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松家教育総務課長

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、議案に入ります。
議案（１）「令和３年度教育表彰について」事務局よりお願いします。
それでは令和３年度教育表彰について、ご説明させていただきます。
これは、吉野川市内の児童・生徒で、模範となる成績をおさめた者、顕著な功績や成
績をあげた者、また、学校教育、社会教育に関し、顕著な実績や功績があった者に対し
まして行うものであります。
本年度の表彰式につきましては、１２月１８日（土）市役所大会議室におきまして例
年と同様、市表彰と併せての開催予定としております。時間等、詳細が決定いたしまし
たら、委員のみなさまには、事務局より改めてご連絡いたしますので、ご出席の程、よ
ろしくお願いいたします。
それでは、お手持ちの資料、１ページをご覧ください。
まず「市教育表彰規則」の第２条「児童及び生徒の表彰」についてでございますが、
第１号「児童会又は生徒会において校風の発揚に著しく努力した者」、第２号「困難を
克服して学業にはげみ、児童生徒の模範となる成績をおさめた者」、第３号「運動競技
等において、極めて顕著な成績をあげた者」、第４号「研究、製作又は表現活動等にお
いて、卓越した成績をあげた者」となっております。
以上のことから、推薦基準につきましては、３ページから９ページまでにございます
教育表彰規則（抜粋）を作成しております。小・中学校別に、児童生徒の運動競技の順
位や、文化的な成績の推薦基準を設けております。推薦基準については、県大会・四国
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大会での成績や順位、また、主催者等の基準を具体的に決めさせていただいております。
これに基づきまして、各学校等からの推薦調書を提出していただき、教育委員会事務局
で取りまとめまして、名簿を作成しております。
それでは、追加資料１ページをご覧下さい。
１．児童及び生徒の表彰の個人についてでございますが、上から順にご説明いたしま
す。
番号１、大石 陽輝、鴨島第一中学校３年。第２条 第３号に該当します。競技等は
水泳で、第２２回徳島県中学校選手権水泳競技大会 男子４００ｍ自由形 第１位。第
７５回徳島県中学校総合体育大会 水泳 男子４００ｍ自由形 第１位。県大会での優
勝となります。個別の推薦書は、１３ページから１８ページまでとなります。
番号２、庄村 花菜、山川中学校３年。第２条 第３号に該当します。競技等は陸上
で、第６７回全日本中学校通信陸上競技大会徳島大会 女子共通 走り幅跳び 第１
位。及び、女子３年 １００ｍ 第１位。第５９回四国中学校総合体育大会 女子走り
幅跳び 第１位。四国大会での優勝となります。個別の推薦書は、１９ページから２２
ページとなります。
続きまして、番号３、４、５の候補者につきましては、３名とも同じクラブチーム「徳
島メニーナ」所属となりますので、一括して説明させていただきます。
番号３、仲 璃音、鴨島第一中学校３年。番号４、高見 陽菜、鴨島第一中学校３年。
番号５、山下ちろる、山川中学校３年。第２条 第３号に該当します。競技等はフット
サル（サッカー）で、ＪＦＡ第１１回全日本Ｕ－１５女子フットサル選手権大会四国大
会 優勝。ＪＦＡ第１１回全日本Ｕ－１５女子フットサル選手権大会全国大会 第３位。
全国大会での第３位となります。個別の推薦書は、追加資料２ページから１４ページと
なります。
なお、８ページの欄外※印の１行目には「上記大会以外に、文部科学省、各都道府県
教育委員会、小中学校体育連盟、競技連盟（協会）が主催者となっている大会、国際大
会も対象とする。」と、明記されております。この大会の主催者は、ＪＦＡ＝公益財団
法人日本サッカー協会でございますので、今回、表彰の対象となります。
続きまして、資料１１ページをご覧下さい。
児童及び生徒の表彰の団体についてでございますが、上から順にご説明いたします。
番号１、ウインドオーケストラ部（合唱部）鴨島第一中学校。第２条 第３号に該当
します。競技等は、合唱で、第７４回全日本合唱コンクール徳島県大会 中学校の部
金賞。県大会金賞となります。個別の推薦書は、２３ページから３０ページとなります。
番号２、男子ソフトテニス部、市立川島中学校。第２条 第３項に該当します。競技
等は、ソフトテニスで、第５９回四国中学校総合体育大会 ソフトテニス 男子団体
準優勝。四国大会２位となります。個別の推薦書は、３１ページから３４ページとなり
ます。
以上で、第２条関係の表彰候補者についての説明を終わります。
栗洲教育長

第２条関係の表彰候補者について、事務局より説明いただきました。
ただいまの件についてご質問等ございませんか。個人、団体とも、全て該当というこ
とでよろしいでしょうか。ありがとうございます。
続きまして、第３条関係。教育功労者等の表彰につきまして、事務局よりご説明をお
願いいたします。

松家教育総務課長

手持ちの資料、１ページをご覧ください。
「市教育表彰 規則」の第３条、
「教育功労者等の表彰」についてでございますが、第
１号「教職員（県費負担教職員に限る。）であって、吉野川市立小学校、又は、中学校
に通算２５年以上在職し顕著な教育実績をあげた者」第２号「社会教育等に貢献し、本
市文化の向上に顕著な功績があったと認められる者」となっております。
それでは、資料１２ページをご覧下さい。２．教育功労者等の表彰についてでござい
ますが、上から順にご説明いたします。
番号１、筒井 光明、川島小学校校長。第３条 第１号に該当します。市内小学校通
算２５年在職し、顕著な教育実績をあげられました。個別の推薦書は、３５ページから
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３６ページとなります。
番号２、松家 義人、鴨島小学校教諭。第３条 第１号に該当します。市内小学校通
算２５年在職し、顕著な教育実績をあげられました。個別の推薦書は、３７ページから
３８ページとなります。
以上で、第３条関係の表彰候補者についての説明を終わります。
栗洲教育長

ただいま第３条関係、２名の教職員の推薦についてご説明がございましたが、ご質問
等ございませんか。
お二人とも市の教育表彰に該当されるとしてよろしいでしょうか。それでは、異議な
しと認め、原案どおり承認といたします。
先程、ご説明がございましたが、教育表彰は１２月１８日（土）市役所本館で行う予
定としておりますので、教育委員の皆様もご参加していただければと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。
それでは報告事項にうつります。
報告事項（１）「令和３年度上半期後援等申請ついて」事務局より説明をお願いしま
す。

松家教育総務課長

お手持ちの資料、３９ページから、４２ページをご覧ください。
資料としての添付はございませんが、「吉野川市教育委員会共催及び後援に関する事
務取扱要綱」には、提出された後援等申請書について、第４条に掲げられた基準により、
その内容を審査し、承認の適否を決定すると規定されております。
３９ページ、後援等申請一覧のＮＯ．１、行事名は「ワンプロジェクト」。行事の内
容は、徳島県内にて（株）ウィル所属のプロバスケットボール選手の強化トレーニング、
及び、社会貢献活動として、子どもたちを対象にバスケットボール教室を行うものであ
りました。しかし、残念ながら、新型コロナウイルスの影響により、本市に対して表敬
訪問のみの開催となりました。
他、ご覧のとおり、上半期で全２３件の申請があり、行事の内容につきましては、一
覧表を添付させていただいておりますが、例年と特に変わった申請はなく、従来の後援
申請状況であり、今回、全て承認いたしました。
以上です。

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。よろしいでしょうか。
それでは報告事項（２）「令和３年度吉野川市立小中学校修学旅行について」事務局
より説明をお願いします。

村松学校教育課長

市内小中学校修学旅行についてご報告いたします。資料４３ページをお開きくださ
い。
１０月２６日現在、山瀬小学校が昨日より愛媛県・香川県に修学旅行に行っており、
本日帰校予定となっております。明日より西麻植小学校が、修学旅行を実施する予定で
す。この２校を含め小学校は、四国内に行き先を変更し、年内に実施する予定でござい
ます。
中学校におきましても、行き先を九州や広島方面を変更し、１１月から３月までに実
施する予定でございます。
修学旅行実施ガイドラインに則り、感染拡大状況を十分に考慮し、安心安全でかつ児
童生徒の思い出に残る旅行の実施に向けて、準備を進めております。
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。

委員

上浦小学校と森山小学校は合同で行かれるのですね。いいなと思いました。

委員

中学校は２年生対象ですね。昨年度行けなかった子はどうなりますか。
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栗洲教育長

委員

昨年度行けなかったのは、山川中学校ですね。その際は、学校側も説明はしたのです
が、保護者の方で行かせたくないという方が一定数いらっしゃいましたので。
今年は行けたらいいですね。

栗洲教育長

そうですね。他は特にございませんか。
それでは、報告事項（３）「山瀬小学校運動場改築工事の進捗状況について」事務局
より説明をお願いします。

松家教育総務課長

お手持ちの資料、４４ページをご覧ください。
山瀬小学校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。先月の報告から、その後、工事は順調に進捗しております。
４５ページ、上の写真は「鉄骨工事」を横から撮影しております。下の写真は、ドロ
ーンを使って、上空から「鉄骨・屋根工事」を撮影しております。
４６ページ、上の写真は「内装工事」の写真で、キャットウォークを撮影しておりま
す。下の写真も、「内装工事」の写真で、正面・ステージを撮影しております。
１０月中旬より「内装工事として、アリーナ床下地・フロアー張り」、「塗装工事と
して、内外部の塗装」、「電気工事として、壁電気配線、及び、各器具等の取付」を、
行っております。
以上が、直近の進捗状況、及び、今後の予定です。

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。よろしいでしょうか。
それでは、教育長報告をいたします。
１０月４日、本来であれば県教職員課の学校訪問が行われるところでしたが、このよ
うな状況からオンラインで学校と繋ぐこととしました。校長先生のヒアリング、並びに
先生方の個人面接を行い、それぞれの希望聴取を実施しました。
それを受けまして、前回ご承認頂いた市教委の学校訪問の件については、私が代表し
て行かせて頂きました。１３日の上浦小学校をはじめとして、川島小学校まで一区切り
とし、前半を終えたところです。
１１月４日、従来であれば、総合教育センターで一堂に会して行っていた研修会「県
市町村教育委員会研修会」ですが、本年は市役所においてオンラインで繋ぎ、講演を聞
く予定です。ご参加いただけるようでしたら、ご連絡をお願いします。
それでは、別冊の「学校訪問報告」をご覧ください。
１枚目をお開きください。上浦小学校でございます。全校生徒５名。４年生１人、５
年生３人、６年生１人です。
学校教育目標ですが、少人数の良さを活かした上浦教育ということです。地域協力者
がたくさんいらっしゃって、その方が奉仕作業をしたりとか、卒業式に参加したりとか、
いろいろと協力をしていただいており、私も何度か拝見させていただきました。
今年度の重点教育目標ですが、地域の自然や文化、人々との関わり、他の園、小、中
学校との関わりや連携を深めたい、ということで、少人数のデメリットを最小限にし、
少人数のメリットを増やしていきたいという取り組みを行っております。
２、市教委への要望は、支援員の配置と雨漏り対応でした。
全校児童５人ですが、清掃が大変行き届いておりました。子どもたち、先生方、少な
い人数ではありますが、清掃を行っているようです。
次のページ、学島小学校です。全校生徒が１０８人。
学校の経営方針ということですが、川島町は小中一貫校ということで、川島・学島小
学校、川島中学校で教育を進めております。チェーンスクールとしまして、９年間を通
じて、社会に生きて働く力を育てるということです。中学校の先生が授業に来たりとか、
小学校の先生が参観に行ったりとか、川島中学校でしている講演会を小学生が見たりと
か、そのような活動をしています。
裏ページ、今年度から新しい校長先生がいらしているのですが、地元の方でございま
して。１番から９番まで、このような方針で、子どもたちに教育を行っております。
また、学島小学校のホームページに校長室便りが載っております。一回見ていただい
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たらと思います。いい意味でユニークで、校長先生の思いがよく分かる校長室便りです。
非常に人柄が出ているので、是非見ていただけたらと思います。
次のページ、鴨島東中学校です。全校生徒が１２０人。
４、特色ある取り組みといたしまして、学力向上させるということです。課題が少々
あるということから、学力向上を一番の柱として取り組んでいるところです。
４（４）小学生体験入学を実施し、生徒数確保に取り組んでいます。校長先生が、生
徒会の子どもたちに、この１年間の行事の中で、体験入学が一番大事な行事なのだと気
合いを入れて、頑張っております。東中学校の未来がかかっていると。
訪問時は、全員、一生懸命真面目に授業を受けておりました。東中学校も清掃がきち
んとできている印象でした。
次、鴨島第一中学校です。全校生徒３６３人。
目指す学校像は、人を大切にできる学校ということで、取り組んでおります。
３（１）新型コロナウイルスによる臨時休業ということで、県内第１番目のクラスタ
ーとなり、新聞にも載りました。それに負けることなく、子どもたちは一生懸命頑張っ
ています。
３（２）②特徴的な学校行事といたしまして、学校にてバザー等を行い、お店を出し
ていました。以前のようにはできませんので、簡易にはなっておりますが、コロナ対策
に工夫をして行っておりました。それと、９月３日には市民プラザで体育祭をしていま
す。あと、１年生の「ひとまち出会い発見行事」というのが、非常に特徴的と校長先生
はお話をされておりました。
３、課題といたしまして、校区外からの生徒が多いと。理由は部活動、人間関係、保
護者の都合と様々ですが、学校としては課題と共に活性化につながってもいるので、あ
りがたいことでもある、とのことでした。また、部活動に入らない生徒の増加が対応に
苦慮しているとのお話もありました。
山瀬小学校です。全校生徒１８９人。
２、本校の教育ということで、重点項目、コロナ対策はもちろんですが、１、学ぶ意
欲をもち、豊かで充実感のある生活を創造しようと努力する、自分で未来を切り開いて
いくことができる、というようなことを。②人権感覚、小・中の連携を深めることにつ
いては、小１プロブレムや中１ギャップを解消したい、ということお話しされておりま
した。（２）特色のある取り組みとして、人権宣言は、友達を大事にしようという活動
です。３、市教委への要望としまして、山瀬小学校は、体育館は改築工事を行っており
ますが、校舎は老朽化が進んでおり、校舎設備等の修繕改修をお願いしたい、というこ
とを切々とお話をされておりました。あとは、タブレットの通信環境を改善してほしい、
職員室・校長室にＷｉ－Ｆｉが十分と届かない、とおっしゃっておりました。あと、市
内学校施設が新旧あるなかで、同じ修繕費の配分では困るとおっしゃっておりました。
高越小学校です。全校児童１７５名。
２、学校経営方針、全ては子どもたちのために、ということで。高越小学校は、１１
月１９日、県小学校体育科研究大会がございます。県下、全小学校の大会です。そのた
め金曜日、臨時休業となり、研究大会を行います。全てオンラインとなっております。
あと、スクールガイドですが、これはポジティブな行動支援ということで。徳島県教育
委員会からも取り組みが示されておりますが、子どもたちの行動に良い変化がうまれま
すので、良い面も見つけて、子どもたちに伝えて伸ばしていこう、という活動です。
支援学級が７学級とたくさんございまして、教室も、知的が２学級、自閉症・情緒が
２学級、病弱が１学級、肢体不自由が１学級、言語が１学級。それぞれが協力学級に行
ったり、支援学級に行ったり、落ち着いて授業に取り組んでいました。４、要望事項に
ついては、施設設備はございませんで、人材配置の要望がございました。
次に、山川中学校。全校生徒１７８人。来年度の生徒数が１７２名ということで、若
干減る予定です。
山川中学校も学力向上に取り組んでいるということでした。不登校の生徒が増えてい
るのが気がかり、とお話されていました。要望については、記載のとおりです。人材や
教員の加配等です。来年度、高越小学校から１年生として、肢体不自由学級に入級予定
の生徒がおり、その方が女性なので、女性の支援員の配置をお願いしたいとの事でした。
山川中学校も落ち着いて授業をできています。全ての学校、全員がきちんと授業はで
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きていました。
川島小学校です。全校児童１８１名です。
１年生２６人ですが、クラスを２つに分けています。９学級になると、担任以外の先
生が一人増となるので、その分で、１年生を２学級にして、授業をしています。１年生
も４月当初に比べて、十分落ち着いて授業を受けていました。
２、学校経営方針は、４月の職員会で教職員に示し、朝会・集会等で説明し、共通理
解を図っていると。人格を磨く、教育の目的は自立、尊敬が大事、ポジティブな行動支
援、この点を気をつけているとのことでした。
特色ある教育活動ということで、チェーンスクールを。教職員の協力体制、チーム川
島ということでしておりますとおっしゃっておりました。メンター制度といいまして、
若手教員と先輩とで組み、一班３人から４人くらいで、月１回程度と決めて、育成に取
り組むことをしています。
市教委への要望事項ということで、川島小学校も施設が古くなっておりますので、改
善をお願いしたいということでした。
以上、簡単ではございますが、このような内容でした。なにか質問等ございますか
委員

山瀬小学校の令和山瀬仕草とはなにですか。

栗洲教育長

これは、江戸仕草に倣ったようなことで。、例えばすれちがうときに笠を傾けるよう
な、お互いを思いやる事をと。
委員さんはご存じですか。

委員

私が知る限りですが、以前は６年生等が考えて、いろんなことをしていました。いろ
んな子ども同士や地域の人と関わるときに、江戸仕草に倣ったようなことを考えて、学
校でやっていこう、というようなことだったかと。

委員

なるほど。
Ｗｉ－Ｆｉの環境悪いというところがありましたが、どのようになっているのです
か。

川真田副教育長
委員

栗洲教育長

子どもたちの学習環境は大丈夫と思いますが。また各学校に調査しておきます。
県の小学校体育科研究大会ですが、県下全体でオンライン開催なんですか。それでは、
授業は事前に撮っておいて流すのですか。
高越はビデオを撮っておいて、流すということでした。

委員

先生方の研究発表とかは、その場をオンラインで流すと。ということは会場へ行かず、
自分の勤務校で見られる方もいらっしゃるのですか。

栗洲教育長

勤務校で見られる方もいらっしゃいますし、吉野川市では自宅で見ることも可として
います。

委員

わかりました。対面できないということは、仕方ないですが、不自由なことですね。

委員

山川中学校で、肢体不自由の生徒がいらっしゃるということでしたが、ぜひ女性の先
生の要望を通していただければ。

栗洲教育長

その件ですが、トイレ等も自分でできるようなので、できれば配置を、という感じで
した。

委員

できればというぐらいですね。
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栗洲教育長

松家教育総務課長

栗洲教育長

そうですね。
また、なにかありましたら、次回でもかまいませんのでおっしゃってください。
それでは、「１１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。
１１月の定例教育委員会は、１１月２４日（水）午後２時開催とさせていただきたい
と思いますが、いかがでございましょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、次回の定例教育委員会は１１月２４日午後２時開催といたします。
以上をもちまして、本日の定例会を閉じることといたします。
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