四国中央市教育委員会会議録
令和３年四国中央市教育委員会第１回定例会会議録
日

時

令和３年１月22日（金） 午後１時30分～

場

所

四国中央市庁４階

401会議室

委員定数

５名

出席委員

教育長 東
委員 星川

誠 、委員
光代

欠席委員

委員

卓

会議に出席した
公務員の職氏名

参与 眞鍋 葵
教育管理部長 石川 正広 、教育指導部長 古川 拡延 、
教育総務課長 森実 啓典 、学校教育課長 渡邉 真介 、
生涯学習課長 窪田 壮哲 、文化・スポーツ振興課長 田邉 真二 、
教育総務課長補佐 鈴木 崇士 、教育総務課係長 佐藤 崇 、
教育総務課 松林 永子 、教育総務課 戸田 浩史

傍聴人

なし

日

開会宣言
教育長挨拶

程

石川

篠原 祥子 、委員 篠原 理 、

日程第１ 令和２年第12回定例会会議録の承認
日程第２ 令和３年第１回定例会会議録署名人の指名
日程第３ 諸般の報告
教育長より諸般の報告
各課長より事務報告
日程第４ 議事
議案第１号 第３期四国中央市子ども読書活動推進計画について
日程第５ その他
閉会宣言
会議の概要
事務局

東教育長

開会
午後１時30分 定刻になったので、令和３年第１回定例会を開会する。
なお、石川卓委員から欠席の届けがあったが、出席委員が定足数に達して
いるので、本会の成立を確認する。
開会にあたり、教育長よりご挨拶をお願いする。
教育長挨拶
先日の1月20日は、１年のうちで最も寒い時期とされる二十四節気の大寒
であったが、当市においては穏やかな暖かい日が続いている。北陸地方など
での寒波が押し寄せ大雪に見舞われ、交通の大渋滞などで立ち往生している
状況を目にすると瀬戸内の穏やかな気候の中で生活している私たちは本当に
ありがたいことだと思う。

1

四国中央市教育委員会会議録
新型コロナウイルスについては、ご存知のように当市においてもクラスタ
ーが発生し、教育委員会もそれらに関連する事象も含め悶々とする日々が続
いている。また、イギリスで見つかった変異したウイルスに静岡県で複数の
人が感染していたことが確認されたとの報道があったが、いずれもイギリス
への渡航歴はなく経路不明の市中感染とみられ、感染力が強い等を聞くと先
行き不透明な事態に加えて更に不安な気持ちに駆られる。
私事であるが、私の２年前に亡くなった母は、晩年は認知症がかなり進行
して毎日デイケアに行ったりショートステイを使わせてもらったりしてい
た。今のコロナ禍に母が生きていたらコロナ感染症のことも理解できなかっ
ただろうし、施設の利用が制限され家でずっと過ごすことになれば家族は心
身ともに疲れ果てていただろうと思う。その人その人にそれぞれの背景があ
り、状況があり、色々な立場の人が大変な思いをしている。そういうことも
含め人に思いを馳せることを忘れてはならないことを改めて感じたところで
ある。
愛媛県においては、県独自で設定している今月26日までの特別警戒期間に
ついて、延長する方向という考えを示されはじめているが、正式に決定され
る方針や当市の感染者発生状況を鑑みながら今後の学校教育や社会教育、教
育委員会が所管している行事等について検討が必要になるかもしれない。篠
原市長も臨時会見を開き「今一度、市民の皆さんに感染回避行動をお願いし
ます」と呼びかけられたが、何より一人一人の感染対策に対する意識の向上
や感染対策への実践に努めるよう自分だけでなく、周囲の人とも確認し合う
などしたいと思う。学校においても保護者に対して何度も何度も感染予防対
策のための協力をお願いし続けているが、色々と意識の違いがうかがえる。
また、学校側の言い方や伝え方ひとつで、保護者の不信を招きかねないこと
もある。学校には子どもたちの健康安全のために誠意をもって頑張ってもら
うしかない。
１月の後半に予定されていた集合型の研修会や研究会等を中止または延期
したところもある。学校参観日についても延期をお願いしているところであ
る。教育委員の皆様には、急な変更等でご迷惑をおかけした。
今はこのような中だが、１月17日の新春競書大会は無事開催でき本当によ
かったと安堵している。後ほど担当課長から説明があると思うが、教育委員
の皆様もご出席いただき感謝申し上げる。また、しばらくこのような状況が
予想されるが、２月１日には総合教育会議が開催されるのでよろしくお願い
する。
事務局

東教育長

これよりの議事進行については、教育長にお願いする。
会議録承認
会議録の承認について諮る。令和２年第12回定例会会議録案について、事
務局より説明を求める。

事務局

令和２年第12回定例会会議録案の概要を説明する。

東教育長

令和２年第12回定例会会議録案の承認について諮る。

全委員

承認する旨答える。
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東教育長

東教育長

東教育長

承認の旨確認し、令和２年第12回定例会会議録の原案を承認する旨宣す
る。既に指名の教育委員には、それぞれ後ほど会議録に署名を願う。
会議録署名委員の指名
令和３年第１回定例会会議録署名人に、篠原祥子委員、星川光代委員を指
名する。
報告事項
新型コロナウイルス感染症にかかる学校の臨時休業措置について再度説明
させていただく。当市の小中学校で学校関係者に感染者が出た場合は、当面
３日間、当該の小中学校を臨時休業とすることにしている。この３日間とい
うのは、文部科学省から示された「学校における新型コロナウイルス感染症
に関する衛生管理マニュアル」において「学校で感染者が発生した場合でも
臨時休業は、濃厚接触者の特定や濃厚接触者の陰性が確認されるまでとし
『学びの保障』の観点からも、現在はおおむね３日程度の臨時休業後の学校
再開が一般的である」と示されている。その後、保健所の指示のもと関係機
関と連携しながら情報を整理し、臨時休業の延長や一部解除等、その後の必
要な措置をとることとしている。ただし、学校関係者の感染が確認された時
点で囲い込みができている場合には、休業を行わなかったり濃厚接触者がい
ないと判断され感染経路が判明しており、学校外で感染したことが明らかで
あって他の児童・生徒に感染の恐れが低い場合には、臨時休業を早い段階で
解除したりする場合もある。これらは、愛媛県教育委員会の方針・通知に基
づいている。
小中学校の運動会・体育祭についてだが、以前より篠原祥子委員からも町
民運動会との兼ね合いや時期などについてご意見をいただいてきたところで
ある。これまで公民館長にも町民運動会と学校運動会との合同開催について
の協議をお願いしたり、９月の残暑の厳しい中での練習や実施について検討
してきたりした結果、来年度からの小学校運動会を５月の第３日曜日、令和
３年度は５月16日に行うこととなった。公民館との同一開催校もある。ま
た、中学校は、体力的にも小学生よりたくましく、エアコンも整備されたこ
とや２学期に学級づくり等の要に必要な行事等の現場の声を鑑み、暑さ対策
や時間短縮などの工夫をし、更には新人戦の日程等を考慮した中で、９月の
第３日曜日の９月19日に決まった。新宮小中学校についても９月19日の実施
予定である。この見直しは、コロナの影響で今年度の行事が例年のように実
施できなかったことにより、行事を見直すよい機会となったことの一つだと
思う。
続いて、各課から事務報告を求める。

森実教育総務課長

教育総務課所管の教育総務・学校管理・学校施設に関し、資料に基づき事
務報告する。
1/12 市長年頭のご挨拶があった。例年だと1/4に実施されるが、今年は
コロナ禍の状況もあり特別である。
1/22 本日、教育委員会定例会である。

窪田生涯学習課長

生涯学習課所管の社会教育・人権教育に関し、資料に基づき事務報告す
る。
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1/10に開催予定だった令和２年度四国中央市成人式については延期として
いる。
1/11 愛護班親子凧あげ大会を伊予三島運動公園体育館にて167名の方に
参加いただき実施している。感染症の影響により凧の作成のみとしている。
1/13 新規採用転入教職員等人権・同和教育研修会（第4回）を密を避け
るため、市内３会場にて実施している。
1/18 延期となっていた四国中央市人権・同和教育研究大会（社会教育
部）を密を避けるため、しこちゅーホールにて開催している。例年は、７月
か８月頃に開催している。226名の方に参加いただいている。
田邉文化・スポー 文化・スポーツ振興課所管の文化振興・スポーツ振興・図書館に関し、資
ツ振興課長
料に基づき事務報告する。
1/17 第10回四国中央市紙のまち新春競書大会を開催している。321名の
応募をいただき、当日は303名の児童・生徒に参加いただいた。
1/22 四国中央ふれあい大学企画委員会が開催され、来年度のふれあい大
学の事業について協議している。
1/10 やまじっこマラソンを開催している。535名の申し込みがあり、当
日は395名の方々に参加いただいた。
スポーツ振興については、現在、スポーツ推進計画の策定に向けて準備を
進めているところである。
各図書館については、新型コロナウイルス感染症予防策を講じながら平常
開館を続けているところである。
曉雨館については、12/8から企画展「宇摩の変わり者？！安藤正楽～書簡
でみる正楽像～」を開催している。また、同時にＤＶＤを作成して市内の小
学校に配布している。
1/16 暁雨館大学「宇摩地域の大地の成り立ち」を実施し、31名の参加を
得ている。
渡邉学校教育課長

学校教育に関し、資料に基づき事務報告する。
1/5から7、9から11にかけてＧｓｕｉｔｅの操作研修会を実施している。
全体で280名の先生方に参加いただいた。
本市においても新型コロナウイルス感染症の恐れが出てきたこともあり、
1/18以降の研修会、参観日等については、規模の縮小あるいは中止としてい
る。
なお、学校においては、健康観察の徹底、感染防止対策の徹底を行いなが
ら教育活動を実施しているところである。

東教育長

只今の各報告について、意見質問等がないか問う。

篠原祥子委員

四国中央ふれあい大学企画委員の構成メンバーについて伺いたい。

田邉文化・スポー
ツ振興課長

四国中央ふれあい大学企画委員の構成メンバーについて説明する。

東教育長

他に意見質問等ないか問う。
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篠原理委員

東教育長

東教育長

田邉文化・スポー
ツ振興課長

東教育長
篠原祥子委員

やまじっこマラソン大会を参観させていただいた。気温３℃という冬晴れ
の中で、元気に駆け抜けていく姿はとても清々しいものであった。また、コ
ロナ禍というイレギュラーな環境の中でもスムーズに運営されたことにも感
心した。34年も続いている伝統のやまじっこマラソン大会を益々盛り上げて
いただきたい。
他に意見質問等ないか問い、特にない旨確認し議事に移る。
議事
議案第１号｢第３期四国中央市子ども読書活動推進計画について｣を上程
し、議案の説明を求める。
議案第１号について、資料に基づき議案を説明する。
提案理由としては、子どもたちの健全育成の観点から、家庭、地域、学
校、図書館の連携を図りつつ子どもの読書に関する施策を総合的に推進する
ため、本計画を策定するものである。
只今の議案第１号の説明に、意見質問等ないか問う。
学校においては、読み聞かせや読書の時間があり、読書活動が行われてい
るイメージはあるが、家庭での読書時間は少ないと思う。保護者への啓発が
必要だがどのようにされるのか。

田邉文化・スポー
これまでの取り組みに加え、家庭での読書活動を充実させるための取り組
ツ振興課長
みについて説明する。
篠原祥子委員

子どもが幼い時期から保護者の方々に読書活動を啓発していただきたいと
思う。

渡邉学校教育課長

各学校では、読書活動を推進するため「みきゃん通帳」が活用されてい
る。南小学校では必読書を100冊ほど挙げて、１年間で読み切るという活動
を実施している。また、読み聞かせ活動も継続的に行っており、本の魅力を
伝えている。
学校教育課としては、学校図書館の充実にも努めたいと考えている。

東教育長

他に意見質問等ない旨確認し、議案第１号について異議ないか問う。

全委員

異議ない旨伝える。

東教育長

東教育長

異議ない旨確認し、議案第１号｢第３期四国中央市子ども読書活動推進計
画について｣の原案を可決する旨宣する。
以上で日程に示された議案を終了したことを宣し、続いてその他の案件に
移る。
その他
その他案件として報告事項等ないか問う。
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篠原祥子委員

コロナ禍における誹謗中傷がないよう子どもたちはもとより、保護者の
方々にも留意いただけるようお願いする。

渡邉学校教育課長

各学校において、そのような事がないようしっかりと対応している。引き
続き、子どもたちを守るための取り組みを講じていく。

東教育長

他に報告事項等ないか問う。

森実教育総務課長

次回定例会の招集を願う発言。

東教育長

東教育長

次回、教育委員会第２回定例会を令和３年２月26日（金曜日）午後１時30
分から、四国中央市庁４階401会議室に招集する。
その他に報告等ないか問い、報告意見等ない旨確認する。
閉会
午後２時14分、閉会を宣する。

以上、会議の顛末を記録し、その真正であることを認め、署名する。

教育委員会会議録署名人

四国中央市教育委員会 委員

四国中央市教育委員会 委員

会議録作成者 教育総務課 鈴木 崇士
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