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401会議室

委員定数

５名

出席委員

教育長 東
誠 、委員
委員
石川 卓 、委員

欠席委員
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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

傍聴人

なし

日

開会宣言
教育長挨拶

程

篠原 祥子 、委員 篠原 理 、
星川 光代

日程第１ 令和３年第１回定例会会議録の承認
日程第２ 令和３年第２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２号 四国中央市川之江体育館改修検討委員会要綱の制定につい
て
議案第３号 四国中央市川之江体育館改修検討委員会委員の任命及び委
嘱について
日程第５ その他
令和２年度一般会計３月補正予算について
令和３年度一般会計当初予算について
閉会宣言

会議の概要
事務局

開会
午後１時30分 定刻になったので、令和３年第２回定例会を開会する。
なお、教育委員全員の出席を得られているので、本定例会の成立を確認す
る。開会にあたり、教育長よりご挨拶をお願いする。
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東教育長

事務局

東教育長

教育長挨拶
人間がコロナにあたふたしているのをよそに、自然界は我関せずとでも言
いたげに見えるほどいつもと変わらぬ様子で春に向かい花粉の飛散も悩まし
いものとなってきた。また、三寒四温と言うが、私は年齢のせいか近年の気
温差は極端だなというような気がしている。コロナのこともあるので、例年
にも増して風邪をひかぬよう花粉症による体調不良がひどくならぬよう健康
管理をしっかりしなければならないと思っているところである。
先週、火星に無事到着したＮＡＳＡの無人探査車が、着陸する瞬間の映像
が放送されていた。探査車は、火星の音も収録していた。人類にとっては初
めて尽くしの火星探査が始まっており、火星に生命が存在した痕跡を見つけ
出すことが期待される。また、先日はトヨタ自動車が、富士山のふもと静岡
県裾野市で先進技術の実証都市の建設に着手したことが報道されていた。自
動運転や人工知能（ＡＩ）、ロボットなどの技術を住民が実際に使って暮ら
し、実用化につなげるという構想だそうで2025年までに入居が始まる予定
で、居住者は高齢者や子育て世代の家族、発明家を中心に初めは360人程度
とし、将来はトヨタの従業員を含む2000人以上の住民が暮らし社会課題の解
決に向けた発明がタイムリーに生み出せる環境を目指すそうだ。このような
内容を目にすることが増えると、様々な技術が急速度で目覚ましく発達する
中で、私の孫などは将来どのような学校教育を受けどのような生活をするの
だろうと思ったり、漫画などで描かれていた未来都市が現実化していくこと
についていけない自分を想像したりする。しかし、今学校では全児童・生徒
に一人一台端末クロームブックが貸与されたが、最初は戸惑いながらもさす
がは今時の子どもたちで、ＩＣＴの習得の早さや適応力の高さを改めて感心
しているという学校の声を聞くと、先ほどの時代がどんどん進んでいく中で
も子どもたちはそこに適応し、時代に即した生き方を生み出していくのだろ
うなと考えたりもする。このＧＩＧＡスクール構想の実現に向けては、前倒
しとなった短期間の中で担当課の職員の皆様の並々ならぬ努力のおかげで整
備が進んだ。２月24日には市内全小中学校で学習系ネットワークの運用が開
始されている。本当に感謝申し上げる。教育委員の皆様にも来年度の学校訪
問では、様々な場面でクロームブックを活用している様子を参観いただける
と思う。
新型コロナウイルス感染症については、当市のクラスター関連の状況が落
ち着き新規の感染者の確認もないようだが引き続き各学校や社会教育施設、
部署において警戒を緩めることなく感染対策、感染回避行動の徹底を継続す
ることが重要である。また、年度末や年度初めの学校行事等についても「で
きない」ではなく「どうしたらできるのか」「どのように実施していくの
か」アイデアを出して取り組むようお願いをしているところである。教育委
員の皆様にも卒業式の告示等お世話になるがよろしくお願いする。また、事
務局においては、年度末を迎え人事や予算等の事務作業、３月２日開会の市
議会への対応、本年度の事業の仕上げや整理等で大変忙しいかと思うが、諸
事遺漏のないようよろしくお願いする。
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３年第１回定例会会議録案について、事
務局より説明を求める。
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事務局

令和３年第１回定例会会議録案の概要を説明する。

東教育長

令和３年第１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。

東教育長

東教育長

東教育長

承認の旨確認し、令和３年第１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２回定例会会議録署名人に、篠原理委員、石川卓委員を指名す
る。
報告事項
教育委員の皆様には、昨日の新居浜特別支援学校みしま分校改修工事完成
内覧会にご出席いただき感謝申し上げる。式典の中でのご挨拶にもあったよ
うに当市から新居浜特別支援学校に通学する児童・生徒や保護者の負担を軽
減するために、また、愛媛県においても特別支援学校に通学する児童・生徒
の増加に伴う教室不足の狭隘化対策が必要であるという当市の篠原市長の熱
い思いと県教育委員会の重点施策の下、みしま分校が大変立派に完成した。
本当によかったと思っている。私も格別な思いがある。私が以前、学校教育
課に来た年に県立学校再編計画の中で、当時、妻鳥町にあった愛媛県立今治
特別支援学校太陽の家分校が廃校になった。それに伴って保護者の方から子
どもたちの学び場や教育の質の保障、地元で学べる環境を市教委としての取
り組みをというような切実な願いや意見をたくさんいただいた。その頃、発
達支援センターに派遣をされておりました大西潤喜先生は、残念ながら亡く
なられたが、今回のみしま分校の開校を本当に喜んでおられると思う。その
大西潤喜先生にも力を貸していただき、市教委としてできることを模索し、
市内の学校に障害種別でセンター校を設けたり、県立学校との教員の交流を
お願いしたりしてきたが、やはり特別支援学校ではないのでそれぞれの子ど
もたちの特性やニーズに合った教育の場や専門性の充実についてなど十分で
ないことも多くあった。その後、新居浜特別支援学校が開校され、当市から
も就学する子どもたちが年々増加していったと思う。そのような中、平成28
年の11月に当時指導部長をされていた真鍋参与と教育長職務代理者をされて
いた篠原祥子委員と、私が教育委員になった年だったので一緒に視察研修と
して千葉県習志野市に行かせていただく機会に恵まれた。目的は習志野市立
の小学校と同じ敷地内に平成27年に開設された県立特別支援学校の視察であ
った。みしま分校と同じ知的障害児対象の特別支援学校であったが、施設見
学と併せてその特徴を生かした市立の小学校と特別支援学校の交流や共同学
習の推進などの特色ある学校づくりや習志野市の特別支援教育のセンター的
機能を発揮する取り組みについて説明をいただいた。私のその視察時の感想
だが改修工事において、特別支援学校として重要となる箇所は十分考慮され
ているが、教室配置は校長室と事務室は１階、職員室は４階にあるなど、天
井や壁などを以前の状態からあまり大きく手を加えていない教室があった
り、交流などもできることから進めていたりという説明に一番大事なことを
見失わず、しかし無理をし過ぎず取り組んでいるという印象をもった。そし
て先生方の表情がとてもよかったのを覚えている。あの視察から数年経つ
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が、四国中央市内に今回の本当に立派な特別支援学校の分校ができたという
ことは私も感慨深いものがある。四国中央市の子どもたちが、自分の住む地
元にある学校で教育を受けることができるという当たり前のことが保障され
る。私がこの立場になった時には既に工事が始まっていたので、それまでの
大変さも分かっていない部分が多いが、完成までには地域の皆様や三島小学
校の保護者、教職員の皆様のご理解やご協力、教育委員会においては、真鍋
参与の的確な助言やサポートがあったと思う。担当部課長をはじめ職員の皆
様の尽力があってからのこそのみしま分校の完成である。皆様に感謝申し上
げる。保護者の方も喜ばれると思う。これからみしま分校に就学する子ども
たちが、充実した施設の中で生き生きとその子らしく伸びていってほしいと
思うし、三島小学校とみしま分校両校の子どもたちの日常的継続的なかかわ
りの中から相互理解が深まり、豊かな人間性や多様性を尊重する心の育成な
ど、様々な面で大きな事業効果が期待される。開設される特別支援学校みし
ま分校、そして三島小学校が新たなスタートを切り、両校の子どもたちがさ
らに充実した学校生活を送れるように教育委員の皆様にもご理解とご支援を
今後ともよろしくお願いする。
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。
2/1 総合教育会議が市庁５階大会議室にて開催された。教育委員の皆様
には大変お世話になり感謝申し上げる。
2/25 三島小学校改修工事完成内覧会が行われた。ハード的な面では一段
落だが、運用の面はこれからである。
2/26 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。
2/2 県人権教育協議会支部長・事務局長会が白鳳会館にて開催された。
次年度の取り組み等について協議された。

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。
2/6に予定されていた第122回四国中央ふれあい大学「カノン♪ふぁみり～
コンサート」については、4/24に延期となった。
2/14 第123回四国中央ふれあい大学「菊地桃子講演会」が開催され、369
名の方に聴講いただいた。
2/23 第124回四国中央ふれあい大学「千住真理子ヴァイオリン・リサイ
タル」が開催され、427名の方に参加いただいた。
スポーツ振興については、2/7に市内小学生駅伝大会が開催され、47チー
ム258名が参加した。
2/13 マンダリンパイレーツ野球教室が中之庄小学校にて開催され、親子
で約100名の方に参加いただいた。
なお、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徹底し、開館を
続けているところである。
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また、第３期四国中央市子ども読書活動推進計画について、4/1からこの
計画に基づき読書活動を推進していくこととしている。
暁雨館大学については、2/13に暁雨館大学「別子銅山と伊庭貞剛―明治の
環境問題に立ち向かった男－」を開催し、27名の参加を得ている。
2/20から28 俳諧の里土居俳句大会『若葉の部』特入選作品展示を行って
いる。表彰式については、コロナ対策のために中止としている。
2/23 暁雨館大学「民族の視点で地域を見つめなおす―四国中央市のくら
しと伝承－」を開催し、31名の参加を得ている。
渡邉学校教育課長

東教育長

学校教育に関し、資料に基づき事務報告する。
コロナ特別警戒期間の感染症対策として、マスクを外しての体育や合唱の
制限や部活動大会の制限等を行いながら学校での感染症対策をしっかりとし
ていただいている。
現在のところ学校での感染拡大は起きていない状況で３月を迎えることが
できる。今後も気を引き締めながら感染症対策に取り組んでいきたい。
2/12 長津小学校が県内、川之江北中学校が香川県への修学旅行を感染症
対策を徹底し実施している。
2/13 小規模特認校制度による転入学説明会を実施している。
クロームブックに関して、24日に全ての学校において運用を開始してい
る。
続いて、少年育成センターに関し、資料に基づき事務報告する。
会等が中止になっている分、補導に力を入れていただいている。
只今の各報告について、意見質問等がないか問う。

石川卓委員

コロナ感染症予防として、皆がマスクの着用、手洗い等も徹底されてい
る。その副産物として、今年はインフルエンザ患者が出ていないとお聞きし
た。これは良い成果と言える。

篠原祥子委員

先日、三島小学校でふるさと集会が開かれたが、そこで学校によっては防
災用の食品の備蓄がないことを知った。この点に関して状況等を伺いたい。

森実教育総務課長
渡邉学校教育課長

篠原祥子委員
渡邉学校教育課長

東教育長

現段階での状況について説明する。
学校独自の取り組みについて概要を説明する。
学校としては、災害が発生した場合に子どもたちを帰宅させることができ
ない状況も起こり得る。その場合の食料がないということも想定されるの
で、今後、保護者や地域の方にもご協力を仰ぎながら食品の備蓄を検討して
いきたい。
防災用に学校に備蓄してある食品は、先生方が管理しているのか。
本来は、行政の管理となるが、学校の先生や地域の方のご協力を得てい
る。
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

先日、土居中学校で行われた人権同和教育の参観日に出席させていただい
た。生徒たちが真剣に取り組んでいる姿は非常に印象的であった。また、生
徒たちの意見交換の際も、ほとんどの生徒が加わり活発に自分の意見を述べ
ていた。この参観日を通して、子どもたちの間で差別が少なくなっていくこ
とを実感した。保護者の参観も多く、充実した内容の参観日であった。
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２号｢四国中央市川之江体育館改修検討委員会要綱の制定について｣
を上程し、議案の説明を求める。
議案第２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、川之江体育館の改修について検討するため本要綱を制
定するものである。

東教育長

只今の議案第２号の説明に、意見質問等ないか問う。

篠原祥子委員

改修を前提として進めていくのか。

田邉文化・スポー 改修を行う方向で進めているが、財源を含め多くの課題を検討していく中
ツ振興課長
での方向転換は否定できない。
石川卓委員

改修の意味合いについて、不都合部分を元通りに改修するという意味なの
か。それとも新しい要素を加えた発展的な改修なのか。また、財源を含めた
今後の協議内容について伺いたい。

田邉文化・スポー 不都合部分を元通りに改修することだけでなく、皆様のご意見も踏まえた
ツ振興課長
上での発展的な改修も検討していきたいと考えている。
今後の協議概要について資料を基に説明する。
東教育長

他に意見質問等ない旨確認し、議案第２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

異議ない旨確認し、議案第２号｢四国中央市川之江体育館改修検討委員会
要綱の制定について｣の原案を可決する旨宣する。
続いて、議案第３号｢四国中央市川之江体育館改修検討委員会委員の任命
及び委嘱について｣を上程し、議案の説明を求める。

田邉文化・スポー
ツ振興課長

議案第３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、四国中央市川之江体育館改修検討委員会要綱第３条第
２項の規定により、川之江体育館の改修について検討するため四国中央市川
之江体育館改修検討委員会委員を任命又は委嘱するものである。

東教育長

只今の議案第３号の説明に、意見質問等ないか問う。
意見質問等ない旨確認し、議案第３号について異議ないか問う。
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全委員
東教育長

東教育長

各課長

東教育長
石川卓委員

異議ない旨伝える。
異議ない旨確認し、議案第３号｢四国中央市川之江体育館改修検討委員会
委員の任命及び委嘱について｣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
「令和２年度一般会計３月補正予算について」及び「令和３年度一般会計
当初予算について」事務局の説明を求める。
「令和２年度一般会計３月補正予算について」及び「令和３年度一般会計
当初予算について」資料に基づき説明する。
只今の説明に意見質問等ないか問う。
外国青年招致事業について、来年度は今年度と比べ人数の増減等はあるの
か。

渡邉学校教育課長

来年度の状況について説明する。

東教育長

他に質問等ない旨確認し、その他に報告事項等ないか問う。

星川光代委員

新居浜特別支援学校みしま分校改修工事が完成し、三島小学校の子どもた
ちも支援学校の子どもたちも、ともに安心・安全な学校生活が送ることがで
きると思う。また、今後、どのような交流をしていくのかということを考え
ると、わくわくする気持ちでいっぱいある。関係者の皆様に感謝申し上げ
る。
小中学校の学校給食については、これまで当たり前のもと考えていた。し
かし、他市の状況を見るとそうでないところもある。保護者として改めて感
謝したい。

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３回定例会を令和３年３月30日（火曜日）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。
なお、教育委員会第１回臨時会については、令和３年３月11日（木曜日）
午後４時00分から、四国中央市庁４階教育長室（非公開）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35分、閉会を宣する。
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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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