平成２１年三好町教育委員会第４回定例会 会議録
日

時 平成２１年４月１５日（水）午前１０時開議

場

所 役場西館４階４０２会議室

出

席

委

員 委員長：大 森 香代子
委 員：長 山 家 久

委員長職務代理者：林

文 夫

委 員：岡 本 洋 子

教育長：廣 瀨 正 己
説明のため出席 教育部長；寺田良人、教育部参事：小栗一夫、教育部次長：柳川 傑、
し

た

職

員 教育行政課長：鈴木 淳、教育行政課主幹:久野宗秀、図書館長：加納公明、
歴史民俗資料館長：野々山照夫、学校教育課長：太田予一、
学校給食センター所長：加藤正義、スポーツ課長：野々山茂樹

書
傍

記
聴

教育行政課課長補佐：近藤友久

者 なし
委員長

教育委員会会議の開会及び閉会につきましては、三好町教育委員会会
議規則第８条の規定により、委員長が宣言することとなっております。

また、会議録の作成につきまして、三好町教育委員会会議規則第１
６条第１項の規定に基づき、教育行政課 近藤補佐 にお願いします。
委員長

本日の会議で、議案第１５号平成２１年度奨学生の認定につきま
しては、
「個人情報」に関する案件ですので、三好町教育委員会会議
規則第１８条第１項のただし書の規定に基づき、非公開の議案とし
てよろしいか、挙手をお願いします。
【挙手全員】

委員長
日

程

１ 委員長

議案第１５号につきましては、非公開とします。
平成２１年三好町教育委員会第４回定例会を開会します。

【開会宣言】

（午前１０時１１分）

日

日程２委員長報告第３回定例教育委員会以後、本日までに出席し

程

２ 委員長

【委員長報告】

ました行事等の報告をします。
お配りしました一覧表のとおりです。
４月６日、７日の小中学校の入学式では、天候に恵まれました。
多くの新入生は、希望に満ちて学校生活をおくってくれるものと思
います。
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日

程

３ 委員長

日程３教育長報告 教育長からの報告をお願いします。

【教育長報告】
教育長

お配りしました一覧表のとおりです。その中で入学式のお話が委
員長からもありましたが、本年度の当初の児童生徒数が確定しまし
たので御報告します。小学校児童数が４７９０人、中学校生徒数が
１９８９人で、合せて６７７９人です。昨年４月当初との比較では、
合計で１２８名の増、その内小学生が１３名の増です。小学校の学
級数は１クラスの減ですが、中学校では１年生での少人数学級の導
入により７学級の増となっています。

日

程

４ 委員長

日程４前回会議録の承認、会議録の朗読をお願いします。

【前回会議録
の承認】

教育部次長 【 前回（第１回臨時会）の会議録の朗読】
委員長

ただいまの会議録につきまして、三好町教育委員会会議規則第１
６条第１項の規定に基づき、承認してよろしいか。
挙手をお願いします。
【挙手全員】

委員長
日

程

【議

５ 委員長
事】

挙手全員です。会議録につきましては、承認されました。
日程５議事に入ります。
議案第１５号の説明をお願いします。

議案第１５号
（平成２１年度 教育行政課長【議案第１５号の説明】
奨学生の認定に
ついて）

委員長

議案第１５号について質疑のある委員は挙手をお願いします。
【質疑なし】

委員長

議案第１５号平成２１年度奨学生の認定について、採決してよろ
しいか。
原案に賛成の委員の挙手を求めます。
【挙手全員】

議案第１６号

委員長

挙手全員です。よって、議案第１５号は可決されました。

委員長

次に、議案第１６号の説明をお願いします。

(三好町スポーツ
振興審議会委員 スポーツ課長【議案第１６号の説明】
の任命について)
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委員長

議案第１６号について質疑のある委員は挙手をお願いします。
【質疑なし】

委員長

議案第１６号三好町スポーツ振興審議会委員の任命について採決
してよろしいか。
原案に賛成の委員の挙手を求めます。
【挙手全員】

議案第１７号

委員長

挙手全員です。よって、議案第１６号は可決されました。

委員長

次に、議案第１７号の説明をお願いします。

（平成２１年度
三好町教育委員

教育行政課長 議案第１７号につきましては、各担当課長から説明をさせていた
だきます。学校教育課長からお願いします。

会所属機関委員
の委嘱について）

学校教育課長、スポーツ課長 【議案第１７号の説明】
委員長

議案第１７号について質疑のある委員は挙手をお願いします。
【質疑なし】

委員長

議案第１７号平成２１年度三好町教育委員会所属機関委員の委嘱
について採決してよろしいか。
原案に賛成の委員の挙手を求めます。
【挙手全員】

委員長
日

程

６ 委員長

挙手全員です。よって、議案第１７号は可決されました。
次に、日程６協議及び報告事項に入ります。
次第に従って協議及び報告をお願いします。

【協議及び報告
事項】
教育部長

【５月教育委員会行事予定、平成２１年度区長名簿の説明】

教育行政課長【教育行政課の説明】
(1) 平成２1 年度教育行政課の基本方針と事務概要
(2) 教育行政課事務分担
(3) 過去に後援等の実績があり審査承諾をした申請の報告について
図書館長

【教育行政課・図書館の説明】
(1) 平成２１年度図書館の方針と事業概要
(2) 図書館事務分担
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(3) 平成２１年度図書館年間計画一覧表
(4) 平成２１年度図書館ネットワーク全体概要図
(5) 図書館の利用案内
資料館長

【教育行政課・資料館の説明】
(1) 平成２１年度資料館事業概要
(2) 資料館事務分担
(3) 平成２１年度事務事業実施計画
(4) 平成２１年度第１回展示会開催要項

学校教育課長【学校教育課の説明】
(1) 平成２１年度学校教育課事業概要
(2) 学校教育課事務分担
(3) 平成２１年度小中学校児童生徒数
(4) 平成２１年度小中学校教職員等名簿一覧
(5) 平成２１年度小中学校行事予定表
(6) 平成２１年度第２６回三好町長杯争奪中学校総合体育大会
(7) 平成２１年度運動会・体育大会の教育委員出席割り振り（案）
(8) 平成２１年度研究委嘱校研究発表事業実施計画
(9) 平成２１年度文部科学省・県関係研究指定について
(10) 平成２０年度学習状況調査について
学校教育課長 平成２０年度の学習状況調査結果について、御報告します。大き
な傾向は、昨年度と同じです。２０年度末で調査したものですが、
皆さん知っていただきたいところの要点をお話させていただきま
す。
５２ページをお願いします。問１０の小学生の朝食のアンケート
ですが、１９年度も２０年度も、一人で朝食を食べてくる児童が２
割であります。各学校でもこの対策を考えていただけるものと考え
ていますが、教育委員会としてもこの状況を大きく捉えていきたい
と思います。
５４ページをお願いします。問５の中学生のアンケートですが、
「授業はわかりやすいですか。
」という質問に対して、１９年度と比
べると２０年度は「とてもよくわかる」
、
「まあまあわかる」という
数値が上がっています。これは、県や町の少人数の加配等のおかげ
で少人数授業や個に応じた支援をしていることが、反映していると
思います。
５７ページをお願いします。問１４ですが、中学生に対する朝食
のアンケートです。小学生は２割でしたが、中学生は約半分の生徒
が朝、一人で朝食をとっている状況です。部活動などが要因と考え
られます。
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５９ページ以降については、いわゆる中学校１年生のギャップと
いうことで、６年生と中学１年生のアンケートの結果です。昨年度
とあまり変わっていません。
給食ｾﾝﾀｰ所長【給食センターの説明】
(1) 学校給食センター事務分担
(2) 学校別残菜量統計について
スポーツ課長【スポーツ課の説明】
(1) スポーツ課事務分担
(2) 平成２１年度学校体育施設スポーツ開放事業
委員長

これまでの協議及び報告事項について、質疑のある委員は挙手を
お願いします。

委員

研究委嘱について、三好町の中学校では新任で若い先生が多い中、
中学校の研究委嘱は、大変なのではないかと心配をしています。具
体的な発表の方法はどのようなものか。また、研究発表の義務はあ
りますか、お尋ねします。

教育部参事

発表は義務というものではありません。各学校に研究委嘱するこ
とによって教員の資質を高めることが目的であります。研究発表は、
研究を広く他の教員の方にその成果を見ていただき、参考にしても
らうものです。少し負担になるものにつきましては、各学校に発表
をお任せしていますが、発表していただきたいと考えています。
研究委嘱の順番については、ローテーションを組んで、順番に行
っています。小学校が８校、中学校が４校ありますので、小学校→
小学校→中学校の順で実施しています。三好丘中学校は、他の学校
との兼ね合いにより今回、委嘱させていただいています。
研究の内容等につきましては、今、課題となっているもの、学校
で取り組んでいきたいものは何かということで、全職員が考え合っ
ていただき、学校が一丸となって学校教育に取り組んでいただけた
らと考えています。

委員

前回、若い先生たちと懇談会をした時に、先生たちは学びたいと
いう気持ちをすごく持っていらして、その思いが伝わってまいりま
した。本当にやりたいことと研究会のものが少しずれていて、先生
の多忙化につながっているのではないかと思い、心配しました。
先ほどの参事の説明のように、全職員が一致団結して研究会に臨
めるように教育委員会がサポートしていただけるように願っていま
す。
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委員

三好町教育基本計画の改訂についてですが、この計画は、平成１
５年に初版が作成され、平成１８年に改訂があり、平成２０年度に
は評価というものがされているものと思います。先回の町議会に提
出された「教育委員会の評価」においても同じようなことが書かれ
ていると思いますが、この計画の改訂事務については、
「国の教育振
興基本計画」を参酌して進めることとあります。
国の意見に従うことは従わなければいけませんが、三好町の特異
性、また平成１５年にできた計画をこの５年間いろいろ振り返られ
て、一番問題になるところを拾い上げ、さらに三好町の独自性と、
市になることを踏まえたことなどを示していく必要があると思いま
す。この辺りを是非、改訂の中に織り込んでいただきたいと思いま
す。

委員長

ひとつ付け加えていただきたいのですが、教育基本計画の推進会
議に出席したおり、その会議で委員長の先生が「今、できつつある
改訂案の教育基本計画は、三好らしさが欠けているのではないか」
と言われていました。まだ、時間はあると思いますので、
「三好らし
さ」についてお願いしたいと思います。

委員

サンアートの文化芸術の振興の事務で、サンアートの指定管理者
の選定の事務手続きですが、サンアートの有効利用、利用しやすさ
という面でも少し検討をしていく方向で進めていただけたらよいと
思います。

教育行政課長 今の提言につきましては、各担当にそれぞれ伝えます。御希望等
が教育基本計画の改訂事務に織り込めるように、また、サンアート
の指定管理者の選定事務につきましても利用時間などの検討も踏ま
え、公募していきます。公募要領が決まりましたら、委員会に諮っ
てまいりたいと思います。
委員

図書館の事業で、学校図書館との連携については、いままでの方
向と大きく、変わらないと思いますが、新たに学校から何か要望等
が出てきているのでしょうか。

図書館長

先日も校長会で図書館との連携の話をさせていただき、学校司書
の方、校長先生の方に何か要望がありましたら、その要望にお応え
したいとお話をしました。今のところ、特別の要望は、ありません。
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委員

特別支援教育についてですが、障害のある子どもの教育において、
「専門医を配置する」とありますが、これは、
「専門医を指定する」
という意味の配置」なのですか。

教育部参事

専門医につきましては、今、石川先生に相談をお願いしています。
御質問の配置とは、
「相談事業の配置」ということです。専門医がい
つも学校にいるということではありません。よろしくお願いします。

委員

石川先生が、大変協力的に御指導してくださって三好町は大変恵
まれているという話をお聞きします。が、実際問題として、石川先
生に受診していただくためには何か月も待たなければいけないと
か、また、他に発達障害の対応に関わる専門医が不足しているとお
聞きします。
すぐに、受診した方がよい児童、生徒がいる場合は、その対処の
仕方について、何か考えて見えるのでしょうか。

教育部参事

専門医が診断をしてくださるということですが、その前に、養護
学校との連携事業というものがありまして、養護学校の巡回相談が
あります。
養護学校の先生が実際に子どもを診て、指導していただき、それ
について専門医の方と一緒に診ていただくことがあります。あるい
は、子ども発達センターに受診していただく方法もあります。
今後の構想になるかと思いますが、近隣の大学で専門の方もいま
すので、そこで相談していただくことも検討していきたいと考えて
います。

委員

学校教育の事業についてですが、それぞれ重点目標、重点項目が
あります。これらに沿った具体的な行動プログラム、施策などを教
育委員に後日で結構ですので、お示しいただきたいと思います。

委員

４月１日に町のホームページが変更されまして、スタイルが大き
く変わりました。
「三好町教育委員会」のことばが、その中から消えています。教
育部が町部局の組織の中に組み込まれている感があり、教育部しか
ない形になっています。
本来、三好町教育委員会があり、その中に教育部がある。教育委員
の存在がない状況になっており、教育委員会がさみしい気がします。
教育委員会の教育部に教育行政課、学校教育課、図書館、スポー
ツ課等があると思います。御検討をお願いしたいと思います。
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委員

スポーツ課の事務のことですが、先日、さんさんスポーツの総会
に出席させていただきました。役員等の方はボランティア的によく
活動されて、このままではエネルギー切れされてしまいそうで心配
しています。役員の方と時折、話をしたのですが、スポーツ課の方
がどれだけ関わり、協力していただけるのかということです。この
活動は、自主的なものですが、悩んでみえた事は、地域と学校の協
力を得て活動をするものですが、
「地域と学校との連携がなかなか難
しく、うまくやれない」と言われていました。
積極的に、どこかが関わり、よく実際を見て、課題を見つけて指
導をお願いしないと、ボランテイアの方々がエネルギー切れになっ
てしまわないか心配です。
是非、職員の事務分担も４月から変わっているので、御指導、助
言を頂きたいと思います。

スポーツ課長 「なかよしクラブ」と「さんさんみよしクラブ」の２つがそれぞ
れ活動をいていただいております。その経緯、活動はそれぞれ違い
がありますが、指導者等の方々は、仕事を持ちながらも熱心に活動
していただいております。
両クラブが自立でき、存続できるように、職員は折に触れ、打合
せ等をさせていただいております。成熟しているクラブは概ねその
会で進めていかれます。なかよしクラブについては、４月にマネー
ジャーを含め役員の交代もあり、総会の準備など打合せをしていま
す。
力足らないかもしれませんが、自立支援に一層努めていきたいと
思います。
委員

学習状況調査結果について、確認ですが、それぞれの項目で「勉
強はあまり楽しくない」というような悪いところの理由を、アンケ
ートで把握しているのでしょうか。

学校教育課長 この調査は、記述式のアンケートではありません。マークシート
方式ですので、具体的な子どもの言葉は把握していません。
委員
日
【

７ 学校教育課長 これは、家庭に配布していません。

程
閉

この資料は、各学校、各家庭に配布をしているのですか。

会

】

結果がでましたので、各学校に報告しています。

8

委員

この調査は、多くの時間を費やして作成していただいたものです
ので、有効に活用していただきたいと思います。
この一年間でどれだけ、このギャップが小さくなっているのか来
年の中一ギャップの調査結果を楽しみにしています。

委員長

他に報告事項はありますか。
なければ、本日の日程の案件は、すべて終了しました。

委員長

日程７三好町教育委員会会議規則第８条の規定に基づき、平成２
１年三好町教育委員会第４回定例会を閉会します。
（午前１１時１１分）

委員長

次回の開催予定の調整をお願いします。

次回開催予定
平成２１年５月２０日（水）午前１０時から
平成２１年５月２０日

委

員

長

委員長職務代理者

委

員

委

員

教

育

長

作

成

者
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