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報告事項

（１）令和３年・令和４年 成人式について
（２）令和３年度６月市議会定例会一般質問について
（３）吉野川市学習用タブレット端末等貸与規程について
（４）山瀬小学校屋内運動場改築工事の進捗状況について
（５）第２０回吉野川市リバーサイドハーフマラソンの延期について
教育長報告
その他
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、報告事項に入ります。
報告事項（１）「令和３年・令和４年 成人式について」事務局よりお願いします。

近藤生涯学習課長

報告事項（１）令和３年・令和４年成人式につきまして、ご報告させていただきます。
令和３年成人式につきましては、前回の教育委員会におきまして、８月のお盆の時期
を開催目標という説明をさせていただきましたが、今後の本市においての新型コロナウ
イルスワクチンの接種状況を考慮し、また、成人式実行委員の方々の意見を基に、開催
日を来年、令和４年１月３日に吉野川市民プラザアリーナにおきまして、令和３年分を
午前、令和４年分を午後の２部での開催と決定いたしました。
それでは、スケジュールにつきまして、資料を基に説明させていただきます。
資料１ページをご覧下さい。成人式は、開催案内をホームページで周知した後、資料
のタイトルにもございますが、予約制で開催いたします。予約には、事前の電子申請に
よる手続きが必要となります。資料の①になります。この申請を１０月上旬より開始し、
式典への参加希望者には、居住地、メールアドレス、帰省予定日、個人情報提供同意な
どの必要事項を登録をしていただきます。参加登録手続きは、１０月末までに完了し、
参加者対象名簿を作成いたします。
並行しまして、資料の中程にあります②、１１月中旬頃に検査業務を委託する業者を
決定します。登録をしていただいた参加希望者の内、県外からの出席者へ順次、ＰＣＲ
検査キットの送付を行います。検査キットは、帰省予定日の前週に対象者に直接、委託
業者から届くよう実施し、唾液検体を採取後、返送していただきます。検査結果につき
ましては、随時、各個人や教育委員会へ電子メールにより結果報告されます。
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その後、資料の下から２行目③１２月下旬にバーコード付きの出席案内、県外は陰性
確認者のみとなりますが、この案内メールを送信しまして、１月３日の成人式当日には、
この送信されたバーコードによる受付と体調チェックにより、入場を行い開催するとい
うスケジュールとなっております。
２ページをご覧下さい。これは、ＱＲコードを読み取っての検査の流れのイメージ図
となっておりますのでご高覧下さい。
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

費用はどうされるのですか。本人がするのですか。

栗洲教育長

費用は市が負担します。個人負担はありません。

委員

ＰＣＲ検査の時期なのですが、帰省前に行うとおっしゃいましたが、どれくらい前に
行うのですか。

近藤生涯学習課長

帰省予定日の前週、大体、１０日前くらいに検査キットが届くように予定しておりま
す。届き次第、参加希望者はすぐに検体採取していただいて、委託業者に送付していた
だきます。帰省日の前日までには、検査結果が来まして。陰性の結果を基に、吉野川市
に帰省していただくという流れになります。

委員

大きなイベントになりますが、県外の方だけ検査するのですか。

近藤生涯学習課長

そうです。県外の方だけです。

馬郷副教育長

委員

補足説明いたしますが、唾液検体の採取日については、できるだけ帰ってくる直前に
行うのが望ましいところですが、検査所に送り返して検査することとなりますので、郵
便事情もあるので、何日か余裕をみないといけないと。できれば５日前程度の検体採取
が望ましいかと考えております。検体採取後は、県外の方は不要不急の外出を控えるよ
うにとの注意喚起を行おうと考えております。
その上で、午前と午後に分かれて実施ということですね。分かりました。

栗洲教育長

よろしいでしょうか。
それでは、報告事項（２）「令和３年度６月市議会定例会一般質問について」事務局
よりお願いします。

松家教育総務課長

お手持ちの資料、３ページをご覧ください。
令和３年度６月市議会定例会一般質問についてでございますが、教育委員会に対しま
して、２名の議員から、質問がございました。
質問順に、担当課長が報告をいたします。

村松学校教育課長

桒原議員より、「学校等で新型コロナウイルス感染症の陽性者が出た場合の周知方法
について」のご質問があり、答弁いたしました。
児童生徒の保護者に対しては、ご家庭での感染防止対策を依頼するとともに、子ども
たちがＰＣＲ検査を受ける際には、学校への事前連絡もお願いしており、当該校及び市
教育委員会においては、平日、休日の区別なく、陽性との連絡があった時点で、すぐに
対応できるよう、万全の準備をしていること。
検査結果が陽性の場合には、当該校の保護者には校内の消毒及び濃厚接触者の特定を
行うために必要な期間を臨時休業とする旨を、学校から一斉に電子メールにて、連絡を
していること。
なお、その際には感染拡大防止の観点から、学校関係者のみにお知らせしていること、
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冷静な対応を促す文言等も含めており、うわさや風評被害が生じないように努めている
こと。
市内の小中学校においては、５月１３日を最後に、児童生徒や教職員が陽性と判定さ
れた事例はないが、保護者をはじめ関係者の皆様が安心できるよう、迅速かつ適切な情
報発信に努めていくことなどを答弁いたしました。
以上でございます。
近藤生涯学習課長

村松学校教育課長

同じく、桒原議員からの６「市民プラザについて」（１）「アリーナなどの使用状況
は」とのご質問がありました。
使用に関しては、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、様々な制限を設けたこと
により、大規模な大会等が実施できていないが、利用者数は当初計画を上回っており、
市内外を問わず多くの方にご利用を頂いているところである。使用実績においても、メ
イン・サブを合わせたアリーナ、トレーニング室、図書館等の合計利用者数は、１６１,
８０８人となっている。
今年度に入っては、県高校総体バドミントン大会が開催されたり、５月３０日には、
鴨島図書館の来館者数が１０万人を迎えた式典も実施された。また、８月には、剣道の
令和３年度国体四国ブロック大会を予定している。
今後においても、市民プラザを核としたまちづくりをすすめ、全国大会や県大会等の
大規模大会の誘致や、多世代に対応した
様々なプログラムを提供し、利用者の増加や更なるサービスの向上に取り組んで参りた
いとの答弁をいたしました。
次に、同じく桒原議員からの７「成人式について」（１）「令和３年・令和４年成人
式の具体的な開催方法は」とのご質問がありました。
成人式の内容につきましては、報告事項（１）でご説明したとおりとなりますので割
愛させていただきます。
次に、（２）「令和４年４月成年年齢に関する民法改正に伴う成人式のありかたは」
とのご質問に、１８歳を対象にしたメリットは、「引き下げられた年齢と同時期に開催
することにより混乱が少ない」「親の同意を得なくても自分の意思で様々な契約を行え
るようになるため、大人になるということの意識づくりができる」などが考えられる。
一方、デメリットは、「受験の時期に重なり、参加者が少なくなる」「新成人となる
実行委員が企画運営を行っており、委員の負担が大きくなる」との意見があり、これに
加え、「成人式の後に高校卒業となり、節目、区切りの面で違和感がある」「飲酒・喫
煙は二十歳まで解禁されないため、一般的に二十歳を節目とする意識が強い」など様々
な意見がある。
これらメリット、デメリットを総合的に勘案し、本市においては、これまでどおり、
二十歳の方を対象に、式典を開催するとの答弁をいたしました。
次に、（ア）ワクチン接種が進む中、ＰＣＲ検査を受けて参加する必要があるのか。
との再問がありました。
本市における若い方へのワクチン接種状況については、年末頃には、かなり進んでい
る見込みであるが、引き続き、変異株等の感染状況も注視しなければならない状況であ
る。このため、ＰＣＲ検査で陰性を確認してから、帰省することにより、市内に住まわ
れている家族はもちろん、成人式に出席する本人も安心して帰省していただけるため、
今回の事業は有効であると考えると答弁いたしました。
最後に、（イ）徳島県の事業を活用する考えは との再問につきましては、ゴールデ
ンウィーク期間中や６月中旬にあった、帰省者に対し無料のＰＣＲ検査を実施する徳島
県の事業においては、今後、年末に向けて同事業が実施されるかが不明である。加えて、
成人式開催には、主催者として帰省する参加者の、陽性・陰性の結果を迅速に得る必要
があるため、今回の事業は、市が実施しなければならないと考える。
しかし、感染状況が落ち着いてきた場合には、対象都道府県の指定や希望者のみにす
るなど、柔軟な対応ができるよう準備を進めて参りたいと答弁いたしました。
以上でございます。
細井英輔議員より、「徳島県ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けての本市の状況につ
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いて」のご質問がございました。
（１）「徳島県ＧＩＧＡスクール構想の進捗状況」については、端末の導入について
は、４月中旬には２,６００台の端末をすべての小中学校に導入し、１人１台端末が実
現している旨を答弁いたしました。
（２）「タブレット端末の状況」については、報道等で不具合が報告された端末では
あるが，現在のところ、市内各校において、バッテリーが膨張した事例や本体等が破損
した事例は報告されていないこと。
各学校では夜間の充電を停止し、目視による点検等の措置を続けながら使用している
が、念のため、納入業者が６月２３日から学校ごとに全ての端末を順次回収し、一斉点
検を行い、一層の安全確認を行う旨を答弁いたしました。
（３）「教員の指導スキルの向上策について」は、アプリケーションの操作方法等に
ついては、６月上旬に２回、教育研究所主催の教員を対象する研修を実施し、参加者か
らは、新たな指導スキルを身につけただけでなく、授業において、積極的に使用したい
といった感想も寄せられており、大変有意義な研修となったこと。
今後は、多様な研修を実施し、教師のＩＣＴ活用能力を高め、個別最適化された学び
を進めるために、指導スキルの向上に努めていくことなどを答弁いたしました。
臨時休業の対応についての再問があり、鴨島第一中学校においては、９日間の臨時休
業の間、各学年の状況に応じて、学習プリントの送付、県教育委員会に借用した端末を
使用して、家庭との双方向通信の試験的な運用も行ったこと。
今後は、災害の発生等による臨時休業等の緊急時においても、効果的な端末の活用に
より、全ての児童生徒の学びを保障できるよう、ＩＣＴ環境の充実に努めていく旨を答
弁いたしました。
以上でございます。
松家教育総務課長

栗洲教育長

続きまして、教育総務課関係についてでございますが、「４ 山瀬小学校屋内運動場
改築工事について」細井議員より、質問がございました。
まず、「工事の進捗状況は」についての質問に対しまして、杭工事等での中断、年末
年始を挟んだうえ、大型の特殊な杭打ち機が必要であったため、手配と日程調整等に時
間が必要となり、併せて約３か月を要しましたが、その後は順調に進んでいるところで
す。竣工時期につきましては、１１月末までの工期予定となってます。
また、解体工事については、令和４年３月に、外構工事につきましては、令和４年の
夏休みを竣工予定としており、今後も安全を第一とし、予定どおり工事が進捗するよう
努めます、との答弁を行いました。
次に、
「経費削減についての成果は」についての質問に対しまして、内部協議を重ね、
可能な箇所はできる限り経費削減に取り組みました。材料の変更、杭工事で発生した不
用土の再利用、また、不用土の処分費や購入土の経費も削減できました。
今後におきましても、機能を落とさず、経費を削減できるよう、努めます、との答弁
を行いました。
以上です。
ただいまの報告事項についてですが、ご質問等はございませんか。

委員

成人式のコロナ対策の話がありましたが、高校総体のコロナ対策は、どのような予定
ですか。

近藤生涯学習課長

県において開催される実行委員会に、十分な対策をお願いしております。開催地が特
別な準備をする話は、今のところ、入っておりません。

委員

あと、感想になりますが、ＧＩＧＡ構想の指導スキルということなんですが、端末を
扱うという技術的なことと、教育ということとが合わさって、指導スキルになるのでは
ないかと。教育がおろそかになってはいけないと思います。

栗洲教育長

ありがとうございます。タブレットは、タブレットを使用することを目的とならない
4

ように、「文房具」としてタブレットが存在する意識で研修しております。
ほかは、よろしいでしょうか。
それでは、報告事項（３）「吉野川市学習用タブレット端末等貸与規程について」事
務局より説明をお願いします。
村松学校教育課長

栗洲教育長
委員

川真田副教育長

報告事項（３）「吉野川市学習用タブレット端末等貸与規程について」ご説明いたし
ます。
先月の定例教育委員会にて、ご審議いただき、ご指摘の箇所を修正をし、令和３年５
月２７日から施行いたしましたので、ご報告いたします。
修正した箇所は、資料８ページ中段下、７の２行目中程、アンダーラインの誤字を訂
正しました。
９ページ最下段 備考欄の記載文章の文末表現が統一されていなかったことや、貸与
条件と重複する内容は削除し、中段上アンダーラインの文言を備考欄から転記いたしま
した。
１０・１２ページの貸与条件において、見やすくするために、行頭の数字や文字の表
示位置を調整し、体裁を整えました。
以上でございます。
ただいまの報告について、ご質問等ございませんか。
１１ページの、宛名、吉野川市教育委員会となっておりますが、前回の時は学校長に
なっておりました。訂正されたのですか。
教育委員会の方が適切であるということで、訂正いたしました。

栗洲教育長

よろしいでしょうか。
それでは、報告事項（４）「山瀬小学校屋内運動場改築工事の進捗状況について」事
務局より説明をお願いします。

松家教育総務課長

お手持ちの資料、１５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。１６ページの写真は、
「配
筋・型枠工事」全体の写真です。上の写真は、ドローンを使って、上空から撮影し、下
の写真は、横から撮影しております。
１７ページの写真は「梁配筋・圧接スラブ型枠建てこみ」の写真です。上の写真は、
上空から撮影し、下の写真は、横から撮影しております。
６月中旬より「２階梁配筋・圧接工事」と「スラブ型枠建てこみ工事」を、同時進行
で行っております。
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。
杭の後は順調で、１１月竣工予定ですね。
他によろしいでしょうか。
それでは、報告事項（５）「第２０回吉野川市リバーサイドハーフマラソンの延期に
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

報告事項（５）「第２０回吉野川市リバーサイドハーフマラソンの延期について」ご
報告させていただきます。
先日、６月１４日に、大会実行委員会が開催されました。実行委員会では、事務局で
ある生涯学習課からは、大会開催に向け、コロナ対策費等により増大する支出を受け、
限られた予算内でも開催できる方法としまして、オンラインマラソンの実施や参加料を
上げることにより開催可能となる案を提案いたしました。
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しかし、実行委員の方々からは、「参加していただくランナーに参加料を上げるなど
の負担増は強いられない。」「オンラインマラソンでは、ランナーが直接、本市へ来る
ことがないため、名所等の吉野川市の良いところを見てもらえない。」「オンラインで
なく、実際に走る大会でなければ、ランナーを応援する市民の方々の思い、大会スタッ
フとして関わるスポーツ関係団体の温かいサポートもランナーには伝わらない。」「長
年続いてきた伝統大会であり、特に今回は、第２０回大会として記念すべき大会である
ため、内容変更は好ましくない。」等の意見があり、審議していただいた結果、第２０
回吉野川市リバーサイドハーフマラソンは、本年度は実施せず次年度に延期という結果
となりましたので、ここに報告させていただきます。
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。
よろしいでしょうか。
それでは教育長報告をいたします。
５月３０日、鴨島図書館来館１０万人記念式典が開催されました。新聞にも掲載され
ました。該当者は知恵島小学校３年生でした。記念品等をお渡しいたしました。
６月９日、図書費寄附感謝状贈呈式がございました。これは、大久保産業さんが、小
中学校に１００万円寄附してくださったので、各学校に割り当てて活用させていただく
こととなりましたので、感謝状を市長からお渡ししました。あとは、市議会関係の内容
を記載しております。
６月３０日、本日、定例教育委員会を開催。
来月は、夏休みが７月２１日から８月２６日まで。昨年は夏休みの短縮とか、閉庁日
を変更する等、ご審議いただきましたが、今回はそのまま例年どおりの予定です。また、
学校閉庁日は８月１２日から１５日。曜日関係なく、閉庁日は日直を置かなくても良い
としております。教職員は当然勤務を要する日ですので、夏休・有給等での対応を可と
しております。
以上、私からの報告となりますが、報告内容について何かございますか。よろしいで
しょうか
それでは、「７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。

松家教育総務課長

７月の定例教育委員会は、７月２８日（水）午前１０時開催
うか。

栗洲教育長

よろしいでしょうか。それでは、次回、定例教育委員会は７月２８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。
これをもちまして、定例教育委員会を閉会いたします。
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いかがでございましょ

