾敷地小学校防球フ

ェンス整備工事設計委託料・整備工事が含まれております。飯尾敷地小学校につきまし

ては、今までも要望はあったのですが、グラウンドの南側にバックネットがありまして、

その民地との境がほとんどないにもかかわらず防球フェンスがないことで、ボールが民

地に入ったりしておりました。ようやく予算化されましたので、設計が５００千円、設

置工事が５，０００千円で計上しております。

それと、山瀬小学校プール循環ポンプ改修事業で５５９千円。プールのポンプの故障

により、新しいポンプを設置します。山瀬小学校の運動場改築工事と合わせ、１２５，

１１６千円となり、内訳としましては、今は改築工事の設計委託料をしておりますが、

既存の体育館を解体する設計委託料に１，２０９千円、外構工事設計委託料１，５３７

千円、改築工事１期分管理委託料３，９００千円、改築工事請負費１期工事費１１８，

４７０千円としております。
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山瀬小学校改築工事詳細を説明しますので、図面資料をご覧ください。事業概要とし

ましては、令和元年度から着手し、外構工事、備品購入等まで全て終わらせたとして、

事業費として概算４９９，７３３千円となります。構造としては、鉄筋コンクリート造

り、平屋建て、延べ床面積は９００㎡を想定しています。建設場所は既存体育館の南側

を予定しております。配置図をご覧ください。駐車場と書いてある場所が、今ある体育

館が建っている場所になります。校舎とは渡り廊下でつないで、行き来できるようにし

ております。２枚目が、平面図となります。ホールの右側に男女更衣室、左側に多目的

トイレと男女別のトイレ、屋外トイレを男女別で設置します。

スケジュールとしましては、現在は設計中で、令和２年４月から５月には設計を終了

し、同時に、国の補助金内示がでましたら入札し、請負工事の業者を決定。９月議会で

業者の承認を得て、議会終了後、着工。令和３年秋ごろの竣工を目指します。建物がで

きあがりましたら、今度は既存の体育館を解体し、解体後、そこを駐車場とする外構工

事に着手。令和４年３月末の完了を目指します。

機能としましては、学校機能と防災機能、大きく二つ考えております。学校機能とし

ましては教育活動における十分な広さの確保、教育環境の充実、安全安心の確保、多目

的トイレ・バリアフリーの徹底としています。

防災機能としましては、小学校体育館は避難所として使用されることとなっておりま

すので、備蓄物資配置スペースの確保です。図面でいいますと、ステージ横側倉庫の階

段下に、備蓄倉庫を設けております。それと、地盤から床面を１２０㎝程度上げ、浸水

対策を取ります。県が公表している浸水深ハザードマップに基づくと、ほたる川につい

ては浸水深はゼロなのですが、川田川が水害時１００㎝と公表されておりますので、１

２０㎝床面を上げる対策をとります。

それと避難所生活を送るようになったときに環境改善のため、空調の設備をすること

しました。この空調については小学校体育授業など学校教育に使うのではなく、防災観

点からということで。小学校は夏はプールもあり、部活で体育館を使うことはないので、

使う機会はほとんどないのが、避難所開設時に快適に使えるようにと考えています。よ

って、今後、小・中学校の既存の体育館に空調をつけていくということではなく、吉野

川市の旧町村単位で、地域的に避難所施設を考えたとき、鴨島であれば吉野川市民プラ

ザのアリーナ、川島では農村改善センター、美郷はふるさとセンターに空調があります

が、山川だけ体育館に空調がないので、旧町村単位でのバランス・均衡を図るために、

山瀬小学校体育館に空調をつけ、完成後は防災拠点にする方向で考えています。

また、空調設備に関しては、プロパンガスを使うことにします。これは、非常時に停

電しても、自立型で電源が停電時にも稼働しますので、空調を使用できたり、照明・非

常用コンセントの使用が可能となります。燃料がガスですので、消費電力を押さえられ

るので、基本料金・デマンドも低く押さえられるというメリットもありますので、プロ

パンガスを採用します。

先程の平面図の方をご覧頂いて、３枚目、断面になります。キャットウォークの下に

吹き出し口を設けるようにしています。次のページでは、赤い点線で囲まれたところに

吹き出し口を設置し、全部で１２カ所、室内機を埋め込むようにし、ボールが当たって

も大丈夫なように、上から囲いをします。また、１枚目のピンクで囲んである道沿いに、

室外機とガスボンベを並べます。ここも水につかってはいけないので、１２０㎝あげた

高さに設置します。これが山瀬小学校屋内運動場概要となります。

歳出に戻りまして、中学校費については９，６９２千円で、前年度より３３，８２４

千円減額となっておりますが、これは工事費が３月補正で前倒しですることとなりまし

て、令和２年度としての工事の予算はなくなったためで、大幅な減額となっております。

また、幼稚園費についても市内幼稚園が無くなりますので、予算がゼロとなっており

ます。教育総務課分は以上です。

浅山学校教育課長 続きまして、学校教育課の当初予算、歳入について主だったものを説明いたします。

まず、１４款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 小･中要保護児童就学援助補助金等

として、３，０９９千円計上しております。これは就学援助にかかる補助金となります。

１８款 繰入金 １項 基金繰入金 石田増男教育振興基金繰入金 ９００千円は、

小中連携英語教育研究事業への繰入金となります。
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２０款 諸収入 ４項 諸収入 市町村振興協会助成金 ４３３千円は、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。

つづきまして、歳出について説明いたします。１０款 教育費 １項 教育総務費

学校業務支援システム構築･運用委託料 ８６７千円は、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、令和２年度分の吉野

川市の負担金となります。

１０款 教育費 １項 教育総務費 スクールカウンセラー事業 ４，５００千円

は、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た、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経費となります。

最後に１０款 教育費 １項 教育総務費 スクールバス更新事業 ３，６００千円

は、高越小学校のスクールバスの１台が１４年目をむかえ、老朽化が進んでいるため、

更新を行うものであります。以上です。

松原理事 生涯学習課関係の当初予算についてご説明いたします。前年度に比べて大きく変更し

ているところのみご説明いたします。

１３款 使用料 前年度と比べて１０，１６７千円の増額となっております。これは

新しくできますアリーナの使用料を年間１０，０００千円と見込んでおり、大幅の増額

となっております。

続きまして、歳出として、生涯学習課の主な事業としてご説明いたします。まず、鴨

島公民館防火シャッター改修工事 １９，０５２千円。これは建築物の検査で防火シャ

ッターが不適となりましたので、この改修に係る工事となります。

山川図書館外部改修工事 ３３，０７７千円。この改修工事の内容は、山川図書館の

屋根の全面葺き替え工事、外構舗装工事となります。

文化研修センター陶芸焼成釜購入他 ３，０４０千円。文化研修センターにあります

陶芸釜が使用不可に近い状況ですので、買い換えをいたします。

藍のふるさと阿波魅力発信協議会負担金 ７７０千円。９市町で構成しておりますこ

の協議会への吉野川市分事業の負担金となります。

東京２０２０オリンピック聖火リレー事業負担金 ６，０００千円。これは、４月１

６日に聖火リレーが予定されておりまして、吉野川市は阿波市からリレーされます。場

所は西条大橋の両市境で、１９２号線交差点の北側でゴールします。距離は１．８ｋｍ

で、一人およそ１８０ｍということになります。６，０００千円の内訳は全面通行止め

となりますので、その警備の費用や看板の設置が主となります。これは県の実行委員会

に負担金として支払います。

川島体育館照明設備修繕 ３，０００千円。社会体育施設体育館 牛島・川島・山川

の照明設備が老朽化しております。いっぺんには改修できませんので、順次照明を LED
に改修しようという方向です。

市民プラザ・上桜スポーツグラウンド指定管理委託料 １６６，１００千円。内訳で

ございますが、市民プラザ維持管理業務に５３，９００千円、アリーナと上桜スポーツ

グラウンド運営業務に６０，０００千円、鴨島図書館運営業務に５２，２００千円とな

っております。４月から指定管理に出しまして維持管理・運営業務をお願いします。

市民プラザ職員駐車場土地借上料 １，７４９千円。市民プラザに配置される職員駐

車場となっております。使用する職員からは駐車場代金を頂きます。

鴨島体育館解体工事 ６５，０００千円。現在あります鴨島体育館を令和２年度解体

することとなります。耐震もないので、解体して、駐車場にする計画です。駐車場整備

は令和３年度になります。体育館の基礎が３ｍほど入っておりますので、全部撤去とな

りますので、かなり地盤を掘り返しますので、撤去後１年ぐらいはおいておきます。

防球ネット、手洗い場設置工事 １１，４５８千円。鴨島体育館がある関係で北側防

球ネットが必要なかったのですが、取り壊されますので、その代わりに防球ネットを設

置することとなります。以上です。

植田教育総務課長 最後に学校給食センターです。歳入をご覧ください。

２０款 諸収入 １４２，１７６千円で前年度より４，６８２千円減額しております。
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これは、児童生徒の数が全体的に減少したことに合わせて、幼稚園の給食が全て無くな

りますので、減額となっております。

歳出においても、前年度より８，４１４千円減額となっておりますのも、同じ原因と

なります。以上です。

野田教育長職務代理者 ただいまの第２号議案ついて、ご質問ございませんか

委員 山瀬小学校の体育館ですが、身体障がい者用のトイレが多目的トイレのことですね。

それと、補助金と負担金の違いですが、補助金は事業を申請したら出るものですよね。

植田教育総務課長 トイレの補助金はそうです。

体育館の補助金は来年度６月までには内示が出る予定です。事前協議としてすでに送

り込んでいます。１期と２期がありますので、１期が採択されれば、２期も継続事業と

して採択されます。

委員 市民プラザの職員駐車場使用料はどれくらいですか。

松原理事 １台月３，０００円となります。アリーナの駐車場は台数が少ないため、アリーナの

敷地内に駐車できませんので、他に借りて駐車場といたします。

委員 ５ページの学校教育課のスクールカウンセラー配置事業というのは、何名程度です

か。

住友副教育長 小学校に２名です。

委員 ３名にするわけではないのですね。今は、 先生と 先生がされている。 さ

んはまた変わってこられるのですか。

住友副教育長 そうですね。そのつもりで。現在、産休、育休中で。

委員 ３名になればいいのにね。

野田教育長職務代理者 鴨島体育館の解体工事は、令和２年度中となっておりますが、何月から始まるのです

か。

松原理事 解体工事設計は今年度終わりますので、４月に手続きしてから、４月後半入札して、

５月中旬以降解体工事着工という予定で進めています。

野田教育長職務代理者 アリーナが体育館としてできましたが、今現在は中学校は使っているんですよね。５

月頃から使えなくなると。

ほかにご質問ございませんか。

それでは、ないようですので、議案第２号「令和２年度一般会計当初予算（教育委員

会関係）について」は、承認することとして、よろしいですか。

異議なしと認めます。本案は原案どおり承認されました。

続きまして、議案第３号「吉野川市立小学校及び中学校管理運営規則の一部を改正す

る規則について」議案第４号「吉野川市立小中学校事務室運営規程の制定について」一

括で事務局より説明をお願いします。

浅山学校教育課長 議案第３号「吉野川市立小学校及び中学校管理運営規則の一部を改正する規則」につ

いて、ならびに、議案第４号「吉野川市立小中学校共同学校事務室運営規程の制定」に

ついてご説明いたします。

まず、議案第３号「吉野川市立小学校及び中学校管理運営規則の一部を改正する規則」

についてです。３ページの新旧対照表をご確認ください。このたび、学校運営への支援
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を行うため複数の学校に係る事務を共同処理させる組織としまして、共同学校事務室を

置くべく、小学校及び中学校管理運営規則の第８章６３条に共同学校事務室に関する条

項を加える等、一部を改正するものでございます。

共同学校事務室は、平成２９年度地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改

正により制度化されたものでございます。事務の共同処理により、学校間の事務の標準

化、教材等の共同購入による調達コストの削除、事務職員の育成および資質の向上等、

事務処理のさらなる効率化・質の向上が実現されるものと考えております共同学校事務

室が処理する事務は、第６３条の３に示しております。ご確認ください。

続きまして、議案第４号「吉野川市立小中学校共同学校事務室運営規程」についてご

説明いたします。共同学校事務室の組織・運営等について、吉野川市立小学校及び中学

校管理運営規則に定めるもののほか、必要なものを定めたものでございます。ご確認い

ただき，ご審議いただきますようお願いいたします。

なお、このたび「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を

監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関

する指針」が本年１月１７日に告示され、４月１日から適用されることを受け、教職員

の１ヵ月の勤務時間の上限等を定める条文を本管理運営規則に追記する予定でござい

ます。つきましては、追記により、本日審議いただく共同学校事務室に関する条文は、

記載順が前後する可能性がある旨、ご理解いただきますようお願いいたします。以上で

す。

野田教育長職務代理者 ただいまの件について、ご質問等ございませんでしょうか。

委員 事務室はどこにメインを置くのですか。

住友副教育長 今の資料の６ページ２番にありますが、東部と西部、２カ所置くようにしております。

設置する場所につきましては現在検討中です。空き部屋等があることが前提となりま

す。今現在の案といたしましては、西部が市立川島中学校、東部が鴨島第一中学校の部

屋を使わせて頂こうかと検討しております。ただ、これを置くことによって、加配の先

生が１名ずつつくということで進めておりますが、加配がつくところは事務室長さんが

いるところになるかなと考えております。

委員 加配の先生は部屋のあるところとなりますか。

住友副教育長 はい、加配は室長さんがいるところの加配となります。

野田教育長職務代理者 よろしいでしょうか。ほかございませんか。

ほかにないようですので、議案第３号第４号は承認することとしてよろしいでしょう

か。異議なしと認め、本案は原案通り承認されました。

続きまして、議案第５号につきましては、公にすることが適当でない案件であるため

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。

承認頂きましたので、秘密会とし、非公開とします。

（秘密会）

秘密会は、ここまでとします。

それでは、続きまして、教育長報告に移ります。本日教育長が欠席しておりますので、

副教育長、お願いします。

橋川副教育長 本日教育長は諸事情により欠席しておりますので、替わって報告いたします。

２月は県教職員人事面接等行われ、また、公民館文化祭が多く開催されます。２日は

市公民館振興大会。９日上浦文化祭、１５日川島町文化祭、１６日牛島文化祭、２３日

森山文化祭がありました。２２日は総合型地域スポーツクラブのおえっこスポーツクラ

ブが設立されております。
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来月については、１日飯尾敷地文化祭、８日知恵島文化祭とありますが、一昨日新聞

にて、県内初新型コロナウイルス感染者が報道されましたので、昨日、緊急部長会があ

りまして、市が主催・共催する行事・イベントについては飲食を伴わないことを原則と

し、高齢者・子どもの参加者が少ないことされ、ほとんどのイベントが中止されると思

います。飯尾敷地についても昨日役員会が行われまして、いつもは飲食物もありました

が取りやめまして、来賓も呼ばない方向で。午後からとして時間短縮を行う、と。知恵

島、西麻植に関しても、飲食分は取りやめで。西麻植については開催自体検討中という

ことです。３月は寂しいことになるかと。

来月６日は教育委員さんにご足労頂きまして、臨時教育委員会を開催し、教職員の異

動についての会議を教育長室で行います。１２日は鴨島幼稚園閉園式、１３日知恵島幼

稚園閉園式、中学校卒業式。これにつきましても、今、新聞報道等で皆さんご存じの通

り、北海道は全小・中学校が１週間休校になり、高知でも卒業式については時間短縮し、

来賓・一般は参加なしで、教職員、卒業生、卒業生の保護者のみの卒業式を行うと。こ

れも今後、市内小中学校で感染者がでれば、休校や卒業式も、前例の通りになり得ると

は思います。１７日市内小学校卒業式。２６日は市民プラザ落成式。これについては、

オープニングは取りやめる可能性が高いですが、落成式は執り行うと思われます。以上

です。

新型コロナウイルスが沈静化せずに、３月は感染が拡大する様相ですので、委員さん

におきましてもその都度学校関係の変更は連絡いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。

野田教育長職務代理者 ありがとうございました。それでは、その他の方に入ります。

閉園式について、事務局よりお願いいたします。

浅山学校教育課長 鴨島幼稚園と知恵島幼稚園の閉園式ですが、３月１２日・１３日、１１時開始予定し

ております。来賓につきましては、記載の通りとなります。よろしくお願いいたします。

また、施設見学会を行うということで、回覧板等で一部の方には周知しております。

鴨島幼稚園は３月１６日・１７日１５時から、知恵島幼稚園は１８日・１９日１５時か

ら卒業された方々で見学するとしております。式次第等については記載通りです。先程、

橋川副教育長からもありましたが、来月については変更もあるかと思います。よろしく

お願いいたします。閉園式については以上です。

続きまして、新型コロナウイルス感染症対策の対応についてご説明いたします。学校

に対しての新型コロナウイルス感染症対策としまして、２月２１日付けですでに「保護

者の皆様へ」という文書を発行いたしまして、各校から無理をせず登校するようという

旨は伝えております。３７．５度以上の発熱が４日以上続く場合・強いだるさが続く場

合等の対応につきまして情報提供しております。同時に基本的な感染症対策の徹底いた

しまして、うがい、咳エチケット、部屋の換気、免疫力を高めるため睡眠・運動などの

感染症予防につきまして、周知しました。

それ以降、２月２５日付けで厚労省から新型コロナウイルス感染症対策の基本方針が

発表されました。また、先程申し上げましたとおり、徳島県でも感染者が発生したとい

うことであらためて県の教育委員会から感染症対策について文書が届いております。そ

れをうけまして、委員会といたしましても、２月２１日の文書に加えまして、さらなる

対応につきましては、今後文書等発送させて頂きたいと思いますが、対応については検

討中です。

県の教育委員会から県立の学校への対応といたしまして、すでに徳島新聞で報道あり

ましたが、学校関係者・幼児・児童・生徒に感染者が出た場合は、１０日以降学校は臨

時休校とする、もしくは感染者最終登校日から一週間休校というような要請が出ており

ます。同時に、吉野川市の学校関係者に感染者が出た場合は、臨時休校を要請するとい

う文言がありました。また、卒業式・卒園式に関しましても、予定通り実施する予定で

はありますが、家庭において参加を控えて頂くことや、参加者への基本的な感染症対策

を徹底する、間隔をあけて行う、練習・予行についても短縮・取りやめ等についても要

請がございました。部活動についても校内外の練習、対外試合の参加自粛についても要

請がありました。また、スクールバスの登下校についても、十分基本的な感染症対策の
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徹底をすることや、アルコール消毒の徹底などできる限り対策を行うこととあり、これ

につきましても、吉野川市教育委員会も検討中ということで、決まりましたらご連絡を

いたします。以上です。

野田教育長職務代理者 コロナウイルス対応について具体的にお話がありましたが、ご意見・ご質問あります

か。

委員 小学校が２週間お休みとなると、働く親御さんが大変ということと、子どもたちが自

宅でじっとしているということも難しいかと。かといって、集めるということも学校と

同じことになるので難しいかと。どのようにしたらいいのかと。

住友副教育長 自宅療養しかないかと思います。

委員 学童とかは閉鎖されるのですか。

委員 学童も一緒とは思いますが。

委員 そうなると、保護者も休まないといけなくなりますね。

橋川副教育長 それは北海道でも心配されていましたよね。子どもが一番困ると。仕方ないですよね。

自然災害みたいなもので。昨日、部長会では、ＪＡＬ６２１便の搭乗者はいないかと確

認がありました。吉野川市教育委員会ではおりませんでした。

もうひとつ、６人のうちの２人は藍住町の方と分かりましたが、あとの方がどこの方

か。早く発表して頂けた方が、自分で感染予防対策がとれると思いますので。個人情報

なので難しいですが。

委員 学校が休校になることが決まったら、新聞で発表するのですか。それは個人が特定さ

れることにつながりませんか。分かることは承知の上でですか。

橋川副教育長 分からないと、対策の仕方が無いですよね。

住友副教育長 校内では休んでいる人は分かりますよね。それが偏見や差別につながらないように指

導をしないと。

橋川副教育長 人権に抵触しないようにしないといけませんね。今、課員で沖縄に出張している者が

いまして、今日帰ってきますが、飛行機の中に感染者がいるかどうか分からないので、

２週間体温を測って、マスクをしてもらうことにしています。そういう対策を講じない

といけないのは確かですよね。

松原理事 追加ですが、生涯学習課も外部施設がございます。公民館や教育集会所、指定管理で

お願いしている文化研修センター、鴨島公民館、アメニティセンターなど、各施設で多

彩な行事を催しております。先程、浅山学校教育課長が説明いたしました対策を講じて

行事等して頂けるよう、伝えております。飯尾敷地公民館は公民館祭も規模を縮小して、

飲食は出さないとか。不特定多数の場所から集まるようなイベントについては中止を検

討しております。延期できるものは、落ち着いたときに開催するように、案内を本日配

布する予定です。

委員 昨日はＦＡＸで教育委員会からたくさん文書が来たと聞いています。

松原理事 急ぎでしたのでＦＡＸで。正式文書は本日発送いたします。

植田教育総務課長 教育総務課も学校施設を貸していますので、３月１９日までの状況を確認したとこ

ろ、一つだけ大会が予定されておりますが、その美郷の大会は市内団体でした。それ以
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外には大会はありませんでしたが、子どもに感染してもいけないので、今後は使用中止

等も検討しております。

野田教育長職務代理者 もろもろの新型コロナウイルスに対する対策は、公共機関・組織で対策されて、連日

のように報道されております。それぞれで対策は練っていくと思いますし、情報交換し

ながら、みんな関わっていきたいと思います。まだその他の報告がありますので、一旦

この話は区切りをつけて、後で時間があれば話をしたいと思います。

続きまして、おえっこスポーツクラブ設立について、お願いします。

松原理事 それでは、おえっこスポーツクラブについてご説明いたします。

吉野川市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会で２年間かけて、このスポーツク

ラブ設立に向けて準備して参りました。２年間の間にはイベントの実施、教室の実施な

ど行って、１９日に周知を行ったところです。先日２月２２日おえっこスポーツクラブ

として設立されました。

各教室・講座等を資料見開きのところに示しております。子どもから高齢者の方まで

幅広く参加できるような講座を計画しております。それから裏面は料金表ですが、年会

費各教室への参加費等は、この表の通りとなっております。おえっこスポーツクラブは

自走式のクラブということで、このように年会費・参加費・スポーツ振興助成事業等を

活用して、それを財源として運営していくこととなります。中にスポーツクラブ入会申

込書も入れておりますので、是非とも参加頂きますよう、よろしくお願いします。おえ

っこスポーツクラブについては、以上です。

あと、市民プラザの落成式とオープニングイベントについて、続けて説明させて頂き

ます。各教育委員の皆様には落成式の招待文書が届いていると思いますが、３月２６日

（木）１０時から１２時にかけて、落成式を開催予定しております。受付は９時３０分

からとなっております。お忙しいとは思いますが、ぜひご出席頂ければと思います。落

成式は、コロナウイルスの関係で実施するのかどうかというところですが、現状であれ

ば、開催する予定にしております。

オープニングイベントのちらしをおいてあります。市民プラザでのオープニングイベ

ント６件ほど予定しております。まず、第１弾として、４月１日から５日まで新しくト

レーニング室ができますので、無料体験会を開催します。経験豊富なトレーナーがご説

明いたします。それから、鴨島図書館のイベントとして、第２弾・第３弾・第４弾と。

４日には子ども対象のお話会が午前中にあります。午後にはワークショップイベント

を。５日には「吉野川市の文化に尽くした人々」という題で、歴史講座を企画しており

ます。それから第５弾、第６弾が、メインのオープニングイベントになります。ミズノ

ヴィクトリークリニック、それから、ミズノ流忍者学。ヴィクトリークリニックは元全

日本女子バレーボール監督の真鍋氏が講演会、その後真鍋氏と全日本代表の筒井氏とバ

レーとクリニックを行う予定です。年中から小学校２年生を対象にミズノ流忍者学を３

回に分けて行う予定です。ミズノが指定管理をしているところでは、全国で行っている

のですが、かなり人気があるようです。以上です。

住友副教育長 その他として、先程の教育長報告の中にもありましたが、１月２４日鴨島第一中学校

・鴨島小学校にグランドピアノの寄贈を受けました。寄贈者は樫本育子様です。元県議

会議員樫本孝様の奥様です。母校であるということで、寄贈をさせてくださいという尾

は足が昨年の８月頃にありまして、そこから準備を進めて、先月納品の運びとなりまし

た。ご自身のお子様との連名での寄付となっております。通常学校に入っているピアノ

の倍額と思われます。１台、４６０万円程度と。今あるピアノは各校別の場所で活用を。

両方とも納品の日にご本人様がお越しくださいまして、鴨島第一中学校の床が老朽化し

ているということで、床も直してくださいました。

寄贈の相談当時は樫本孝様も現職の県議でしたので、先に公職選挙法について県・市

の選挙管理委員会に確認をしたところ、本人の資産からの寄贈であると確認が取れるの

であれば結構だと。

鴨島第一中学校が３階の音楽室、鴨島小学校は体育館に設置しました。鴨島第一中学

校の音楽室にあったピアノは第２音楽室へ、第２音楽室あったピアノは多目的教室へと
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順番に移動しました。鴨島小学校は体育館のピアノは、学校訪問等でご存じと思います

が、１階が広いのでそこへ設置しました。

松原理事 追加ですが、市民プラザのオープニングイベントも新型コロナウイルス感染症対策で

延期等を検討しております。この日程でできるかどうかはまだ未確定です。

野田教育長職務代理者 続いて、３月６日の臨時教育委員会について。

植田教育総務課長 先程も話にありましたが、３月６日（金）教育長室で行います。

野田教育長職務代理者 では、３月の定例教育委員会の開催について、事務局よりお願いします。

植田教育総務課長 ３月ですが、２５日（水）１４時はご都合いかがでしょうか。

野田教育長職務代理者 午前中に用事がありますので、少し遅い時間の方が。

植田教育総務課長 では１５時でいかがでしょうか。

野田教育長職務代理者 それでは３月２５日（水）１５時開催で。

委員 最後にひとつ、おえっこスポーツクラブですが、障がいのある子でもスポーツをした

いという子もいますので。使用料金も２割引とか。

松原理事 検討させて頂きます。

野田教育長職務代理者 では、よろしいでしょうか。では、以上で定例教育委員会を閉じます。
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