
吉野川市教育委員会会議録

招集年月日 令和元年５月１７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 令和元年５月２０日 午後１時３０分
開閉会日時 閉会 令和元年５月２０日 午後２時２３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
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
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

議 案

（１）吉野川市学校施設管理条例の一部を改正する条例について

（２）吉野川市体育館条例の一部を改正する条例について

（３）吉野川市多目的グラウンド条例の一部を改正する条例について

（４）吉野川市総合スポーツ運動場条例の一部を改正する条例について

（５）吉野川市夜間照明施設条例の一部を改正する条例について

（６）吉野川市屋外体育施設条例の一部を改正する条例について

（７）吉野川市高越弓道場条例の一部を改正する条例について

（８）吉野川市交流センター条例の一部を改正する条例について

（９）吉野川市公民館条例の一部を改正する条例について

（10）吉野川市川島三ツ島集会所条例の一部を改正する条例について

（11）吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター条例の一部を改正する条例について

（12）吉野川市文化研修センター条例の一部を改正する条例について

（13）吉野川市アメニティセンター条例の一部を改正する条例について

（14）吉野川市ふるさとセンター条例の一部を改正する条例について

（15）吉野川市美郷ほたる館条例の一部を改正する条例について

報告事項

（１）教育委員会事務局処務規則の一部の改正について

教育長報告

その他

会議の経過

石川教育長 ただいまから、令和元年度５月の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、野田委員、鹿児島委員を指名します。

それでは、議案第１号「吉野川市学校施設管理条例の一部を改正する条例について」

から議案１５号「吉野川市美郷ほたる館条例の一部を改正する条例について」まで、消

費税増税に係る料金変更に伴う条例改正となりますので、一括で説明をお願いします。

植田教育総務課長 それでは、私の方から説明させていただきます。

まず、一部訂正がございます。議案１５号については、改正を予定しておりましたが

1



協議の結果、改正しないこととなりましたので、議案としては（１）から（１４）まで

でお願いいたします。

議案（１）は学校施設の関係、議案（２）から議案（８）までが社会体育の関係、議

案（９）から議案（１１）が社会教育の関係、議案（１２）から議案（１４）が文化施

設の関係です。

１０月１日に消費税が１０％になるのかどうかは、国においてもはっきりしない状況

ではありますが、市総務課の方向性としては６月議会に諮る予定としております。議案

（１）を例にとります。付則１に「この条例は、令和元年１０月１日から施行する。」

となっておりますが、仮に１０月１日に消費税が上がらない場合、この「１０月１日」

という文言を改正する条例を、再度、９月議会に諮る予定です。そうすると、法が施行

され次第、料金変更となります。

それでは、議案（１）学校施設管理条例については、３ページに学校施設管理条例の

新旧対照表をつけております。同じく、議案（２）体育館条例については６ページに。

議案（３）多目的グラウンド条例については９ページに。議案（４）総合スポーツ運動

場条例については１２ページに。議案（５）夜間照明施設条例については１５ページに。

議案（６）屋外体育施設条例については１８ページに。議案（７）高越弓道場条例につ

いては２１ページに。議案（８）交流センター条例については２４ページに。議案（９）

公民館条例については３０ページに。議案（１０）川島三ツ島集会所条例については３

６ページに。議案（１１）飯尾敷地コミュニティセンター条例については３９ページに。

議案（１２）文化研修センター条例については４２ページに。議案（１３）アメニティ

センター条例については４５ページに。議案（１４）ふるさとセンター条例については、

４８ページにあります。このように改正していきたいと考えています。基本的には、以

前消費税が５％から８％に変わったときを元に、同比率で変えております。表も最終的

には見やすい表に変更予定です。よろしくお願いします。以上です。

石川教育長 この件について、なにか質問はございませんか。

条例により表の中に円が入っていたり、（単位：円）と表外に明記していたりします

が、統一した方がいいのではないですか。文章のような形で記載されている場合は、円

と書いていてもいいと思いますが。

松原理事 最初に作成したときのままとなっていると思われます。総務と相談してみます。

橋川副教育長 ２１ページの高越弓道場条例新旧対照表の半日料金は変わらないのですね。

松原理事 金額が低い場合は、消費税分を掛けたとしても、１０円未満の端数は切り捨てとなる

ので、影響しません。

委 員 時間帯によって金額がとても変わるところと変わらないところがあるのですが、なぜ

ですか。午後５時から１０時までが高いところとか、特に変わらないところとか。ふる

さとセンターは時間帯で変わりませんが、文化研修センターなどでは大きく違うので。

基準があるのですか。

松原理事 条例策定当初の設定によるものということが、原因なのですが。旧町村のときの条例

が元になっているので。

委 員 施設を利用する側の人が納得しているのかなと。

住友副教育長 各条例の表を比較して見てはいないので、気づいていないのではないかと。こうやっ

て比較してしまうと気になりますが。

松原理事 他市町村の傾向からも考えると、利用者が多い時間帯は高めの設定になっていること

が多いです。利用者が少ない時間帯は、安めの設定になっています。利用者が少ない時

間帯の稼働率を上げようという意図で価格設定をしていると思われます。差があるとこ
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ろについては、そういう意図があるのではないかと。スポーツ施設等もそのような設定

にしているところが多く見られます。

委 員 基本的には２％あげるということですか。

石川教育長 そうですね。

橋川副教育長 給食費は上がらないと思います。材料費などが軽減税率の適用対象となりますので。

石川教育長 この件については、よろしいですか。では、議案（１）「吉野川市学校施設管理条例

の一部を改正する条例について」から議案（１４）「吉野川市ふるさとセンター条例の

一部を改正する条例につい」ては、承認ということでよろしいでしょうか。原案どおり

承認されました。

それでは、報告事項にうつりたいと思います。報告事項第１号「教育委員会事務局処

務規則の一部を改正する規則について」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、説明させていただきます。資料をご覧ください。今回の改正は、人事異動

に伴う役職名の改正です。報告事項（１）の規則については、今回、吉野川市教育委員

会事務委任等規則第３条の規定により、教育長の臨時代理により所要の改正及び制定を

させていただきましたので、同規則第４条の規定により、教育委員会に報告させていた

だきます。

内容といたしましては、「教育次長」を「理事」に改めるということです。資料の新

旧対照表をご覧ください。第３条の２項、第４条の３項、第５条の２項、第６条の２項

を理事に変更しております。本来であれば４月の定例教育委員会での報告をさせていた

だくべきでしたが、遅れてしまい申し訳ございませんでした。以上です。

石川教育長 ただいまの報告事項について、ご質問等はございませんか。

では、続きまして、項目には上がってはおりませんが、スポーツフェスタ並びに上桜

スポーツグラウンド完成イベントについて、４月２７日に行っておりますので、事務局

より説明をお願いします。

松原理事 上桜スポーツグラウンドの状況をご報告させて頂きます。４月４日、落成式を行いま

して、建設事業に関わっていただいた方々への感謝状贈呈、そのあと、川島高校と阿波

高校によりますオープニングゲームを行いました。落成式の後、４月には土曜日、日曜

日を中心に少年サッカーの大会等を実施し、４月２７日にはオープニングセレモニーを

実施いたしました。市内の少年からシニアまでの団体を中心に、サッカー、タグラグビ

ーを体感していただけたかと思います。４月２７日のオープニングセレモニーの後、本

格的に稼働いたしました。市内外からの申込がございます。稼働率は８０％を超えてい

るような状況です。利用された方のアンケート結果を見ますと、人工芝だが天然芝のよ

うな使い心地でプレーできる、開放的な景観で気持良くプレーできる、との声をいただ

いております。

昨日実施しましたスポーツフェスタについては、お渡ししたパンフレットをご覧くだ

さい。主催が吉野川市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会となります。このスポ

ーツクラブがこういうまとまった大きいイベントを開催することは始めてのことです。

協賛としてスポーツ振興財団の方からもご協力頂いています。パンフレット裏の表をご

覧頂きますと、全体で１３種目実施しております。参加していただけた団体が、市内４

団体、鴨島第一中学校ウィンドオーケストラ、スポーツ推進委員さん、鴨島病院の理学

療法士グループ、川島老人会、浜崎電機さん。また、市外では徳島ティーボール協議会

等６団体ご協力いただいております。パンフレットのプログラム下欄にありますヒーロ

ーブレイクショーやゆりりコンサートについては、小さいお子様対象として実施いたし

ました。実際、小さいお子様には楽しんでいただけました。声援を送ってくれました。

３種目バトルは、市内の小学生と保護者を対象として実施しました。これも結構盛り上

がりました。
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反省点・課題としては、これだけ大きいイベント行うには駐車場が足りないというこ

とです。隣の幸福の科学の駐車場を借りて実施しましたが、多いときは数十台が駐車を

待っていることもありました。それと、これだけ種目を行うにはスタッフが足りないと

いうこと。継続していくためには、余裕を持って実施をしていかないといけないと思い

ます。

あと一点、日本遺産についてお話しいたします。阿波藍の日本遺産の登録を一昨年か

ら申請しており、昨年に引き続いて今年度も申請をしておりました。徳島、吉野川市、

阿波、美馬の４市と石井、北島、藍住、板野、上板の５町、全部で９市町で共同申請を

しておりましたが、本日５月２０日に認定をされました。吉野川市では山川町にありま

す諏訪の藍屋敷、西麻植の工藤家住宅を中心とした藍関連の文化財がこの中に入ってお

ります。市外でいえば石井町の田中家住宅というのが入っています。各９市町にある有

形無形３１点がリストアップしており、点ではなく面としてとらえて今後活動していき

たいという内容にしております。この日本遺産登録ですが、徳島県関係でいえば、先に

四国遍路のがあり、今回で２例目となります。以上です。

橋川副教育長 今年は登録が多いのではないですか。

松原理事 ２０２０年にオリンピックもありますので、登録にプラス材料があったと思われま

す。今、日本遺産登録は結構されています。文化財を守るということではなく、文化財

を活用して人を呼び込もうという傾向もありまして。オリンピックに向けて海外からた

くさん人も来ますし。そういう機会を捉えて、文化財を活用していこうという動きから、

日本遺産の登録も多くされているのだと思われます。

石川教育長 この件について、なにかご質問はありませんか。

フェスタに関して言うと、スタッフの確保として、中学生とか高校生のボランティア

参加を呼びかけてみてはどうでしょう。結構集まるのではないかと。

松原理事 それも、考えとしてはあったのですが。中学、高校にはボランティア部というものが

あるので。乳幼児コーナーを若いスタッフが入っていて、子どもと遊んだり楽しんでい

たということもあり、声をかけてみてもいいかな、と。これから導入しても、楽しめる

のでは。

石川教育長 また、大学生にこういう所から参加を呼びかけてほしいとも思いました。生涯学習課

だけではもたないと思います。朝から夕方まで、駐車場からイベント会場まで、すべて

にわたり、大変だったようなので。

他はございませんか。

委 員 私も近くでいたので、賑やかな声が聞こえてきました。グラウンドに立って芝を見た

ら、大変感心しました。カラーの人工芝やネットも高く広く。スタッフも大変だろうと

思いました。施設も全部拝見しました。自動販売機も３機あり、便利だろうと。もし雨

が降ったらイベントは大変だっただろうと思いましたが、出来て良かったです。本当に

素晴らしいグラウンドでした。

石川教育長 他にございませんか。それでは、他にないようですので、教育長報告をいたします。

５月は大型連休があって、ゴールデンウィーク明け、幼小中の子どもたちはどんな様

子だろうと心配しておりましたが、大きな変動もなく、それぞれの学校で新たに今年度

スタートしたという感じでしてくれています。教育委員会も連休明けから前期の学校訪

問ということで、委員の方々には大変お世話になっています。おかげさまで、それぞれ

の学校で新たな取り組みなど、頑張ってくれていると思います。

５月１３日と１６日に、「育成・評価」システム、目標設定面談ということで、校長

先生から今年度の学校経営方針から始まり、いろいろな話を聞かせてもらっています。

誠実に校長先生方が目標を立ててくださっているな、という感じでした。それぞれの学

校で頑張ってくれているなと。
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それと、皆さんご存知と思いますが、鴨島第一中学校サッカー部が、県の選手権大会

で優勝しました。鴨島第一中学校としては初めてということです。平成元年に決勝まで

はいきましたが、そこでは準優勝だったということです。令和元年でサッカー部が優勝

できたのはよかったと思っています。監督顧問等は冷静にとらえて、総体に向けて頑張

ろうと。また、野球の方でも各リーグ戦を行っていました。リーグで優勝したチーム同

士が中央大会で試合をするのですが、鴨島第一中学校と鴨島東中学校、市立川島中学校、

県立川島中学校の合同チームで対戦したそうです。２チームとも中央大会に参加とな

り、非常によく頑張っているなあと感じました。結果として僅差で鴨島第一中学校が勝

ったということです。

小学校はこれから修学旅行、宿泊学習、遠足等いろんな行事に終われているところで

す。中学校は修学旅行、宿泊学習、遠足と続き、６月入り、いよいよ総体に向けて頑張

っていると思います。

２２日から全国都市教育長総会ということで、富山の方へ出張させていただきます。

２６日、高越小学校春の運動会です。実は今まで春の運動会というのは、グラウンドの

工事等で使えない場合などということにしていたのですが、木屋村校長のお話では出来

ればこの後も春に開催したいという意向でした。

６月２３日鴨島ロータリークラブ創立６０周年記念大会に招待されて行くこととし

ています。今年度、鴨島ロータリークラブが６０周年を記念して、吉野川市の中学校の

英語部会で英語弁論大会を開催しているのですが、そこに寄附をしてくださいました。

今年度はもちろんのこと、今後しばらくの間の賞状・賞品等に使って下さいとのことで

す。この日はその御礼に伺おうと思っております。以上です。よろしくお願いいたしま

す。

委 員 参観日は働き方改革にどのような変化をおよぼしていますか。

石川教育長 小学校は回数を見直すか、時間数の取り方等かと。

住友副教育長 今は小学校は２ヶ月に１回位なので。今後は６月２日に日曜参観を、地域の防災など

をからめて実施するようですが。

石川教育長 先生方の負担を少しでも減らそうという方向で考えられているのだと思います。

それではその他について、教育総務課長、お願いいたします。

植田教育総務課長 以前少し申しあげましたが、４年に１度教育委員の研修を実施しておりました。それ

を今年度、実施できたらということで、予算化されました。行き先については、福井県

が中学校の学力テストが毎年上位であり、藍住町も一昨年視察に行かれて良かったとお

伺いしておりますので、福井県を予定しています。視察先の学校は、藍住町が鳴門教育

大学の先生に紹介していただいた、坂井市立丸岡南中学校に行ってみようと思います。

それともうひとつ、乳幼児期の教育も大事だと思われますので、その関係の施設を見学

してみようかと予定しています。時期については、学校授業を視察しようとすると、夏

休み等でないときに実施するほうがいいと思いますので、１０月か１１月くらいに設定

する予定にしております。時間帯としては朝７時に出ると１１時１５分位に現地に着く

と思われますが、また後日、日程等調整させていただこうと考えております。

石川教育長 学力向上等いろいろと考えて実施していると私も聞いています。また考えておいてい

ただけたらと思います。

それでは、次の定例教育委員会の日程を。

植田教育総務課長 次回の定例教育委員会ですが、２４日（月）午後２時からでいかがでしょうか。

石川教育長 よろしいですか。では、次回は２４日（月)午後２時からとします。

それでは、以上をもちまして吉野川市定例教育委員会を終了いたします。ありがとう

ございました。
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