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令和３年四国中央市教育委員会第４回定例会会議録
日

時

令和３年４月26日（月） 午後１時30分～

場

所

四国中央市庁４階

委員定数

５名

出席委員

教育長 東
委員 石川

欠席委員

なし

401会議室

誠 、委員 篠原 祥子 、委員 篠原 理 、
卓 、委員 星川 光代

会議に出席した公 参与 眞鍋 葵
務員の職氏名
教育管理部長 石川 正広 、教育指導部長 森実 啓典 、
教育総務課長 宮下 浩 、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 合田 秀人 、
教育総務課長補佐 片岡 圭子 、教育総務課係長 佐藤 崇 、
教育総務課 尾崎 由記子

傍聴人
日

程

なし
開会宣言
教育長挨拶
日程第１ 令和３年第３回定例会会議録の承認
日程第２ 令和３年第４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 11 号 四国中央市交流センター防犯カメラ等管理・運用規程の制
定について
議案第 12 号 四国中央市公民館運営審議会委員の委嘱について
議案第 13 号 四国中央市少年育成センター運営協議会委員の委嘱に
ついて
議案第 14 号 四国中央市交流センター運営協議会委員の委嘱につい
て
議案第 15 号 四国中央市学校運営協議会委員の委嘱について
議案第 16 号 四国中央市立小中学校教育情報化推進委員会委員の委
嘱について
議案第 17 号 四国中央市立小中学校結核対策委員会委員の委嘱につ
いて
日程第５ その他
小・中学校のトイレの洋式化等改善を求める要望書の提出について(報
告)
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令和３年度教育委員会事務局事務分掌表について(報告)
令和３年度教育委員会事務局重点施策計画書について(報告)
新型コロナウイルス感染症に対する対策等について
東教育長

事務局

閉会宣言

開会
午後１時30分 定刻になったので、令和３年第４回定例会を開会する。
なお、教育委員４名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。

会議の概要
東教育長

教育長挨拶
第４回定例会にご出席いただき、感謝申し上げる。新年度、初めての定例
会になるが、前回の定例会で人事異動については紹介があったので、省略す
るが、新しく配属された部課長はじめ事務局には、新しい感性により、新た
な風を吹き込み、ご尽力いただきたい。教育委員、事務局、共に知恵を出し
合って、本市の教育行政の推進に努めていきたい。今年度もよろしくお願い
する。
さて、教育委員においては、教職員への感謝状贈呈式・受入式、また小中
学校の入学式等、お世話になり感謝申し上げる。今年度は、新入生の生き生
きした表情を見る ことができた。市内の入学児童・生徒数は、小学校 642
名、中学校740名で、10年前から比べると、小学校は120名の減少、中学校で
は100名が減少している。この少子化の傾向は、当市においても大きな影響
が出てくる点だと考える。
また、コロナ禍において新しい生活様式が求められている中、今年度の教
職員総会は、オンライン開催となった。前々日の各校との事前接続確認の際
には、混乱する学校もあるようだったが、当日は、スムーズに行うことがで
きた。篠原祥子委員には、生でご挨拶に登場いただき、委員の皆さん、部課
長の皆さんは写真で紹介させていただいた。
次に、報道等でご覧になられた方もいる思うが、先日21日に、愛媛県での
聖火リレーが紙産業センターからスタートし、無事実施された。この聖火リ
レーについては、文化・スポーツ課を中心に、東京オリンピック・聖火リレ
ー実行委員会の指示に基づく万全の体制づくりと準備に、そして当日は５時
半から集合して対応に当たるなど、多くの関係者の皆さんの陰の力があって
こそのものだった。お礼を申し上げたい。また、松山市での聖火到着式
で、中村知事が、走行を中止したことについて涙をこらえきれず声を詰まら
せながら「すみません」と頭を下げ、「ぎりぎりまで悩んだが、人の命を守
ることが使命ということで私が決断した。」と話されている様子に、私も涙
が流れた。コロナ禍において収束が見えない中で、日々苦渋の決断を強いら
れているトップの立場の方の胸の内を見る思いだった。そして、毎日会見を
されている中村知事の姿が目に浮かんでくる。ここにいる事務局にも同じこ
とが続いており、感謝を申し上げる。
さて、各校において、令和３年度をスムーズにスタートを切ることができ
たが、ご存知のように、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大また
愛媛県においても連日陽性確認が続いており、県全体への蔓延の危機が迫る
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東教育長

状況にあることから、感染対策期の期間を ４月19日まで延長された。そし
て、４月24日には、蔓延防止重点措置の適用が決定され、４月25日から５月
11日までの17日間、松山市が重点措置を講じる区域として指定されるなど、
対策が強化されている。当市においても感染が確認される状況が続いている
中、特に怖いのは、本県に浸透しているイギリス型変異株が、感染力が強く
「20歳未満の感染リスクが従来株より高い」との報告があることである。私
も、これまで以上に学校への影響を非常に心配している。
これから、大型の連休もあるが、教職員においては、その職業から、特に
松山市や緊急事態宣言下にある都府県との往来を止めるよう指示を出すこと
にしている。
そのような中、先ほどいただいた情報では、新居浜市においては、感染者
数が急増している状況にあるため、４月30日を市内全小・中学校、幼稚園を
一斉臨時休業とし、部活動も全て休止するようだ。他の全事業所にも休業を
要請し、「ストップコロナ ファミリーウイーク」として感染ゼロを目指す
ことにしたそうだ。当市においては、感染状況もそのような状況ではないた
め、そのような措置は考えていない。その他、感染対策期における、学校を
始め各課の対応については、後程報告させていただく。
さて、４月18日に市長選挙が執行され、篠原市長が３選された。市長選の
公約の中で、教育委員会に関係するものとして、「こどもたちの健やかな成
長の実現」として、特別支援学校みしま分校開設に伴う特別支援教育の充
実、ギガスクール構想を活用した教育環境の充実、コミュニティ・スクール
の推進、また、市議会から要望書が提出されました市内小中学校のトイレの
様式化・手洗い設備の非接触化、「地域の絆の深まりと文化振興の実現」と
して、公民館・集会所を中心とした地域交流の推進、地の利を生かしたスポ
ーツや文化の交流と振興、書道パフォーマンス甲子園の事業拡大」が挙げら
れていた。いずれも大変な課題だが、事務局と共に鋭意取り組んでいきた
い。
加えて、本日のその他の報告において、令和３年度の重点施策について各
担当課長よりご説明するが、多岐にわたって重点的に取り組まなければなら
ない内容がある。教育委員にも随時進捗状況等を報告させていただくが、ご
理解とお力添えをお願い申し上げる。
教育委員には、５月の５連休明けから７月上旬まで、学校訪問でお世話に
なる。学校訪問の重要性を考え市内全小中学校への訪問を計画している。訪
問する側の私たちも感染症予防にしっかり努めて訪問したいのでよろしくお
願いする。
本日は諸般の報告と議案7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。

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３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３回定例会会議録案の承認について諮る。
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全委員
東教育長

承認する旨答える。
承認の旨確認し、令和３年第３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４回定例会会議録署名人に、篠原理委員、星川光代委員を指名
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。

宮下教育総務課長

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。
5/11 川之江奨学会理事会及び5/13 伊予三島奨学会理事会は、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大の状況から、書面での開催を事務局で検討中。ま
た、学校給食に関しては、4/24 第17回四国中央市学校給食米田植え体験会
は4/9時点で中止が決定された。

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。
4/1、4/7 企業の新規採用職員人権・同和教育研修を実施した。
4/16 新宮少年自然の家現地研修会、昨年度は実施できなかったが、17名
の教職員の参加を得て実施した。
4/23 市公民館連絡協議会総会は書面会議に変更。
4/25 市連合婦人会総会も、書面会議に変更。
4/26 新規採用職員合同企業研修は延期。
5/7 市ＰＴＡ連合会定期総会は書面会議に変更。
5/16 合同町民運動会は中止が決定されている。
5/24 市人権教育協議会総会は、5/7に行われる役員会で開催するかどう
か決定することとしている。
新型コロナウイルス感染症感染対策期解除まで、各公民館、交流セン タ
ー、新宮少年自然の家については、休館としている。

合田文化・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。
4/6 四国中央ふれあい大学運営委員会総会が行われ、令和２年度の事業
報告、決算報告、及び令和３年度の事業計画等が承認された。
4/14 第14回書道パフォーマンス甲子園ポスター等記者発表会があり、市
内の高校生５名が参加し、大会をＰＲした。
4/24 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」
は中止とした。
スポーツ振興では、4/15 四国中央市スポーツ少年団定期総会が開催され
た。
4/21 東京2020オリンピック聖火リレーが開催され、当市からは８名の聖
火ランナー、16名のサポートランナーが参加、観覧者は約800名だった。
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4/24 プロ野球オールスター2022スタートアップイベントは延期された。
三島図書館、川之江図書館、土居図書館については、4/22から5/19の間は
休館につきイベント等は中止、歴史考古博物館企画展も休館のため中止とな
った。
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。
4/5 永年教職員感謝状贈呈式、親採・転入教職員受入式、合わせてスポ
ーツ奨励賞の授賞式を行った。
4/8 始業式を無事行うことができた。
4/9 小学校入学式、中学校入学式も無事行われた。
4/14 教職員総会については、オンラインで開催された。
4/25 参観日・ＰＴＡ総会については、参観日は中止で通常授業とし、Ｐ
ＴＡ総会は書面開催に変更した。
別紙「感染対策期の延長に伴う学校行事の変更等について」で示したとお
り、家庭訪問は感染対策期間中にあるものは延期、急を要するものに対して
ては実施することとしたい。昨年はできなかったことでトラブルもあり、ま
た家庭との繋がりを大事にする目的もあるため、今年度は実施したい。
小学校運動会は5/16の開催で予定していたが、中止することにしている。
中止にしているのは、日程時期等の調整が難しいためで、代替え案として、
平日体育の授業参観の形で実施できたらと思っている。
自然の家、修学旅行については延期を予定している。６月に実施する学校
については、キャンセル料のことも考えて延期をする。
もう一枚「学校訪問の実施について」では、学校訪問を予定しているが、
昨年は人数も少なくして実施したが、今年度については教育長、教育委員等
11名に参加していただき、通常通りの規模で実施したいと考えている。な
お、感染拡大が確認された場合には、規模を縮小して行いたい。
少年育成センターについては、会合等は中止しているが、補導等パトロー
ルは粛々と行っている状況である。
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

今の報告の中で、小学校の運動会の中止ということだが、延期という考え
や実施を秋に戻すとかいう案はないのか。

渡邉学校教育課長

小学校の運動会については、２年ぐらい前から春開催を検討してきた。
今年度熱中症を避けるということで、初めて春に開催する予定としていた。
それに伴い、中学校の運動会の予定がずれたりしているので、秋に戻すこと
は難しい状況である。また、９月の最初に行うと暑い時期を避けるために春
に予定していたにもかかわらず、また暑い時期に開催しなければならなくな
るうえ、土日に開催することも予定的にも難しい状況である。

篠原理委員

子どもたちはリズムや表現などの演目で、既に練習し振り付けもマスター
している。何とかして発表の場を設けていただきたい。代替え案を期待して
いるので、よろしくお願いする。

東教育長

高校は平日にするため、予定が立て易くずらせるようだ。先程、渡邉学校
教育課長が言ったように、小学校は休日の開催になるため中止となるが、子
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どもたちの発表の場を作ってくれると思うので、ご理解いただきたい。
東教育長

東教育長

窪田生涯学習課長

他に意見質問等がないか問う。
特にない旨を確認し、議事に移る。
議事
議案第11号「四国中央市交流センター防犯カメラ等管理・運用規程の制定
について」を上程し、議案の説明を求める。
議案第11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、犯罪及び事故の防止並びに適正な施設管理を目的とし
て、四国中央市交流センターに設置する防犯カメラ等の管理及び運用に関し
必要な事項を定めるものである。

東教育長

只今の議案第11号の説明に、意見質問等ないか問う。

委員全員

意義ない旨伝える。

東教育長

議案第11号「四国中央市交流センター防犯カメラ等管理・運用規程の制定
について」の原案を可決する旨宣言する。
続いて、議案第12号「四国中央市公民館運営審議会委員の委嘱について」
を上程し、議案の説明を求める。

窪田生涯学習課長

議案第12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、公民館運営審議会委員の退任に伴い、社会教育法（昭
和24年法律第207号）第30条第１項及び四国中央市公民館条例(平成16年四国
中央市条例第66号)第５条第１項の規定により、同委員を委嘱するものであ
る。

東教育長

只今の議案第12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12号「四国中央市公民館運営審議会委員の委嘱について」の原案を
可決する旨宣言する。
続いて、議案第13号「四国中央市少年育成センター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。

渡邉学校教育課長

議案第13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、四国中央市少年育成センター運営協議会委員の辞職に
伴い、四国中央市四国中央市少年育成センター条例(平成16年条例第70号)第
４条第３項号の規定により、同委員を委嘱するものである。

東教育長

只今の議案第13号の説明に、意見質問等ないか問う。

全委員
東教育長

意義ない旨伝える。
議案第13号「四国中央市少年育成センター運営協議会委員の委嘱につい

6

四国中央市教育委員会会議録
て」の原案を可決する旨宣言する。
続いて、議案第14号「四国中央市交流センター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。
窪田生涯学習課長

議案第14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、四国中央市交流センター運営審議会委員の辞職に伴
い、四国中央市交流センター条例(平成29年条例第23号)第18条第２項及び四
国中央市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第３条第１
項第５号の規定により、四国中央市交流センター運営協議会委員を委嘱する
ものである。

東教育長

只今の議案第14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14号「四国中央市交流センター運営審議会委員の委嘱について」の
原案を可決する旨宣言する。
続いて、議案第15号「四国中央市学校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。

渡邉学校教育課長

議案第15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、学校運営協議会の設置に伴い、四国中央市学校運営協
議会規則（令和２年教育委員会規則第１号）第８条第２項の規定により、同
委員を委嘱及び任命するものである。
コミュニティ・スクールが10校から20校に増え、全278名の委嘱となる。
うち107名が再任、171名が新任である。来年度は全学校の設置を目指してい
る。

東教育長

只今の議案第15号の説明に、意見質問等ないか問う。

篠原祥子委員

名簿の中の備考欄の数字について、説明いただきたい。

渡邉学校教育課長

35ページを見ていただくと、第８条の中に「次に掲げる者のうちから教育
委員会が委嘱し」として、２（１）から（７）まであり、その該当する番号
を記載している。以前石川委員からご指摘いただいたので、わかりやすく記
載している。

東教育長

資料の規則の内容と合わせて見ていただき、また人数が多いので、また確
認をお願いしたい。

東教育長

他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15号「四国中央市学校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。
続いて、議案第16号「四国中央市立小中学校教育情報化推進委員会委員の
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委嘱について」を上程し、議案の説明を求める。
渡邉学校教育課長

議案第16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、四国中央市立小中学校教育情報化推進委員会委員の任
期満了に伴い、委員を委嘱するものである。委員の任期は、四国中央市立小
中学校教育情報化推進委員会要綱第４条の規定により、同委員を委嘱するも
のである。各学校から１名ずつ出してもらっている推進リーダーとオブザー
バーの中から14名を選抜している。ＧＩＧＡスクールの適正な運用に向け
て、中心となってもらいたいと考えている。うち４名は再任、10名が新任と
なっている。

東教育長

只今の議案第16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16号「四国中央市立小中学校教育情報化推進委員会委員の委嘱につ
いて」の原案を可決する旨宣言する。
続いて、議案第17号「四国中央市立小中学校結核対策委員会委員の委嘱に
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17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、四国中央市立小中学校結核対策委員会委員の任期満了
に伴い、四国中央市立小中学校結核対策委員会設置運営要綱(教育委員会訓
令第６号)第３条の規定により、同委員を委嘱するものである。12名のう
ち、再任が７名、新任が５名となっている。

東教育長

只今の議案第17号の説明に、意見質問等ないか問う。

全委員

異議ない旨伝える。

東教育長

東教育長

宮下教育総務課長

東教育長
全委員
東教育長

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。
その他
小・中学校のトイレの洋式化等改善を求める要望書の提出について、説明
を求める。
資料ナンバー２のとおり、市議会議員22名全員からの要望書が提出されて
いる。早急に対応するようにという要望である。まずは設計業務から予算化
し、内部で協議しながら進めていきたい。
意見質問等ないか問う。
（承認）
随時進捗状況を報告させていただきたい。
続いて、令和３年度教育委員会事務局事務分掌表について、会計年度任用
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東教育長

職員を含めると非常に大人数なので、また確認願いたい。

東教育長

続いて、令和３年度教育委員会事務局重点施策計画書について、説明を求
める。

宮下教育総務課長

教育総務課の重点施策計画書について説明する。

窪田生涯学習課長

生涯学習課の重点施策計画書について説明する。

合田文化・スポー
ツ振興課長

文化・スポーツ振興課の重点施策計画書について説明する。

渡邉学校教育課長

学校教育課の重点施策計画書について説明する。

東教育長

意見質問等ないか問う。

篠原祥子委員

宮下教育総務課長

教育総務課の重点施策計画書のうち、給食のアレルギー対応について、命
に係わることなので、早急な対応を要望したい。
お見込みのとおりである。安心・安全な給食の提供をしていきたい。

星川光代委員

生涯学習課の重点施策計画書のうち、寒川グランドについて以前はスポ少
の野球などに使っていたと思うが、天然芝を敷くことでどのような競技に使
用できるのか。

窪田生涯学習課長

今までどおり利用可能。砂の飛散防止のため天然芝を敷くが、野球、サッ
カー等同じ競技に利用可能なように整備していく予定で、今まで北側がメイ
ンだった照明を南側に設置し、全面リニューアルすることになる。

星川光代委員

新居浜特別支援学校みしま分校に何名くらいの子どもがいるのか、四国中
央市の子どもなのに新居浜へ行っている新一年生などはいないのか。

渡邉学校教育課長

今年度の開校にあたり、19名の子どもが通っている。新一年生も四国中央
市の子どもで、新居浜に通っている子どもはいない状況である。

篠原理委員

北地区交流センターについて、用地取得はどうなっているか。

窪田生涯学習課長

３月末に、ほとんどの地権者から了承をいただき売買契約をおこなった
が、一部交渉を継続しているところがある。事業が進められるよう、継続
して交渉を進める。

東教育長

他に意見質問等ないか問う。

東教育長

重点施策計画書についても、進捗等随時報告していきたい。
続いて、新型コロナウイルス感染症に対する対策等について、追加で説明
を求める。
資料として、各施設の対応状況を添付しているので確認いただきたい。
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合田文化・スポー
伊予三島体育館、川之江体育館、アリーナ土居体育館は屋内外施設全て休
ツ振興課長
館している。
窪田生涯学習課長

東教育長

川之江ふれあい交流センターの休館の報告を既にしているが、川之江ふれ
あいパーク内、フワフワドームと砂場は利用停止となっていることを合わせ
て報告する。
他に意見質問等ないか問う。

篠原祥子委員

クロムブックに関することで、子どもが家に持ち帰ることもあると思う
が、もし落として壊れた時は保険に加入していれば保障されると思うが、保
険に加入してない子どもが壊してしまった場合は、どうするのか。個人から
実費で修理代をもらうことになるのか。

渡邉学校教育課長

使用状況にもよる。通常の使用であれば良いが、学校で指導しているにも
関わらず、粗暴な使用で破損するようなことがあれば、保険の有無によら
ず、弁償の対象になることもある。今後、要件を整えていきたい。

篠原祥子委員

今の保険は保証が充実しているので、ぜひ加入すべきだと思う。
もう一点、小学校は通学路があるが、中学校にはないのか。保険の補償の
説明には特に通学路限定とは示されていないようだが、どうなのか。

渡邉学校教育課長

中学校でも適正な道を通学するように決まっている。行動範囲も広がるた
め、説明できる範囲であれば保険の補償の対象になる。

石川卓委員

先ほどの教育総務課の重点施策計画書だが、トイレをそもそも洋式化する
ことで、新型コロナウイルス感染症対策になるのか。人によったら、洋式ト
イレは直接接触するため、衛生面で嫌なのではないか。

宮下教育総務課長

一般的には、衛生環境向上ということで新型コロナウイルス感染症対策に
該当する。一方では、洋式トイレは直接接触するということで、衛生面で問
題があるのではないかとの意見も確かにある。

石川卓委員
宮下教育総務課長

洗浄機能等がついているものになるのか。
まだ予算額がどうなるかも決まっていないため、仕様についても未定であ
るが、担当課としては設置も考えている。

篠原祥子委員

洗浄機能があるものを考えているのか。

宮下教育総務課長

予算がつけば、考えたい。

篠原祥子委員

公共のトイレで、自分は洗浄機能を使用しないが、使用する人もいる。
洗浄機能を子どもが使うのか、というところも考えなければならない。

宮下教育総務課長

そういう意見もいただく。今後機能的な面も含め、意見が色々とあるの
で、予算化する中で検討していきたい。
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篠原祥子委員

現状ある洋式トイレには、洗浄機能はあるのか。

宮下教育総務課長

新しい施設についてはついているが、ついていないところもある。

東教育長

他に意見質問等ないか問う。

石川卓委員

窪田生涯学習課長の説明で、交流センターがあるのは今は川之江だけなの
か。川之江ふれあい交流センターの防犯カメラ等管理・運営規程の制定のと
ころで、資料が四国中央市交流センター条例となっている。

窪田生涯学習課長

四国中央市交流センター条例に基づいて、川之江ふれあい交流センターを
設置しており、今回計画している北地区交流センターも同じく四国中央市交
流センター条例に基づいて設置する予定となっている。

石川卓委員
窪田生涯学習課長

他にも交流センターを設置する計画はあるのか。
公共施設個別計画の中でも示しているが、今後は公民館も交流センター化
することで利用が広がる。現在公民館は社会教育法で定められている範囲で
の利用と限定されているが、最近ではコミュニティーセンター的な利用形態
が多くなり、地域とも密着している。そのため交流センターであれば受益者
負担も見込めるので、将来的に交流センター化を進めていきたい。

東教育長

他に意見質問等ないか問う。

全委員

（特に意見なし）

東教育長

次回定例会の招集を願う発言。

宮下教育総務課長

東教育長

東教育長

次回、教育委員会第５回定例会を令和３年５月24日（月曜日）午前10時か
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。
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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 片岡 圭子
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