
吉野川市教育委員会会議録

招集年月日 令和３年２月２５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３年２月２５日 午後２時００分
開閉会日時 閉会 令和３年２月２５日 午後３時１５分
出席委員 教 育 長 栗 洲 敬 司

委 員 川 村 徳 子 委 員 鹿児島康江
委 員 熊代雄一郎 委 員 桒原奈麻美
委 員 貞 野 雅 己

出席職員 副 教 育 長 松 原 勲 副 教 育 長 木屋村雅信
教育総務課長 和 泉 光 弘 生涯学習課長 近 藤 秀 樹
学校教育課長 浅 山 直 慰

議 案

（１）令和２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３年度一般会計当初予算（教育委員会関係）について
（３）吉野川市修学旅行取消料支援金支給事業について
（４）吉野川市文化財保護審議会への諮問について

報告事項

（１）山瀬小学校屋内運動場改築工事の進捗状況について

教育長報告

その他

（１）令和２年度 卒業式の内容について

会議の経過

栗洲教育長 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、 委員、 委員を指名。

それでは、議案審議に入ります。

議案（１）「令和２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

よりお願いします。

和泉教育総務課長 それでは、議案（１）について、資料１ページをご覧ください。

３月補正の歳入の表について、私の方から申し上げます。額については、補正額を申

し上げます。

上から順に１４款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １４４万４千円の増額は、教育総

務課分です。

１４款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 １，７４０万９千円の増額も、教育総務課分

です。同じく ６２３万４千円の増額は、学校教育課分です。

１５款 県支出金 ２項 県補助金 １５万２千円の減額は、学校教育課です。

１６款 財産収入 １項 財産運用収入 ６千円ずつの増額は、教育総務課と学校教育

課です。

１８款 繰入金 １項 基金繰入金 ９０万円の減額は、学校教育課です。

２０款 諸収入 ４項 雑入 ８３万２千円の増額は、生涯学習課となります。

なお、下の概要の説明は、各担当課長より申し上げます。

それでは、この中で教育総務課分の歳入をご説明します。
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概要の「１」教育総務課をご覧ください。

まず、小学校費国庫負担金として１４４万４千円の増額。これは、山瀬小学校屋内運動

場改築工事の交付決定額があり、当初予算額との差額分 １４４万４千円を計上しまし

た。

次に国庫補助金を１，７４０万９千円の増額、これは、学校施設環境改善交付金で、

３つの事業がございます。１つ目は、西麻植小学校の空調整備 ２２３万６千円。２つ

目は、鴨島小学校のエレベーター改修工事 ５６７万４千円。これら２つについては、

本来、令和３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。

３つ目は、山瀬小学校屋内運動場改築工事の交付決定額があり、当初予算額との差額

分９４９万９千円を計上しました。併せて１，７４０万９千円となります。

また、学校跡運動場施設利用料で１千円、教育環境整備基金利子で５千円、計６千円

の歳入を見込んでおります。

以上です。

浅山学校教育課長 続きまして、学校教育課よりご説明いたします。まず歳入についてご説明いたします。

資料１ページ下段をごらんください。

小学校費国庫補助金として、理科教育振興費補助金として １６万８千円、へき地児

童生徒援助費等補助金として ２５万円、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備

費補助金として、１１万３千円が補助金交付金額確定により、それぞれ減額補正となっ

ております。

学校保健特別対策事業費補助金として ４９３万５千円の増額は、感染症対策のため

のマスク等購入支援事業ならびに感染症対策等の学校教育活動継続支援事業による国

庫補助金となります。

続いて、２ページをご覧ください。中学校費国庫補助金として、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て ５万７千円については、小学校と同様に、補

助金交付金額確定により、それぞれ減額補正となっており、学校保健特別対策事業費補

助金は１８８万７千円となります。

続いて、帰国・外国人児童生徒いきいきモデル事業補助金 １５万２千円について

は、補助金確定による減額補正となっています。

続いて、財産運用収入として、石田増男教育振興基金利子 ６千円、最後の繰入金は

イングリッシュキャンプ等の事業中止による石田増男教育振興基金繰入金、小中合わせ

て９０万円の減額補正となっています。

以上が歳入となります。

近藤生涯学習課長 生涯学習課関連の補正予算、歳入について説明いたします。

資料２ページをご覧下さい。雑入、補正額８３万２千円を計上しております。概要は、

吉野川市民プラザに入っております社会福祉協議会、総合型地域スポーツクラブおえっ

この電気使用料、水道使用料収入の計上でございます。

以上でございます。

和泉教育総務課長 続いて、３ページの３月補正予算の歳出分をご覧ください。３月補正の歳出の表につ

いて、申し上げます。額については、補正額を申し上げます。

上から順に、２款 総務費 １項 総務管理費 ４,５６９万円の増額は、教育総務課
分です。同じく 差し引き増減「０」で、学校教育課。同じく ３７０万円の減額は、

生涯学習課。

１０款 教育費 １項 教育総務費 ３９４万円の減額は、教育総務課分です。同じく

６０６万４千円の減額は、学校教育課分です。

１０款 教育費 ２項 小学校費 ２，４３４万９千円の増額は、教育総務課分です。

同じく ６１７万９千円の増額は、学校教育課分です。

１０款 教育費 ３項 中学校費 ３１６万５千円の増額は、学校教育課分です。

１０款 教育費 ５項 社会教育費 ９１９万４千円の減額は、生涯学習課分です。
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１０款 教育費 ６項 保健体育費 ３,３５２万４千円の減額は、生涯学習課分です。
１３款 諸支出金 ３項 基金費 ６千円と５千円の増額は、学校教育課と教育総務課

となります。

下の概要の説明につきましては、各担当課長より申し上げます。それでは、この中で

教育総務課分歳入をご説明します。

概要の「１」教育総務課をご覧ください。総務費の総務管理費に、新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生事業で、４，５６９万円の増額補正があります。これは、概要覧

の教育総務課として２事業があります。

１つ目は、市内の小中学校に自動水栓を整備します。設置箇所については、教室前の

手洗い、トイレの手洗い、保健室等を予定しております。事業費として、工事請負費が

３,５００万円としています。
２つ目は、学島小学校の外壁及び南棟鋼製建具改修工事を行います。これは、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止として、換気が必須でありますが、学島小学校は、昭和４８

年に建築され、４７年が経過し、改修も行ってないため窓枠が鉄製で非常に重く、劣化

も激しいため、改修を行うこととします。設計委託料として、１６９万円となります。

事業費は、工事請負費が２，２００万円となります。

次にその下、教育総務費としましては、３９４万円の減額補正としております。これ

は、概要覧の教育総務費として、教育委員費用弁償不用額の１５万５千円から、学校関

係文書郵送料不用額１００万円や、ステイホーム特別給付金事業の不用額をはじめとし

て、各項目より不用額を減額計上し、３９４万円の減額補正としております。

次に４ページをご覧ください。小学校費としましては、小学校施設整備事業費の工事

請負費で、２，４３４万９千円の増額補正があります。

これは、４ページの一番上に記載していますとおり、西麻植小学校空調整備工事で７

３２万６千円、鴨島小学校エレベーターリニューアル工事で１，７０２万３千円。計２，

４３４万９千円を計上しております。

最後に、４ページ、上から４行目、基金費として５千円の増額補正です。

これは、基金費としての教育環境整備基金が、５千円の計上です。

以上です。

浅山学校教育課長 続いて，歳出についてご説明いたします。４ページをごらんください。

まず、総務管理費が０円補正している理由ですが、総務管理費として３００万円を機

械器具等購入費から消耗品費へ流用いたします。これは、公共空間安全安心確保事業と

して、機器等を購入予定であったものを、感染症対策に必要な消耗品等を購入に充てる

こととするものであります。

続きまして、教育総務費６０６万４千円減額の理由です。その下、教育総務費におけ

る学校教育費についてですが、先に減額について申しあげます。

帰国・外国人児童生徒いきいきモデル事業講師費、スクールバスガソリン代、スクー

ルバス運行業務委託料は、決算見込みが立ったことによる減額。学校教育システム保守

委託料については、クラウドされたことで不用となり減額。スクールバス購入費は、補

助金交付額確定による減額。奨学資金貸付金は決算見込みが立ったことによる減額とな

っています。

スクールバス修繕料、保険料、重量税は補助金にて更新予定であった、スクールバス 1
号車の更新時期が遅れたことにより、更新前のバスの車検更新を実施したことによる増

額となります。

続いて、教育総務費における外国青年事業費についてですが、川島地区担当のＡＬＴ

が他県へ移動し、人員が減ったことによる減額。その他は決算の見込みが立ったことに

よる減額となります。

その下、教育総務費 教育研究所費における研修会負担金３万円減額については、研

修会中止によるものであります。

続きまして、小学校費６１７万９千円増額の理由ですが、菊作り講師謝金は中止によ

り減額、教育情報基盤システムサーバー等リプレイスは決算の見込みが立ったことによ

る減額となります。

その他、国庫補助金である感染症対策のためのマスク等購入支援事業ならびに感染症
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対策等の学校教育活動継続支援事業による国庫補助金を活用する予定の費目となりま

す。

このうち、感染症対策等の学校教育活動継続支援事業は、国の第３次補正予算にて示

されている事業で、学校における感染症対策の強化等ならびに教職員の資質向上等に資

する研修等に必要な経費に活用するものであります。

続いて、小学校費 小学校施設整備事業費の機械器具等購入費ですが、公立学校情報

通信ネットワーク環境施設整備費補助金を活用した、モバイルＷｉ－Ｆｉルーター、ビ

デオカメラ購入事業の交付確定による減額となります。

最下段、小学校費 小学校教育振興費は、理科振興備品購入費、各種行事大会参加補

助金、英語教育振興補助の３項目ともに、決算の見込みが立ったことによる減額となり

ます。

続きまして、中学校費３１６万５千円増額の理由ですが、中学校管理諸費ならびに中

学校施設整備事業費の増額・減額理由については小学校と同じとなります。

中学校教育振興費については、４項目中 3 項目は、決算の見込みが立ったことによ
る減額。修学旅行キャンセンル料補助金として、１８５万６千円を計上しております。

この修学旅行キャンセル料補助金については、後ほど詳細をご説明いたします。

最後に、 石田増男教育振興基金利子を積立金として６千円計上しております。

以上でございます。

近藤生涯学習課長 続きまして、生涯学習課、歳出の補正予算について説明します。資料５ページ下段を

ご覧ください。

総務管理費、３７０万円の不用額につきましては、公共空間安全安心確保事業としま

して、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策としての、非接触型体温計や手指消毒ス

タンド等の備品購入に関しましての不用額の計上でございます。入札による価格減少に

より不用額が生じたものでございます。

次に、社会教育費 ９１９万４千円の不用額の内、社会教育総務費 １３０万６千円

の不用額は、成人式の延期に伴うものでございます。

６ページをご覧下さい。公民館費 ３１５万５千円の不用額は、公民館や地区公民館

で実施される講座減少に伴うものです。また、そのうちの工事請負費の１２９万５千円

の不用額は、鴨島公民館防火シャッター改修工事の工事請負費の確定による不用額の計

上でございます。

次に、図書館費 ２８３万７千円の不用額の内、工事請負費 ２７１万７千円減額に

ついては、山川図書館外部改修工事の不用額でございます。これも、事業完了に伴う工

事請負額確定による不用額の計上でございます。

次に、青少年育成補導センター費の６４万５千円並びに人権教育費の１２５万１千円

の不用額につきましては、コロナの影響をうけまして、補導員の現地研修会や全国青少

年補導センター連絡協議会の中止、人権に関しましては、全国集会や人権啓発研究集会

の中止や、人権学習会事業の減少に伴う不用額となっております。

次に、保健体育費 ３，３５２万４千円の不用額の内、保健体育総務費 ４６８万２

千円の不用額は、コロナの影響をうけて、徳島駅伝の中止、本市実施のリバーサイドハ

ーフマラソン大会の延期に伴うものであり、また、様々な競技の全国大会中止による全

国大会選手派遣補助金の不用額の計上でございます。

体育施設費の２，８７１万８千円の不用額につきましては、鴨島体育館解体工事の不

用額でございます。当初、鴨島体育館解体工事費用には、舗装費用も含まれておりまし

たが、地盤沈下等が考えられるため、ある程度の養生期間が必要でごさいますので、舗

装は次年度へとしたため不用額として計上したものでございます。

以上でございます。

栗洲教育長 ただいまの件について、ご質問等ございませんか。

委員 ４ページの学校教育課の分なのですが、奨学金の貸付金がいらなくなったということ

と、小学校費 感染症対策関係文教教育研修委託料を教えていただければ。

修学旅行取り消し料は、また後でご説明いただけるということで。
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浅山学校教育課長 奨学資金貸付金については、決算見込みが立ったことによる減額です。計上したより

も、不用になったということで。

委員 コロナとかは関係ないということですね。

浅山学校教育課長 そうです。

それから、感染症対策文教教育研修委託料の費目ですが、これにつきましては、この

国の学校教育継続支援事業を活用いたしまして、感染症対策の強化、及び教職員の研修

等に必要な経費を活用できるということで。例えば研修委託料等、通信運搬料、事務機

器借り上げ料などに活用できるように、費目を分けているという状況になります。その

うちの学校研修委託料ですが、学校がＧＩＧＡスクールによる研修で講師を呼んで研修

などを行う場合に、委託料として活用できるということになります。

栗洲教育長 国から、先生の研修が今年度できていないだろうということで、交付金を出しますの

で、なにか行ってはいかがですか、ということなのです。そういう経緯で計上したとい

うことです。

委員 分かりました。

委員 ３ページ 学校関係文書郵送料不用額がでていますが、それでは、どのようにして文

書を郵送されているのですか。

和泉教育総務課長 これにつきましては、今年度から、技能員の方が会計年度任用職員となり、１日の勤

務時間が６時間と短くなりました。以前は、学校技能員の方が文書を持ってきてくれた

りしていたのですが、時間短縮により、学校の用務に勤務時間がかかり、郵送業務が難

しいため、その代替案として郵送で送ることとしました。その経緯により、予算計上し

たのですが、教育委員会に学校の先生が訪れますので、その際に文書を持ってきてくれ

たりしましたので、減額いたしました。

栗洲教育長 よろしいでしょうか。

それでは、異議なしと認めます。本案は原案どおり承認されました。

議案（２）「令和３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

お願いします。

和泉教育総務課長 それでは、議案第２について、資料７ページをご覧ください。

当初予算の歳入の表について、私の方から申し上げます。額については、令和３年度

当初額を申し上げます。

上から順に、１２款 分担金及び負担金 ２項 負担金 １０４万３千円は、学校教育

課分です。

１３款 使用料及び手数料 １項 使用料 １１７万円は教育総務課、同じく１，７２

６万７千円は生涯学習課分です。

１４款 国庫支出金 １項 国庫負担金 ２，３５５万７千円は、教育総務課分です。

１４款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ４，４７３万３千円は、教育総務課分。同じ

く４４８万３千円は学校教育課分です。

１５款 県支出金 ２項 県補助金 １８６万円は、学校教育課分。同じく７６１万円

は生涯学習課分です。

１５款 県支出金 ３項 委託金 ５０万円は、生涯学習課分です。

１６款 財産収入 １項 財産運用収入 ５３万４千円は、教育総務課分。同じく９４

万３千円は生涯学習課分です。

１８款 繰入金 １項 基金繰入金 ９０万円は、学校教育課分です。

２０款 諸収入 ３項 貸付金元利収入 ３９１万円は、学校教育課分です。

２０款 諸収入 ４項 諸収入 ９万８千円は学校教育課、５５１万円は生涯学習課、
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１億３，９５０万２千円は給食センター分です。

歳入合計で、２億４,５０９万７千円となります。なお、下の概要の説明は、各担当
課長より申し上げます。

それでは、この中で教育総務課分の歳入をご説明します。

概要の「１」教育総務課をご覧ください。

教育総務課分の歳入として、小・中学校施設利用料は１１７万円です。

次に山瀬小学校屋内運動場改築工事において、公立学校施設整備負担金の国庫負担金

が２，３５５万７千円、学校施設環境改善交付金の国庫補助金が４，４７３万３千円と

なります。

次に教員住宅等の建物貸付収入が５２万９千円と、教育環境整備基金利子が５千円と

なります。

以上です。

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

す。

負担金として、日本スポーツ振興センター保護者負担金１０４万３千円、国庫補助金

として、４４８万３千円。内訳は、要保護児童就学援助補助金等として７万４千円、要

保護生徒就学援助補助金等として３２万４千円、特別支援教育奨励費補助金として、３

０８万５千円、理科教育振興費補助金として１００万円となります。

県補助金として、１８６万円。内訳は、帰国外国人児童生徒いきいきモデル事業補助

金として、１３万４千円。地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金として５万２

千円です。

委託金として、５０万円。これは小中一貫教育推進事業業務委託費となります。

基金繰入金として９０万円。これは石田増男教育振興基金繰入金となります。

貸付金元利収入として３９１万円。これは奨学金の貸付元利収入となります。

最後に諸収入として、公衆電話使用料８千円、鳴門教育大学教職大学院勤務校実習連

携協力費９万円を計上しております。

以上でございます。

近藤生涯学習課長 生涯学習課関係の当初予算についてご説明いたします。資料８ページをご覧下さい。

社会教育施設使用料 ３０万円は、公民館の使用料でございます。

社会体育施設使用料 １，６９６万７千円は、体育館、屋外運動場等の体育施設使用

料となります。

次に、社会教育費県補助金 ７６万１千円の内、７５万円は、県指定文化財である壇

の大クス枯れ枝伐採、環境整備事業に関する県からの２分の１の補助でございます。歳

出としては、１５０万円を予定しております。

続きまして、教育雑入 ５５１万円の内、３９４万２千円につきましては、日本スポ

ーツ振興センター、ＴＯＴＯから補助される、総合型地域スポーツクラブ補助金の計上

でございます。令和２年度までは、団体から直接、日本スポーツ振興センターへ申請し

ての補助でございましたが、令和３年度から地方公共団体を介しての申請補助となりま

したので、歳入として計上しております。

以上です。

和泉教育総務課長 続いて、９ページの令和３年度 当初予算の歳出分をご覧ください。

当初予算の歳出の表について、申し上げます。額については、令和３年度 当初額を

申し上げます。

上から順に １０款 教育費 １項 教育総務費 ３９５万８千円は、教育総務課分、

同じく９，１４１万円は学校教育課分です。

１０款 教育費 ２項 小学校費 ４億１，３７２万円は、教育総務課分、同じく１億

５，６２０万５千円は学校教育課分です。

１０款 教育費 ３項 中学校費 １，７６９万５千円は、教育総務課分、同じく９，

０５３万５千円は学校教育課分です。

１０款 教育費 ５項 社会教育費 ２億５０７万５千円は、生涯学習課分です。
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１０款 教育費 ６項 保健体育費 ２億３,１２７万５千円は、生涯学習課分、同じ
く２億８，３５１万７千円は給食センター分です。

１３款 諸支出金 ３項 基金費 ５千円は、教育総務課分です。

歳出合計で、１４億９,３３９万円となります。下の概要の説明につきましては、各
担当課長より申し上げます。

それでは、この中で教育総務課分歳出をご説明します。

概要の「１」教育総務課と表をご覧ください。

まず、小中学校の会計年度任用職員の技能員人件費は、従来、学校教育課に配分され

ていましたが、今年度から教育総務課が所管するようになりました。

次に表の教育総務費の中で、教育総務課分としては３９５万８千円で、２年度より２

０８万７千円減額と大きく減額になっておりますのは、通信運搬費の学校関係文書送料

と、廃校の遊具撤去の手数料が減額となったことが大半を占めています。

小学校費 ４億１，３７２万円については、前年度に比べ２億６，０１３万９千円増

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と、小学校に

配属してる会計年度任用職員の技能員人件費です。

小学校施設整備事業としましては、解体分も含んだ山瀬小学校屋内運動場関係、屋外

付帯工事の設計委託料１５３万７千円はじめ、飯尾敷地小学校の雨漏り対応で、外壁及

び屋上防水改修工事設計委託料として１９４万７千円、森山小学校公共下水道接続工事

として、公共下水道が森山小学校まで延長し、接続するために工事を行う工事請負費と

して７５０万円を計上しております。

中学校費については１，７６９万５千円で、前年度より８００万３千円増額となって

おりますが、これも小学校と同様に中学校に配属してる会計年度任用職員の技能員人件

費が主な増額理由であります。

中学校施設整備事業としては、鴨島第一中学校の空調設備改修工事設計委託料８４万

９千円を計上しております。

教育総務課分は以上です。

浅山学校教育課長 学校教育課 歳出の主なものを、ご説明いたします。

小中学校導入端末及びネットワーク運用保守業務 小学校６２９万２千円、中学校２

２８万８千円を計上しております。これは１人１台端末の保守業務費用であります。

その下、スクールカウンセラー配置事業として４４０万円。

最後に、令和３年度吉野川市小中学校ＩＣＴ環境整備事業として、小学校１，１１９

万５千円、中学校４０７万１千円を計上しております。これは、先生方が使用する校務

用パソコンの更新費用となります。

加えて、資料に掲載できておりませんが、新規事業といたしまして、中学校夜間学級

就学援助費、２万８千円を計上しております。

これは、来年度開校いたします、県立夜間中学校しらさぎ中学校へ本市から通学する

方で、経済的理由により、就学困難と認められ方に、学用品、通学用品費、校外活動費

を支給するものであります。

近藤生涯学習課長 続きまして、当初予算歳出における生涯学習課関係の主な事業をご説明いたします。

ＡＥＤ購入費１７１万６千円を計上しております。これは、公民館、体育館等に設置

しております６機のＡＥＤ機器の耐用年数に伴う購入でございます。

次に、会場設営委託料１６０万円。これは、令和２年度成人式延期分を令和３年度に

３密回避のため、市民プラザで開催する際の舞台やパイプ椅子、保護シート等の設営委

託料でございます。

次の設計委託料１１０万円は、令和２年度に施工しました、鴨島体育館解体後の駐車

場整備に係る設計委託料でございます。跡地は、公民館駐車場として使用する予定でご

ざいます。

次に、森山地区の下水道工事に伴います森山公民館の下水繋ぎ込み工事費として４０

０万円を計上しております。

次に、歳入の際ご説明いたしました、森藤にあります県指定天然記念物「壇の大クス」

枯れ枝除去等の環境整備事業で１５０万円を計上しております。
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文化研修センターエレベーターの電子基盤の修繕費で７２万円を計上しております。

次に、令和４年７月から８月にかけ四国で開催される全国高等学校総合体育大会、通

称インターハイの令和３年度の準備費用としまして、負担金１７０万円を計上しており

ます。

次におきましても、歳入でご説明いたしました総合型地域スポーツクラブ補助金３９

４万２千円、歳入と同額の歳出額となっております。

最後に、令和２年度より開始となっておりますインターネットによる体育施設の予約

システムの保守委託料が７７万９千円計上しております。

生涯学習課の主な歳出の事業概要は以上でございます。

栗洲教育長 ただいまの件について、ご質問等ございませんか。

委員 端末のことですが、ＯＳの種類はなにを使われますか。

浅山学校教育課長 Ｗｉｎｄｏｗｓ１０です。

栗洲教育長 他にございませんか。よろしいでしょうか。

異議なしと認めます。本案は原案どおり承認されました。

議案（３）「吉野川市修学旅行取消料支援事業について」事務局より説明をお願いし

ます。

浅山学校教育課長 資料は１０ページをご覧ください。

現在、本市中学校全４校において、修学旅行の実施に向け、修学旅行実施ガイドライ

ンに則り、検討を重ねているところでありますが、昨年末からの新型コロナウイルス感

染症感染拡大にともない、中止・延期もやむを得ない状況であります。

市教委といたしましては、各学校長と協議をし、できる限り早期に実施の判断をする

予定でありまますが、やむを得ずキャンセル料が発生した場合を考慮し、修学旅行取消

料支援金を予算計上するものであります。

しかしながら、４校の修学旅行日程が３月中旬と差し迫っており、議会閉会後の予算

執行では対応できないことから、このたび３月議会定例会開会日にて審議いただくこと

となりました。

事業内容といたしましては、対象は吉野川市立中学校に在籍し、修学旅行に参加する

生徒。市外在住生徒も含みます。

支給条件としては、市教委と校長で協議を行い旅行の実施を決定した後、感染拡大等

により急遽中止せざるを得ず、取消料が発生したときとなります。

支給上限額としましては、生徒１人あたり、旅行代金の２０％を支給上限といたしま

す。支援金の支給には要綱を作成し、それに基づき支給を行います。

対象年度は令和２年度のみといたします。

予算要求額は１８５万６千円です。内訳につきましては、下記表をご確認ください。

なにとぞよろしくお願いいたします。

栗洲教育長 ただいまの件について、ご質問等ございませんか。

委員 修学旅行費は、学校ごとに行くところが違うので、費用も違うと思いますが。大体こ

れぐらいという幅はあるのですか。

栗洲教育長 ないです。その下に資料があります。今現在のは明記しております。

委員 あまり変わりませんか。

栗洲教育長 今回は近いので。沖縄行くのでしたら、７万円くらいです。

委員 キャンセル料は月などによって変わるのですか。
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栗洲教育長 そもそも、旅行代金が月によって変更いたしますので。キャンセル料はパーセントで

決まっています。８日前までなら２０％、それをすぎると３０％という感じです。

この支援事業、させて頂いてよろしいでしょうか。

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（４）「吉野川市文化財保護審議会への諮問について」事務局より

説明をお願いします。

近藤生涯学習課長 議案（４）吉野川市文化財保護審議会への諮問についてをご説明いたします。

先に送付させていただきました資料をご覧下さい。

資料（１）から（４）に挙げます４つの文化財につきまして、参考資料として添付し

ております吉野川市文化財保護条例をご覧下さい。吉野川市文化財保護条例、第１０条

第１項にある規程によりまして、市内に存する文化財の内、重要なものとして、資料に

ございます、（１）から（４）に挙げます４つの文化財につきまして、市指定文化財に

指定したいと考えております。

吉野川市文化財保護条例の裏面に、吉野川市教育委員会事務委任等規則の写しがござ

いますのでご覧下さい。この規則、第２条１４号に基づきまして、教育委員会の議決を

経て、吉野川市文化財保護審議会に諮問することになっておりますので、今回の定例教

育委員会においてお諮りするものでございます。

それでは、（１）から（４）に該当する文化財につきまして、ご説明いたします。

（１）有形文化財、歴史資料、阿波手漉き和紙万博博覧会・内国勧業博覧会出展関連資

料２ページ、３ページをご覧下さい。

１８９３年(明治２６年)にアメリカ、シカゴで開催された、シカゴ万国博覧会に優れ

た和紙を出品したとして、主催者から原田 宇八 氏に送られた賞状が２ページでござ

います。３ページは、優れた雁皮紙を出展したとして、原田 虎蔵 氏へ送られたもの

でございます。次の４ページの賞状は、シカゴ万国博覧会女性管理委員会から 原田

宇八 氏へ尊敬に値する賞として贈られた賞状でございます。５ページは、１９００年

(明治３３年)に、フランスの首都で開催された、パリ万国博覧会で銀賞を獲得した原田

虎蔵 氏への賞状。次の６ページは、同じく、パリ万国博覧会で銅賞を獲得した原田

宇八 氏への賞状でございます。７ページから１０ページは、それぞれの表彰の際の

受賞メダルとなっております。次に、１１ページにつきましては、１８９０年(明治２

３年)に東京で開催された、第３回内国勧業博覧会で原田 虎蔵 氏が受賞した賞状と

メダルでございます。１２ページにつきましては、１８９５年(明治２８年)に、京都で

開催された第４回内国勧業博覧会で受賞した賞状とメダル。１３ページは、副賞のメダ

ルでございます。１４ページは、１９０３年(明治３６年)に大阪で開催された第５回内

国勧業博覧会で、原田 虎蔵 氏が受賞した賞状とメダル。１５ページは、同じく第 5
回内国勧業博覧会で原田 宇八 氏が受賞した賞状でございます。最後に、１６ページ

は、第４回内国勧業博覧会に出品されたものであると推定される、４色雁皮紙である手
がん ぴ し

漉き和紙でございます。

合計、賞状９枚、メダル８枚、雁皮紙４巻が、（１）有形文化財、歴史資料、阿波手
がん ぴ し

漉き和紙万博博覧会・内国勧業博覧会出展関連資料となる文化財でございます。

次に、（２）有形文化財、古文書、須見家藍大市賞牌の資料をご覧下さい。これは、
す み け あいおおいちしようはい

敷地地区の藍師・藍商人として活躍した須見家に、徳島城下で開かれた藍大市から、優

れた藍玉（蒅）を出品した証として贈られた賞牌板、金看板でございます。資料２ペー

ジに該当する賞牌板１０枚の全体写真を載せております。賞牌板、１枚の大きさは全長

７０センチ、幅３２．５センチ、厚さ１．５センチとなります。３ページから１２ペー

ジまでは、この賞牌板のそれぞれの拡大写真と、個々の説明となりますのでご高覧下さ

い。

次に、（３）有形民俗文化財、阿波人形浄瑠璃木偶人形及び阿波源之丞座関連資料を
で こ

ご覧下さい。これは、阿波源之丞座、深見巴龍・小巴龍父子が阿波人形浄瑠璃の上
げん の じよう ざ は りよう こ は りよう

演に用いた、人形頭と木偶人形、見台や丸本、鼓、拍子木と興業ポスターでございます。
で こ

木偶人形等の現物は、現在、市民プラザ２階に展示しておりますが、本日の資料２ペー
で こ

ジから１１ページまで、その写真及び個々の説明について添付させていただいておりま
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すのでご高覧下さい。

最後に、（４）有形民俗文化財、川島の浜の高地蔵の資料をご覧下さい。これは、川

島字城山の岩の鼻の下、西側の吉野川に面した麓、川島の浜に立つ、川島の浜の高地
ふもと

蔵でございます。吉野川に溺死した人々の冥福を祈って供養のため、天保１４年４月に

建立したもので、台座には川島の有力な藍師・藍商の姓が刻まれ川島から徳島の藍市へ

藍玉を運ぶ舟の安全を願って設置されたとも考えられています。この高地蔵の台座高は

２メートル６７センチあり、吉野川流域の高地蔵の中では第３位の高さとなっておりま

す。資料２ページから５ページまで、この高地蔵の写真を添付させていただいておりま

すのでご高覧下さい。

以上、ご説明いたしました(１)から(４)の４つの文化財につきまして、吉野川市文化

財保護審議会へ諮問してよろしいか、ご審議をお願いします。

なお、吉野川市文化財保護審議会からの答申は、３月中旬を予定しております。よろ

しくお願いいたします。

栗洲教育長 ただいまの説明について、ご質問等ございませんか。

委員 これを文化財指定してほしいというのは、所有者の方が申請されたのですか。

近藤生涯学習課長 そうです。今現在、阿波和紙会館の方に展示されておりまして、非常に貴重でして。

文化財に指定してほしいと依頼がございました。生涯学習課の方に申請がでておりま

す。

委員 阿波和紙伝統産業会館からの申請でこのようになったのですか。

昔からあったものですよね。今になって申請されるなら、誰がされたのかなと。

委員 なにがきっかけかということですね。

委員 重要なものなら昔から申請してあげても、おかしくないものだとと思うのです。

今出てきたということは、この方から申し出があったということですか。

近藤生涯学習課長 保護審議会の委員さんから、重要な資料があるとご報告頂きまして。過去からあった

ようですが、報告を受けたのが２、３年前だと思います。その準備を徐々にしておりま

して。今年度、担当がまとめてこのような資料に。

委員 分かりました。

委員 高地蔵なんですが、高さが３位だと。１位と２位というのがあって、申請されている

かと。森藤にも高いのがあるのですけど。

栗洲教育長 １位と２位は市外なんです。市内では１位の高さです。

資料の保存もさることながら、この調査票を作成するのが大変で。生涯学習課の担当

が非常に苦労したかと思います。

よろしいでしょうか。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、報告事項（１）「山瀬小学校屋内運動場改築工事の進捗状況について」

事務局よりお願いします。

和泉教育総務課長 山瀬小学校の屋内運動場改築工事の進捗状況につきまして、ご報告させていただきま

す。資料は、別添の資料をお手元に配布しております。

先月の報告から、その後、順調に杭打ち工は進捗し、先週、杭打ち工が終了しました。

終了後、杭打ち機を解体し２月２０日に杭打ち機が搬出されました。

写真は、昨日の現場状況となっております。１ページ目が全景と土工事、２ページ目

も角度を変えての土工事の様子、３ページ目が杭打ちした杭の上部と、そのアップにな

ります。この杭のヘッドに金具を取り付け、基礎を立ち上げていきます。
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４ページ目が杭打ちと基礎堀りした際の残土で、その下は当初の杭打ちができなくな

った原因の玉石になります。

今後、土工・地業工事から基礎配筋、基礎型枠の基礎工事に移って、３月中には、基

礎工事がだいぶ進んで参ります。

以上、直近の進捗状況と今後の予定であります。今後も、その都度、進捗状況等につ

きましては、委員の皆様に、ご報告してまいります。

以上でございます。

栗洲教育長 ただいまの報告事項について、ご質問等ございませんか。

それでは、ないようですので、教育長報告に移ります。

資料ご覧ください。

一番上段、２９日、総合教育会議。お世話になりました。ありがとうございました。

２月１６日、いよいよ最終二次面接がございました。２０日、土曜日にスポーツ協会表

彰式が市民プラザでございました。小中高校生が、県大会及び全国大会で優秀な成績を

収めた吉野川市在住の方、６０数名への表彰式でございました。うち４３名が出席され

ており、スポーツ協会会長により、１名ずつ表彰いたしました。３月ですが、今年度最

終の市議会が始まります。８～１０日が、一般質問。１５日が文教厚生委員会。あと、

教育委員さんにもお願いしてあります、１２日が中学校卒業式。１７日が小学校卒業式

でございます。それから、４月には県教育委員会の説明会について、総教センターで報

告があります。それは、４月に報告させて頂きます。

以上でございます。

その他として（１）「令和２年度 卒業式の内容について」事務局よりお願いします。

和泉教育総務課長 先月、協議しました本年度の卒業式についてですが、小学校卒業式が３月１７日（水）

午前中、中学校卒業式が３月１２日（金）午前中となっておりますので、よろしくお願

いします。

それで、コロナ過でありますので、祝辞については各学校で配慮があると思います。

具体的には、壇上で読み上げる祝辞は短くし、正式な祝辞は書面で、手元の式次第に

入れたり、会場内に掲示するような方法が、各学校によってあるかと思います。

資料には、読み上げの文面と掲示等をする書面を提示しております。ご確認ください。

なお、当日の使用する蛇腹の分もお手元に配布しております。

以上です。

栗洲教育長 まず、皆さんに読んで頂くのが、短縮した分です。

【壇上用祝辞 読み上げ】

これを読んで頂いて、演台に置き、下がってください。

この資料の後ろに添えてありますのが、元々読んでもらう予定であった祝辞です。長

いので、約３分の１に短縮しております。校長先生にも了解を得ております。式中、も

しくは式前に「教育委員会からの祝辞は短くしてもらっています。現物については、し

おりに挟んでおります。」または「掲示しております。」と注釈を言って頂きます。

委員 マナーについてですが、壇上に立ったときに、マスクはどのようにしたらよいですか。

マスクを外して礼をした方がいいですか。

栗洲教育長 つけたままでいいかと思います。

委員 他には誰か祝辞をされますか。

栗洲教育長 ＰＴＡの会長さんと教育委員会のみです。

中学校では、記念品を壇上でお渡しして頂く作業が入ります。小学校は学校長が渡す

ということで確認をとっています。中学校へ行かれる方は、記念品授与の際にも壇上に

あがって頂いて、生徒に渡して頂く、と。その作業がついておりますので、壇上に上が

るのが二回になろうかと。校長から説明があるかと思います。
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栗洲教育長 よろしくお願いいたします。

続いて「３月定例教育委員会の開催日時について」事務局よりお願いします。

和泉教育総務課長 次回の定例会３月２３日（火）午後２時からの開催とさせて頂きたいですが、かまい

ませんか。

栗洲教育長 それでは、３月２３日（火）午後２時からでお願いします。

浅山学校教育課長 ご報告させて頂きます。

ＧＩＧＡスクール構想、１人１台のタブレットの遅延についてでございます。当初、

１２月末に３分の１、２月末に３分の２を納入、設置作業を行った上、学校の方に配付

するというような予定でしたが、部品メーカーの運用協議が遅れ、本来１２月末に入荷

するはずの３分の１ができず、全台、２，６００台すべてを、２月末に入荷することと

いたしました。現在、２月２２日に徳島設定メーカーの方に入っております。今後設定

メーカーの方で、２，６００台、同時期に設定します。作業時間が従来よりもかかって

しまうと。それに伴いまして、学校に配布する時期が、年度をまたがざるを得ない状況

となっております。４月末までに配付となる可能性です。ご理解いただければと思いま

す。以上、報告をさせて頂きます。

栗洲教育長 それでは、これで２月定例教育委員会を閉会いたします。
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