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令和３年四国中央市教育委員会第３回定例会会議録
日

時

令和３年３月30日（火） 午後１時30分～

場

所

四国中央市庁４階

401会議室

委員定数

４名

出席委員

教育長 東
委員 石川

誠 、委員
卓

欠席委員

委員

光代

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

星川

篠原 祥子 、委員 篠原 理 、

日程第１ 令和３年第２回定例会会議録の承認
日程第２ 令和３年第３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６号 四国中央市教育委員会事務局内部組織規則の一部を改正
する規則について
議案第７号 四国中央市学校管理規則の一部を改正する規則について
議案第８号 四国中央市立学校防犯カメラ等管理・運用規程の一部を
改正する告示について
議案第９号 四国中央市公民館長の任命について
議案第10号 四国中央市博物館等運営協議会委員の委嘱について
03請願第１号 育鵬社「公民」の教科書に写真掲載されている山田真
貴子氏による不祥事発覚を受け、「心のケア」等の対策
を求める請願書
日程第５
その他
第１回市議会定例会代表質問及び一般質問要旨及び答弁について
令和２年度教育委員会の点検・評価報告書について
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東教育長

閉会宣言

会議の概要

事務局

東教育長

事務局

開会
午後１時30分 定刻になったので、令和３年第３回定例会を開会する。
なお、教育委員３名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。
教育長挨拶
桜も一気に開花をし、年度替わりの春らしい良い気候となった。日本の美しさを
堪能できる時期ではあるがそうもいかない状況がある。来年こそ、誰もがゆっくり心
から桜を楽しめるようにと願っている。新型コロナウイルスについては心穏やかにと
はなれない現実が続いている。せめて、気持ちは、新年度のスタートへの前向きな
思いに切り替えたいと思う。
そのような中ではあるが、3月においては、高校入試も無事実施することができ、
小中学校の卒業式についても規模を縮小する等の制限はあったが、挙行できまし
たことに安堵している。委員の皆さんにも出席をいただき感謝申し上げる。中学校
においては、どこの学校も、名前を呼ばれた時の返事や式典参加中の姿勢、歌声
のすばらしさ等、清々しさと感動を覚える卒業式であったとのご意見もいただいた
が、中学校が落ち着いている表れでもあると思っている。私が出席をした川之江北
中学校の卒業式では、不登校として毎月報告が挙がっていた生徒が何人か出席
できていた。裏では学級担任等が家庭訪問を繰り返すなどの働きかけをしてきてく
れたのだろうと、感謝したい。教育委員の皆さんには、４月は、年度初めの行事へ
の出席等でお世話になるが、よろしくお願いする。
さて、月日が経つのは早いもので令和２年度も残すところ明日一日となった。人
事異動の発表もあり、このメンバーで委員会を開くのも本日で最後になる。先ほど、
異動される皆さんからご挨拶をいただいたが、私からも一言だけ添えさせていただ
きたい。まず、無事定年退職を迎えられた古川教育指導部長には、３８年の長きに
わたり、当市の発展と向上のために、また教育行政において多大なご尽力をいた
だいたことに、厚くお礼を申し上げる。また、長年にわたるご苦労に対し、深く敬意
を表すとともに心からお祝いを申し上げる。次に、文化・スポーツ振興課 田邉課長
には、わずか１年だったが、大変幅広い事業内容や突発的な対応にも誠意を持っ
て積極的に取り組んでいただいた。皆様に、心から感謝を申し上げ、新しい職場で
のご活躍をお祈り申し上げる。来年度の学校教育課の体制においては、ＧＩＧＡス
クール構想及び情報教育の推進を本格的に実施するため、学校ＩＣＴ推進係が新
設される。
教育委員会においては、今年度一年中、コロナ禍での重点施策への取組や、
教育に関する様々な動きや出来事への急な対応に迫られること等、困難な状況も
多々あったかと思うが、皆さんの的確な職務の遂行により、無事年度末を迎えられ
る。教育委員各位、事務局各位の皆さんに感謝申し上げる。
では、本日は、諸般の報告と議案５件、請願１件、その他の項目となっている。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。
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東教育長

会議録承認
会議録の承認について諮る。令和３年第３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３年第２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２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

承認の旨確認し、令和３年第２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。

東教育長

会議録署名委員の指名
令和３年第３回定例会会議録署名人に、篠原祥子委員、石川卓委員を指名
する。

東教育長

報告事項
東教育長からは、特段の報告はなしとのこと。
続いて、各課からの事務報告を求める。

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。
3/2 令和３年第１回市議会定例会開会、3/9 代表質問、3/10～3/12の間
で一般質問、内容については後程説明したい。
3/16 市議会常任委員会教育厚生委員会があり、3/25 市議会最終日であ
った。
3/30 本日教育委員会定例会である。
3/31 退職者辞令交付式がある。
学校給食については、特になし。

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。
3/4 川之江ふれあいパークオープニングイベントがあり、関係者、川之
江認定こども園の園児が参加。設備も充実しており、市民からも好評であ
る。同日、市人権教育協議会社会教育部会人権講演会をしこちゅ～ホールで
開催、
「助けて」と言える社会へ、北九州市奥田知志先生の講演であった。
3/10、15 公民館主事の人権・同和教育研修があり、市が取り組んでいる
人権侵害や差別書き込みの対応でのモニタリング結果をもとに実施した。
3/22 社会教育委員の会があり、今年度の事業報告、施設の見学をした。
3/23 放課後こども総合プラン運営委員会があり、情報交換をした。
4/25 市連合婦人会総会を予定している。同日の市愛護班連絡協議会総会
は、書面会議に変更となっている。
4/26 新規採用職員合同企業研修を予定、２年度は実施できなかったが３
年度は実施する予定である。

田邊文化・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
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ツ振興課長

料に基づき事務報告する。
3/17 四国中央ふれあい大学理事会があり、18名参加、今年度の事業実績
及び来年度の事業計画について審議し承認された。4/6の総会で正式決定す
る。
3/18 文化財保護審議会開催、７名の委員のうち６名が参加し、今年度の
事業報告及び来年度の事業計画について審議し承認された。
3/19 四国中央市図書館協議会開催、12名の委員うち11名が参加し、審議
事項は承認された。
3/24 博物館等運営協議会開催、今年度の事業報告及び来年度の事業計画
について審議し承認された。
スポーツ振興について、資料に記載はないが、３月にスポーツ協会理事会
を開催し、今年度の事業実績及び来年度の事業計画について審議し承認され
た。
4/15 四国中央市スポーツ少年団定期総会予定。
4/21 東京2020オリンピック聖火リレー、紙産業技術センターからしこち
ゅ～ホールの間を走るようになっている。
各図書館は、感染防止策を講じながら、平常開館している。
2/27～5/16まで、歴史考古博物館企画展「宇摩の祈り –あんなかたち・
こんなカタチ-」3/25現在436名来館されている。
3/21 歴博まちあるき-かわのえお城下編-として、市民とウォーキングを
企画、14名の参加を得た。
3/7 暁雨館で、庭を愛でる～日本茶インストラクターとお茶を楽しみな
がら～を開催、14名の参加を得た。

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。
3/5 校長研修会があり、今年度は12回の定例会、コロナ関係等で８回の
臨時会、計20回開催された。
3/17 中学校卒業証書授与式、3/24 小学校卒業証書授与式 教育委員会
告辞に感謝する、また今年は正常な状態に戻りつつある。
4/5 永年教職員感謝状贈呈式、また新採・転入教職員受入式を行う、51
名の参加予定である。
4/14 教職員総会は、オンラインで実施する予定だが、専門部会について
は必要な部会は東中学校で実施する。コロナ対策、ＧＩＧＡスクール構想に
対応した総会となっている。
少年育成センターについては、３月中補導委員会、防犯連絡協会の会を持
ち、来年度の準備を進め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。

石川卓委員

今日の定例会とは直接関係はないが、成人式の実施についてはどうなった
のか、新聞報道等で他市では４月に実施のところもあるようだが、当市では
その後の方向はどうなったのか、話しできる範囲でお伺いしたい。

窪田生涯学習課長

当市では、新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期となっているが、県
内の状況では、東予で当市を除いた、新居浜市、西条市、今治市が５月の連
休中に実施すると公表されている。上島町と南予の市町では８月14日実施
と発表されている。現在協議中であるが、状況をみると５月連休の開催は12
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月に延期を決定した時よりも状況が良くないため、かなりリスクが高い。夏
以降の開催ということで、協議を進めている。分散で開催する等検討してい
るが、会場の確保も困難である。保護者等から電話やメールでの問い合わせ
もあるため、できるだけ早い時期に決定したいと考えている。
東教育長

他に意見質問等がないか問う。

篠原祥子委員

中学校の卒業式に参加した石川委員から拍手が少なかったように思う、保
護者がカメラ、スマホ等で撮影をしていたため手がふさがっていたようだっ
たという感想を聞いたことを思い出したが、知り合いの保護者が初めての授
業参観日にビデオやスマホで子どもを撮る保護者が多いことに驚いたと話し
ていた。反対するとかそういうことではなく、普通の授業や子どもやいろん
なことを自分の目で見れるような保護者になってほしいと思った。

東教育長

去年は特に入学式等の行事を制限して行ったため、保護者が子どもを見る
機会がなかったので、授業参観ではこの時とばかりにという気持ちがあった
のかもしれない。授業参観では子どもの活動を見てくださいという呼びかけ
をしていきたい。

渡邉学校教育課長

話題になるのが、学校ではホームページに子どもの写真をアップしてい
る。これは許諾を取ってやっているが、許可を得られていないところは載せ
ていない。その写真等の活用が家庭内ならばよいが、ＳＮＳに発信されてし
まうといろいろな問題が生じるので、検討しなければならない。

東教育長

他に意見質問等がないか問う。

篠原理委員

クロムブックに関して、先月から運用が開始されていると思うが、ひと月
たち子どもたちの関心や興味の度合いはどうか。また、不具合や問題などは
あるのか。

渡邉学校教育課長

子ども達はとても関心が高く、興味を持って使っているという状況であ
る。視察に来た方からも一生懸命やっていたという感想ももらっている。
不具合だが、台数が6,500台と多いため、何台か不具合も出ている状況で
ある。今まで教育総務課で対応してきたが、今後は、学校ＩＣＴ推進係で対
応するようにしている。

篠原祥子委員

小学校は一生懸命やっていると思うが、中学校なると授業関係のないもの
を見たりする生徒はでてきているのか。

渡邉学校教育課長

いないわけではないが、学校から指導している。情報モラルと合わせて引
き続き指導していきたい。

東教育長

このＧＩＧＡスクール構想にかかる授業の推進は来年度学校教育の中の大
きな注目になるため報告も多くなるかと思う、また、学校訪問等でみてもら
い、意見を聞く場を作りたいと思う。

東教育長

他に意見質問等がないか問い、特にない旨を確認し議事に移る。
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東教育長

森実教育総務課長

議事
議案第６号「四国中央市教育委員会事務局内部組織規則の一部を改正する
規則について」を上程し、議案の説明を求める。
議案第６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、教育指導部学校教育課に学校ＩＣＴ推進係を設置する
ため、四国中央市教育委員会事務局内部組織規則の一部を改正するものであ
る。

東教育長

只今の議案第６号の説明に、意見質問等ないか問う。

全委員

意義ない旨伝える。

東教育長

意義ない旨確認し、議案第６号「四国中央市教育委員会事務局内部組織規
則の一部を改正する規則について」の原案を可決する旨宣言する。
続いて、議案第７号「四国中央市学校管理規則の一部を改正する規則につ
いて」を上程し、議案の説明を求める。

渡邉学校教育課長

議案第７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、教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を改正
する条例及び教育職員の勤務時間の割振り等に関する特別措置規則が施行さ
れることに伴い、正規勤務時間の割振りの特例を設けるため、本規則を改正
するものである。

東教育長

只今の議案第７号の説明に、意見質問等ないか問う。

石川卓委員

本来は条例の整備で終わりではなく、これからがスタートだと思う。学校
訪問を通して学校の先生の大変さが分かったが、先生は教室で良い授業をす
るのが本来だが、雑務も多い。ハードルの高い問題ではあるが、意識してや
ってもらいたいし、良い成果が上がったやり方があれば学校間でも情報共有
をしながら取り組んでほしい。
こういうやり方をしたら効果が上がる、という方策があればお伺いした
い。

渡邉学校教育課長

昨年の規則改正により、勤務時間を正確に把握するようになったが、勤務
時間が減らない現状がある。しかし、昨年度から校務支援システムが整備さ
れ、手書きで作成していた書類がパソコンで作成可能となったことから、時
間短縮に繋がっている。またクロムブックが導入されたことにより、ドリル
教材や採点に要する時間も大幅に短縮できると考えており、今後もＩＣＴの
活用により時間短縮が図れると期待している。

東教育長

教員の働き方改革に係る学校間の情報共有については、毎校長会で各校の
取り組みや実践を報告することになっている。

東教育長

他に意見質問等がないか問う。

全委員

意義ない旨伝える。
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東教育長

意義ない旨確認し、議案第７号「四国中央市学校管理規則の一部を改正す
る規則について」の原案を可決する旨宣言する。
続いて、議案第８号「四国中央市立学校防犯カメラ等管理・運用規程の一部
を改正する告示について」を上程し、議案の説明を求める。

渡邉学校教育課長

議案第８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、四国中央市防犯カメラ等の設置及び運用に関するガイド
ライン第14号の規定に基づき、四国中央市立学校内の犯罪及び事故の防止並
びに適正な施設管理を図るため、本規定を改めるものである。

教育長

只今の議案第８号の説明に、意見質問等ないか問う。

全委員

意義ない旨伝える。

東教育長

議案第８号「四国中央市立学校防犯カメラ等管理・運用規程の一部を改正
する告示について」の原案を可決する旨宣言する。
続いて、議案第９号「四国中央市公民館長の任命について」を上程し、議
案の説明を求める。

窪田生涯学習課長

議案第９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、川滝公民館長の辞任に伴い、社会教育法第28条及び四
国中央市公民館条例第３号の規定により、同館長を任命するものである。

東教育長

只今の議案第９号の説明に、意見質問等ないか問う。

全委員

意義ない旨伝える。

東教育長

議案第９号「四国中央市公民館長の任命について」の原案を可決する旨宣
言する。
続いて、議案第10号「四国中央市博物館等運営協議会委員の委嘱につい
て」を上程し、議案の説明を求める。

田邉文化・スポー
ツ推進課長

議案第10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、四国中央市博物館等運営協議会委員の辞職に伴い四国
中央市博物館等条例第20号の規定により、同委員を委嘱するものである。

東教育長

只今の議案第10号の説明に、意見質問等ないか問う。

全委員

意義ない旨伝える。

東教育長

議案第10号「四国中央市博物館等運営協議会委員の委嘱について」の原案
を可決する旨宣言する。

東教育長

請願第１号「育鵬社「公民」の教科書に写真掲載されている山田真貴子氏
による不祥事発覚を受け、「心のケア」等の対策を求める請願書」につい
て、説明を求める。
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渡邉学校教育課長

東教育長
東教育長

東京都在住琉球大学名誉教授高嶋伸欣氏より提出され、請願趣旨として
は、育鵬社「公民」の教科書に写真掲載されている山田真貴子氏による不祥
事発覚を受け、一般ニュース等で報じられた山田氏の不行跡の事実を知っ
て、その教科書で学んでいる中学３年生や既卒者が強いショックを受け、大
人社会への不信感を抱くに至っていることが危惧される。そのため、「心の
ケア」を織り込んだ対処策を求めるというものである。なお、請願事項とし
て、「一 「心のケア」を織り込んだ対処策を中学３年生に緊急迅速かつ確
実に実施する。二 既卒者に対し住民向け広報誌や自治体ＨＰ等による啓発
活動等の一環として、「心のケア」や状況説明を実施する。三 既卒者に主
権者意識を深める啓発、アフターケアの意味を持つ対処策の立案と実行。」
を求めるものとなっている。
只今の請願第１号の説明に、意見質問等ないか問う。
当市がこの教科書を採択した際、山田真貴子氏にこのような問題が取り上
げられていたわけでもなく、この教科書自体も文部科学省の検定を受けてい
た教科書であり何の問題もなく採択をしている。この教科書で授業を受けた
生徒や関係者から、何か問題があった、または心のケアが必要であった等の
報告も受けていないので、教科書が問題であるということはないため、この
請願については採択しなくてよいと考えるが、いかがか。

全委員

異議ない旨伝える。

東教育長

この請願の採択に賛成する委員の挙手をお願いする。

全委員

(挙手する委員はいない)

東教育長

挙手する委員がいないため、本請願は不採択とする旨を宣言する。
以上で日程に示された議事が終了したことを宣し、続いてその他の案件に
移る。

東教育長

石川教育管理部長

全委員

その他
第１回市議会定例会代表質問及び一般質問要旨及び答弁について、説明を
求める。
資料ナンバー２に一覧及び答弁書をつけているため、時間の都合上説明は
割愛するが、質問があれば個別に対応させてもらいたい。
（承認）

東教育長

続いて、令和２年度教育委員会の点検・評価報告書について、説明を求め
る。

森実教育総務課長

令和２年度教育委員会の点検・評価報告書について説明する。16項目の重
点施策についての内部評価、また外部評価委員による評価、意見を集約して
いる。コロナ禍により直接協議する場が持てず、書面でのやり取りとなっ
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た。厳しい意見も真摯に受け止め、改善していきたい。
東教育長
渡邉学校教育課長

続いて、令和３年度四国中央市教職員総会について、説明を求める。
四国中央市教職員総会(オンライン開催)、日時総会次第等について説明す
る。

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４回定例会を令和３年４月26日（月曜日）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40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 片岡 圭子
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