
吉野川市教育委員会会議録

招集年月日 令和元年９月１７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９月２４日 午後２時００分
開閉会日時 閉会 令和元年９月２４日 午後３時０２分
出席委員 教 育 長 石 川 邦 彦

委 員 川 村 徳 子 委 員 鹿児島康江
委 員 野 田 賢 委 員 桒原奈麻美
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

議案
（１）吉野川市アメニティセンター条例施行規則の一部を改正する規則について
（２）吉野川市文化研修センター条例施行規則の一部を改正する規則について

協議事項

（１）令和元年度後期学校訪問の日程について

報告事項
（１）令和元年度９月議会定例会一般質問について
（２）「吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター及び吉野川市飯尾敷地公民館」

及び「吉野川市美郷ほたる館」の指定管理者について

教育長報告

その他

（１）令和元年度徳島駅伝吉野川市合同練習について

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、桒原奈麻美委員、野田賢委員を指名。

それでは、議案審議に入ります。本日の議案第１号「吉野川市アメニティセンター

条例施行規則の一部を改正する規則について」並びに第２号「吉野川市文化研修センタ

ー条例施行規則の一部を改正する規則について」続けて事務局より説明をお願いしま

す。

松原理事 議案第１号、議案第２号につきましては、施行規則の一部を改正する内容でございま

す。１０月１日からの消費税増税に伴います使用料の見直しとなります。別表２ページ

と４ページに新旧対照表をつけております。それぞれ設備機器と使用料の消費税が８％

から１０％に増税されることに伴いまして、表の通り改正するという内容です。なお、

この規則につきましては、令和元年１０月１日から施行となります。以上です。

石川教育長 このことにつきまして、何か質問等ございませんか。

委員 研修室の使用料についても、変更になりましたね。

松原理事 条例の方は、前回議案としてご説明しております。
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石川教育長 よろしいですか。それでは質問等ないようですので、議案第１号「吉野川市アメニテ

ィセンター条例施行規則の一部を改正する規則について」、議案第２号「吉野川市文化

研修センター条例施行規則の一部を改正する規則について」は、原案通り承認すること

としてよろしいでしょうか。本案は原案通り承認されました。

それでは協議事項に入ります。協議事項第１号「令和元年度後期学校訪問の日程につ

いて」事務局よりお願いします。

植田教育総務課長 それでは、資料５ページをお開きください。後期学校訪問予定表をつけております。

１０月中に８日間となります。１０月８日（火）午前中に知恵島幼稚園・知恵島小学校、

午後に飯尾敷地小学校。１０月２１日（月）に鴨島東こども園・牛島小学校、午後に鴨

島小学校。１０月２４日（木）に高越こども園・高越小学校、午後に学島小学校。１０

月２９日（火）に鴨島かもめこども園・森山小学校、午後に鴨島第一中学校となります。

午前中どの訪問先も２カ所の訪問を兼ねるようになっておりますので、通常でしたら午

前９時半から開始なのですが、午前９時１０分からとさせていただきます。また、２９

日の鴨島かもめこども園は移動時間がかかりますので、申し訳ないのですが５分早めに

訪問を終了し、小学校の方もそれに伴い９時５０分から訪問とさせていただきます。通

常と時間帯が変更となっております。資料に出欠票も添付しております。これが予定案

となっています。ご審議お願いいたします。以上です。

石川教育長 後期学校訪問について、なにかございますか。通常より時間が変更となっているとい

うことですね。知恵島幼稚園・知恵島小学校の訪問時には、先に小学校の校長室へ入っ

ていると思いますが、先に幼稚園にいっていただければとの希望がありました。

植田教育総務課長 去年までは小学校長が園長を兼ねておりましたので。今年からは幼稚園に園長がおり

ますので。

石川教育長 では、この件については、これでよろしいでしょうか。

続いて報告事項に入ります。報告事項第１号「９月議会定例会一般質問について」事務

局よりお願いします。

浅山学校教育課長 失礼します。学校教育課関係の質問が岸田議員、桒原議員、枝澤議員、山添議員から

ございましたので、住友副教育長が答弁いたしました。

岸田議員からの「英語教育の充実について」（１）英語教育の現状と今後の対応は、

（２）英語検定受検への取り組みは、（３）ＪＥＴプログラムの積極的な取り組みは、

以上、３点の質問がございました。新学習要領に向けての学校の対応状況、並びに本市

の英語教育への具体的な取り組み、英語検定補助事業の現状、ＡＬＴの活動状況等につ

いて答弁いたしました。加えて、小学校外国語教育指導体制にむけた英語専科教員の配

置状況は、英語検定検定料補助事業の補助対象並びに補助回数の拡大に向けての対応は

との再質問があり、市の英語専科教員の配置状況をお伝えするとともに英語検定検定料

補助事業における補助対象補助回数については、対象は拡大を前向きに検討しておりま

すけれども、補助回数については検討していない旨を答弁いたしました。

桒原議員からは「英語教育について」（１）本市の中学生の英語力は、（２）今年の

イングリッシュキャンプの状況は、（３）小中学生の海外短期留学へ補助をする考えは

との３点、英語教育に関する質問がございました。英検３級程度以上を達成した中学３

年生の割合が６４．３％と本市の目標５０％を上回っていることを例に、現状を答弁す

るとともに、イングリッシュキャンプの状況及び成果について答弁いたしました。海外

短期留学については、現在検討外の旨、答弁いたしました。

山添議員からは「薬物の乱用防止について」（１）薬物乱用防止教室推進の取り組み

はとの質問があり、本市薬物乱用防止教室についての取り組み状況等を答弁いたしまし

た。

枝澤議員からは、「デジタル教科書の導入について」（１）デジタル教科書の現況は

（２）導入による児童生徒と教職員へのメリットはとの２点、質問がありました。小学

校においては算数・国語、中学校においては数学・英語を中心にその他学校の実態に応
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じて導入・活用しており、積極的に活用していること、また活用により児童生徒の学習

理解も良好であり、教員にとっても授業準備時間の短縮、軽減につながっていることを

答弁いたしました。以上です。

松原理事 つづきまして、生涯学習課関係の一般質問について、ご説明いたします。

まず、桒原議員から「アリーナオープンに向けての準備状況について」（１）トレー

ニング室備品の設備基準は、との質問がございました。トレーニング室の施設は、専門

的に利用される方から、女性や高齢者あまり運動になじみのない人など、トップアスリ

ートでない方も通ってもらえるようにというコンセプトのもと、心肺持久力トレーニン

グ、筋力トレーニングなど多種のマシンをそろえております。１０９㎡ほどの床面積で

器具としては、ランニングマシンやバイクなどの心肺持久力トレーニング機器を約１０

台、筋力トレーニングやフリーウェイトの機器や付属品など約１３台、その他ストレッ

チマットや血圧計、体重計などの測定機器を設置することで計画しています、と答弁し

ました。

次に、福岡議員「市民プラザ及び上桜スポーツグラウンドの運営について」（１）供

用開始後の事業展開は、という内容で質問がありました。１０月からの開館準備業務の

中で指定管理者との間で、具体的な事業計画をしていくこととなります。本施設は、文

化・芸術交流を促進する市民センターと、市民の健康増進・スポーツ振興を担うアリー

ナ棟や人工芝グラウンドがあり、それぞれの利用者が行き交うように文化芸術交流と健

康増進・スポーツ振興をリンクさせたサービスを実施していきます。アリーナでは、子

どもから高齢者までの多世代の皆様にスポーツ・レクリエーションの普及を図ることを

目的に、利用者ニーズに基づいた自主事業を計画しております。図書館の事業展開につ

いて、市民の皆様が図書館に来て、求める情報や資料を得られると同時に、新たな本に

出会い、市民の皆さんの生活がより豊かになるきっかけ作りとなるよう、館内の環境整

備を徹底し、季節や時事の話題に合わせた企画展示を展開します。

また、未来を担う子どもたちの読む力、学ぶ力、調べる力を育むため、子どものため

の各種講座やお話会、子ども司書認定講座の開催していきます。市民の皆様の声を取り

入れた各種講座の開催や、利用者のあらゆる相談に的確に対応するレファレンスサービ

スの強化を行っていきます。このように市民の憩い・交流拠点として、アリーナ・図書

館・上桜スポーツグラウンドが相互連携し、多世代・多志向の市民が集い賑わう交流施

設としていきたいと考えております、という内容で答弁いたしました。

つぎに岡田議員の「スポーツ施設の整備について」（１）吉野川市総合スポーツ運動

場に防球フェンスを整備する考えは、ということにつきましては、現在早急に整備する

のは難しいということで、財源となる toto の助成金を要望しながら計画的に進め、検
討していきます、と答弁しております。

「新鴨島図書館について」（１）鴨島公民館の図書や図書室は今後どうするのか（２）

新鴨島公民館の図書選定はどのように進めるのか（３）市民からの図書寄贈への対応は

という質問をいただきました。

１点目の「鴨島公民館の図書や図書室は今後どうするのか」についてですが、鴨島図

書館は、新図書館開館に向けての準備作業を進めるため、９月末を持って閉室すること

としております。鴨島図書室をご利用なさっている方には不便をかけますが、閉室後、

新図書館オープンまでは、川島・山川図書館をご利用いただければと思っております。

鴨島図書室の図書につきましては、現在２万５千冊の蔵書数がございます。このうち新

図書館へ移設する図書は、今後の整理にもよりますが、約１万冊程度と想定しておりま

す。なお、除籍する図書については、市民の方に還元できる方法を検討中でございます。

２点目の「新鴨島図書館の図書選定はどのように進めるのか」についてでございます

が、図書の選定については、吉野川市立図書館資料収集方針及び選定基準により選定す

ることとしております。選定基準では、「一般書」「児童書」「郷土資料」「視聴覚資料」

「雑誌・新聞」など、それぞれの分野での基準により、選定することになります。

３点目の「市民からの図書の寄贈に対する対応は」についてでございますが、基本的

にはすべてを受け入れるようなことは難しいと考えておりますと、答弁しております。

再問として、「市民の方への還元方法は」「寄贈はどのようなものが受け入れできる

のか」という質問がありました。
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１点目「市民の方への還元方法は」について、鴨島図書室の図書につきまして、整理

後１万５千冊以上の蔵書を除籍しなければならないと想定しております。その還元方法

でございますが、アリーナ完成後に鴨島体育館を令和２年度に解体する計画で検討して

おります。この解体までの間で、鴨島体育館を利用し、除籍する蔵書を体育館に並べ、

市民の方で希望の方に持って帰ってもらうことを考えており、残ったものは廃棄するこ

ととなります。

２点目「寄贈はどのようなものが受け入れできるのか」については、①吉野川市に関

係のある資料で副本のない資料、②永続的に資料として価値を持つ資料、③全集・美術

書・貴重書等、④類書が他にない資料、⑤利用の多い資料などとなっており、このよう

な資料については基本的には受け入れることとしていますと答弁いたしました。以上で

す。

石川教育長 以上、９月定例会一般質問でした。今回８名質問のうち６名が教育委員会関係でした。

ただいまの答弁について質問等ありますか。

委員 アリーナの利用ですが、山川のアメニティーセンターのように一部の方に利用占用さ

れるようなことにはなりませんか。

松原理事 トレーニング室、各市町にございますが、一部の方に占用されるということが、ウエ

イト関係機器はあるようです。今回、運営について、指定管理者ミズノスポーツでは一

人あたり何分までというカード等で渡して３０分単位時間表のようなものを設置して、

運営していこうと協議しています。なるべく占用することのないように考えておりま

す。

委員 曜日によったら入れないですよね。

松原理事 長時間するような方については、先に予約してもらうような形を考えています。

石川教育長 逆にアリーナができることで統制がとれればいいですね。

委員 あと、山瀬小学校で練習をしているのですが、運動会で使えないので、総合グラウン

ドの野球場で練習していると、小学生で長打を打つ子がいると。

松原理事 山川の総合グラウンドの野球場で要望が多いのが、レフト側の防球フェンスが４メー

トルくらいしかなくて、ファールを打つと貴重なボールが川田川に飛んでいってなくな

るということで。もっと高くしてほしいと。あと、内野のグラウンドが経年劣化してい

るので、土の入れ替えをしてほしいという意見があります。なるべくとんでいかないよ

うに防球フェンスをするとなると、１０メートル以上のフェンスが必要となります。今

の支柱が１０センチ未満で、１０メートル以上のフェンスを立てるとなると電柱ぐらい

の支柱の太さがいるので。

委員 鴨島小学校はどれくらいですか。

植田教育総務課長 鴨島小学校は８メートル、低い方が６メートルくらいです。バックネット側だけが高

いと思われます。

松原理事 ファールグラウンドが狭いので、どうしても１０メートル以上にしないと飛ぶ可能性

が高いかなと思います。

委員 ホームベースは北西ですか。北東ですか。

松原理事 北東です。

山川の総合グラウンドは野球場とはいいますが、ソフトの規格しかありません。６８
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メートルくらい、７０メートル無いと思います。

また、体育館の照明が水銀灯なのですが、来年度水銀灯の製造中止になります。体育

館の照明が老朽化して切れていっていますが、切れたものから LED化していかないと
いけないので。それにも予算がかかると。社会体育施設は老朽した施設がいろいろあっ

て。なかなか、いっぺんには。

石川教育長 優先順位をつけていかないといけないですね。

松原理事 小学校の水銀灯も、川島・学島・鴨島小学校、鴨島東中学校のナイター照明も全部使

えなくなるので。

委員 アリーナの災害・緊急時の使い方は決まってきたのですか。

松原理事 災害の避難拠点施設となります。主にメインアリーナ、サブアリーナです。地震等災

害時にはアリーナを使用するようになります。備蓄倉庫が市民センター、旧の北館２階

の方にもうけておりますので、そういう備蓄も配置するようにはなっております。

石川教育長 ほかにございませんか。それでは次の報告事項に移ります。報告事項第２号「「吉野

川市飯尾敷地コミュニティセンター及び吉野川市飯尾敷地公民館」及び「吉野川市美郷

ほたる館」の指定管理者について」事務局より説明をお願いします。

松原理事 それでは資料７ページをお願いします。この両施設の指定管理ですが、令和２年３月

３１日をもって期間終了となります。それに伴いまして、今年度中に指定管理者を指定

する必要があります。指定の管理期間については令和２年４月１日から令和７年３月３

１日までの５年間です。今までは３年間でございました。今後の市の方針として、５年

間としております。本年の１０月２９日に最終的に指定管理者の選定を行う予定にして

おります。１２月議会に諮りまして、令和２年４月から指定管理となります。以上です。

石川教育長 何かご質問はございませんか。

委員 機能はそのまま使用するのですか。コミュニティセンターとして使うのですね。

松原理事 そうです。機能はそのままです。

石川教育長 他にございませんか。なければ、事務局の方から何点か連絡があるそうなので、お願

いします。

植田教育総務課長 まず教育表彰についてです。今年は１１月２日（土）開催決定しておりましたが、先

日の市長急逝を受け、今年中の開催は厳しいということになりました。そこで、１月１

１日（土）に変更することとなりましたので、締め切りも延長し、１１月３０日までと

いたしました。その期間まで、表彰者をひろく推薦できるようにしております。そのた

め、１２月定例教育委員会についても日程を早め、選考の審議を行いたいと考えており

ます。また通知等で連絡いたします。それと、来年度の教育表彰日程については、市長

が変わることもありますので、再度協議させていただきます。開催場所は、アリーナに

なると思われます。

もう１点、総合教育会議ですが、１１月の通常開催は難しいということとなりました。

つきましては、１月の定例教育委員会と同日で開催となる予定です。議題も決めていか

ないといけませんので、今後随時連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

あと、視察研修についてです。「視察受入依頼書」を同封させていただいておりまし

た。これは、視察先の丸岡南中学校に提出するもので、先日委員さんからご提出いただ

いたものをまとめたものです。本日、訂正付け足しがありましたら、お願いします。

委員 私は現時点での中学校の評価は分からないのですが、道徳教科の評価はどのようにさ
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れるのですか

住友副教育長 評価自体は文言という形になるかと思います。結局いままでは評価するというもので

はなかったので。

委員 では、学力と道徳は関係ないでしょうか。道徳についての質問はなくした方がいいで

しょうか。

石川教育長 あってもいいと思いますが。学習状況調査の結果がいいということだけではなくて、

その影響というのは普段の生活の中にもあると思いますので。今の関係性として聞いて

もいいようには思いますが。

植田教育総務課長 先進地なので、関連付けてされているのではないかと。

委員 それと、スクエア制が役立っているのは当然役立っていると思いますので、「どのよ

うに」役立っているかということを文言に入れてほしいです。

あと、インターネットで検索すると、ホームページの更新を絶えずしていて。ホーム

ページの更新に大分力を入れているように思うのです。ホームページの更新にも人員が

いると思うのですが、どなたが中心になって力を入れているかも聞いてほしいです。ど

この学校もしていることではありますが。

植田教育総務課長 追加で入れておきます。

石川教育長 資料を確認すると、基本的に生徒数からいうと鴨島第一中学校とは変わらないですね

植田教育総務課長 丸岡中学校から分離した新設校のようなのです。新設となるので、県も力入れている

と思われます。

石川教育長 生徒数は鴨島第一中学校とはそんなに変わらないのに、先生の数は１０人くらい多い

んです。かなり力をいれてるのではないかと。研究校のような感じではないかと。

植田教育総務課長 建物等も新設する学校の方針にあわせて建築され、事前協議をかなり行ったのではな

いかと思われます。

石川教育長 お伺いした感じでは、視察も一年中来ているみたいですね。

ほかに質問等ございませんか。

ほかになければ教育長報告を行います。資料をご覧ください。今月は、先月の末に２

学期スタートということで、それぞれに小学校中学校スタートさせたかなと思います。

２学期スタートと同時に、２９日に臨時の管区別教育長会がありました。内容といたし

ましては、鳴門市の小学校教諭の不祥事を中心に６点ほどのお話がありました。主立っ

たものでいえば、不祥事と、前もお伝えしたかもしれませんが、主幹教諭の採用を今年

から新たに作っていこうということでした。今まで教頭登用審査を受けた者のなかから

主幹教諭を選んでいたのですが、それとは別にプラスして主幹教諭のみを希望する者と

いうことで、３０代後半から４０代前半の先生方にそういう風になってほしいという県

の話がありました。なかなか難しいところもあると思うのですが、そういう方向で管理

職になる年代がどんどんいなくなる現状を見据えて、今後早いうちに、そういう考えだ

と思われます。それと、もう１点「スクールサポートスタッフ」という方を昨年から県

の方でしております。これは学校の方で働き方改革ということで、少しでも事務量を軽

減するために、プリントの印刷、ホームページの更新など、教員の免許がなくてもいい

ので、県の方から配置してくれています。本市では今年度知恵島小学校に配置いたしま

した。非常に助かっているということで、県は「スクールサポートスタッフ」をもっと

増やしたいという意向を示されました。ただ、予算面の問題があるので、市町村でも負

担をしてほしいという要望がありました。３分の１ないし２分の１程度で。来年度どう
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なっていくかは分かりませんが、そうなると非常にいい配置なので、県内各市町村で手

を上げるだろうと。大体どれくらいの配置になるか、人数割りのようなことも県に考え

てほしいということを教育長会では要望することとなりました。主にそういった話が管

区別教育長会ではありました。

９月に入りまして、９月議会ですが、先ほどもありましたとおり、一般質問８人中６

人が教育に関する質問をいただきました。４日に決算特別委員会があり、６日に文教厚

生委員会があり、９日委員会が終了した後に、市長がご逝去されたということをお聞き

しました。非常に驚いたところです。１７日に９月定例議会閉会という形になりました。

今回の議会の中で、人事案件として、川村委員さんが今年１１月で任期満了となりまし

たが、来期も引き続き引き受けていただけますよう、了承いただいております。またよ

ろしくお願いいたします。７日８日、中学校文化祭ということで、鴨島東中、鴨島第一

中、川島中、山川中にて開催されました。このあたり、とてもいい天気で、少し暑いく

らいでしたが、無事に各中学校楽しく開催したようです。１０日の臨時部長会は先ほど

申しあげたとおりです。２０日、書いてはおりませんが、９月の全国交通安全週間スタ

ートいうことで、交通立哨をいたしました。その際、誠に残念なことですが、川島公民

館の館長が接触事故を起こして、立哨中の警察の方に立ち会っていただいたところ、酒

気帯びだということで、検挙されるということがありました。すでに、土曜日に新聞等

でご存じのこととは思いますが。笠井公民館長は、その日のうちに退職となりました。

今後の公民館館長についてなのですが、残り５ヶ月ということもありますので、急遽と

いうことは難しいので、申請中ではありますが、橋川副教育長に兼務の形でお願いでき

たらと思っております。よろしくお願いいたします。

最後に、小学校の運動会ですが、２２日に６校が予定しておりましたが、台風の影響

で延期となりました。上浦小学校だけ、翌日２３日開催できました。グラウンドの状況

もよく、涼しいくらいだったと。いい運動会ができたと報告を聞いております。残り５

校につきましては２９日に行います。したがって、２９日に９校の運動会が開催されて

おります。９月については以上です。

それと１０月についてですが、１日に市の表彰選考会が予定されていましたが、延期

となりました。１８日にユニバーサル・ラン スポーツ義足体験ということがありま

す。これはリクシルという企業が、義足のランナーであったり競技者を小学校に派遣し

て、そこで子どもたちに義足体験授業をしてくださるというもので。全国での事業のよ

うで。今回、徳島県では２４校希望して、本市でも３校希望していましたが、唯一高越

小学校が選ばれた。徳島県は今回初めてだそうです。このスタッフが１１日来庁し、説

明してくれました。高越小学校５年生６年生を中心に、実技・体験・座学があるという

ことでした。午前中１０時くらいからだと思います。この授業は誰でも来てくれて結構

ですということでしたので、都合がついたら参加していただけたらと思います。

以上です。教育長報告で、何か質問はございますか。

委員 万が一、２９日も天気が悪かったらどうなるのですか。

住友副教育長 最初から２９日開催としていた学校は、一週間先に延期もあるのですが、２２日から

延期した学校は、平日開催もあるかと思います。３０日の月曜日に開催というところも

あったと思います。２２日から延期していますので、２９日から延期となると学校も。

委員 過去に２週連続伸びたというのは聞いたことはないのですけどね。

住友副教育長 天気はちょっと怪しいですが。今回は学校が多少強引に開催する可能性も高いと思い

ます。

石川教育長 それではその他に入ります。（１）徳島駅伝吉野川市合同練習予定について、事務局

よりお願いします。

松原理事 それでは合同練習の予定表を資料につけております。９月９日から週４回、各中学校

で合同練習を開始しております。選考会については、１１月１６日、小学生と一般の選
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考会、２４日は中学生の選考会、これはリバーサイドハーフマラソンに中学生は参加し

てもらって、その中で選考するという形にしております。吉野川選手団ですが、１１月

８日結団式、１１月２８日２９日と冬季合宿、来年令和２年１月４、５、６日に開催さ

れる徳島駅伝に挑みます。また時間があれば応援いただければと思います。

なお、まだ、未決定事項ではありますが、１１月２４日リバーサイドハーフマラソン

の日に、もしかしたら県議の補選が重なる予定があります。まだ、これについては分か

りません。もし選挙となればこの日が濃厚とのことです。以上です。

石川教育長 この件について、何かありませんか。よろしいでしょうか。

ないようでしたら、他に。

委員 よろしいですか。９月５、６日に、全国公民館協議会全国大会がアスティとくしまで

ありました。吉野川市に報告が当たっていて、西麻植公民館の運営委員さんが人権につ

いて発表されました。人権についてはとても大事で、熱心に取り組まれていますので、

大人が優しい、子どもも信頼して育っているので、やはり人権教育は大事だなという話

になりました。発表が当たった時にはほかでもそのような発表ができるように、市民の

方の学習のためにも取り入れてほしいとつくづく思いましたので、いろんな機会で声を

かけていただければと思います。よろしくお願いいたします。以上です。

石川教育長 ありがとうございます。他にありませんか。

委員 先ほどパンフレットはお配りしましたが、「原爆の図と文化の図」が９月２８日から

文化研修センターで開催されます。展示作品の現物は来ております。まだ展示はしてお

りませんが。土曜日から１０月２日までです。丸木美術館からの大作です。埼玉県松山

市から借り受けております。この間も原爆平和資料展示があわぎんホールであったと思

いますが、中学生にはいいかと。保護者も含めて。皆さんも時間があれば、よろしくお

願い足します。

もう１点、第７４回徳島県展選抜展があります。去年初めて文化研修センターで吉野

川市文化協会が開催いたしましたが、県展での優秀な作品が一堂に集まって各部門の優

秀作品が展示されます。今年も徳島新聞と県の美術協会が賛同してくださってできるこ

ととなりました。入場料が、昨年は無料であったのですが、入場料を取らないと阿波銀

ホールでの県展とバランスがとれないということで。７５歳以上高校生以下は無料なの

で、学校や授業等で、特に書道を志す子どもたちにはいいものだと思いますので、中学

校を中心に小学校にも一層薦めていきたいと思います。皆様も関心ありましたらこの機

会にお越しいただけたらと思います。

委員 県だと全部になりますが、ここではいいものばかりとなりますので、是非皆様お越し

ください。

委員 県では３期までありますので。ここでは全部ではないですが１回で見れますので、い

い機会だと思います。

石川教育長 ありがとうございます。ほかにございませんか。では、事務局お願いします。

植田教育総務課長 事前にお話していた、教育委員会教育委員等研修会の参加申込のことですが、１１月

１４日（木）開催ですがご出席の方はどうでしょうか。

では、教育長と野田委員と川村委員が出席ということで。よろしくお願いいたします。

それと、次の定例教育委員会開催日程なのですが、今回は学校訪問や視察があるので

すが、事務局としては１０月３０日（水）午前１０時はいかがでしょうか。よろしいで

しょうか。

石川教育長 では次回の定例教育委員会は１０月３０日（水）午前１０時から開催ということで。

よろしくお願いいたします。
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委員 ちょっとよろしいですか。英語の教科書選定ですが、小学校は吉野川市だけは違う出

版社だったのですね。新聞で見たのですが。

浅山学校教育課長 ホームページ等でも載っていますね。

石川教育長 吉野川市は独自で。ほかにございませんか。

それではないようですので、以上をもちまして定例教育委員会を閉会いたします。
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