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令和３年四国中央市教育委員会第５回定例会会議録
日

時

令和３年５月24日（月） 午前10時00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４定例会会議録の承認
日程第２ 令和３年第５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 18 号 四国中央市図書館協議会委員の委嘱について
議案第 19 号 四国中央市いじめ防止対策委員会委員の委嘱について
議案第 20 号 四国中央市教育支援委員会委員の委嘱について
日程第５ その他

東教育長

閉会宣言

事務局

開会
午後１時30分 定刻になったので、令和３年第５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
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東教育長

教育長挨拶
本日は午前中の開催となり、何かとお忙しい中、ご出席をいただき感謝す
る。
５月15日に四国地方が梅雨入り、平素より21日も早く、統計史上最も早い
梅雨入りだそうで、毎年梅雨の大雨による自然災害に見舞われるという報道
を目にするが、命にやさしい雨であって欲しい。
さて、新型コロナウイルス感染症について、ご存知のように、愛媛県にお
いては、感染確認が連続して一桁にとどまり、中村知事も「ようやく落ち着
きつつある」と話され、まんえん防止措置も22日で解除された。しかし、感
染力の強い変異株や重傷者が増えていることへの不安が解消されたわけでは
なく、また、香川県や高知県でも、感染者数の増加や10歳未満の未就学児の
子どもの感染が複数確認されるなどの報道もある。当市においても、単発的
に確認が続いて、それらのケースにおいては、往々にして学校関係者にかか
わる内容もあり、時には薄氷を踏むような気持で情報を待つときもある。こ
のような状況の今、決して気を緩めることなく、乗り越えていかなければな
らない。高齢者のワクチン接種予約も始まり、長いトンネルに明かりが見え
かけているという表現もされているが、最大警戒レベルである「感染対策
期」の終了日５月31日以降において、文化・スポーツ、社会教育、学校教育
において、例年通りとはいかなくても、休止していた活動が再開できること
を願っている。
そのような中ではあるが、５月６日より、訪問者の人数を縮小して学校訪
問を始めており、教育委員の皆様にも、大変お世話になっている。これまで
に小学校５校、中学校３校が終了したが、引き続きよろしくお願いする。
今年は、一人一台端末のクロムブックと高速ネットワーク等、小中学校に
整備されたＩＣＴ環境を授業の中で活用した「子どもたちの学び」に、これ
までとは大きく変わろうとしている「学校の姿」を目の当たりにしている。
私自身は、このＩＣＴ関係においても、知識や技術等ずいぶん遅れている
が、それでも、活用の場面や内容が大変興味深く、中学校で21教室を回って
も、飽きることがなく目を見張ることが多くある。社会科の通常の授業で、
ライブでブラジルと遠隔授業を行っていたのには驚いた。ＩＣＴの活用によ
り子どもの興味を喚起し、個別最適化された学習により理解促進を図る、こ
れが、令和の学びのスタンダードになっていくことを実感している。
そして、この状況にあるのは、昨年度、教育総務課の担当者を中心に、初
期段階でも使いやすいように、また、様々な場面で活かせるように、そして
できるだけ混乱が生じないように等々、タブレットの導入や環境整備・設定
などにおいて技術を駆使し労力を注いでくれていることが功を奏している
と、感謝をしているところである。また昨年度末から、教員研修の場を多く
設けてくれていることも、先生方が前を向いて取り組めている要因の一つで
あると思う。当市のネットワーク環境・整備やこれらの状況は、他市より、
大変進んでいると聞いている。
ＧＩＧＡスクール元年、教員は、教科や内容によって、ある時はデジタ
ル、ある時はアナログと、 デジタルとアナログのそれぞれの良さをハイブ
リッド化し、トータルでの効用を増大させる視点に立って、子どもたちにわ
かりやすい授業を工夫しようと努力を始めている。今は、授業準備に時間も
かかっていると思う。日常化された活用は始まったばかりだが、学校によっ
て取り組みに差が生まれないように、また、今の教師の意識や意欲が疲弊し
ないように、サポートも大変大事であると思っているところだ。
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さて、５月の行事関係では、今年度から春に移行した小学校運動会と町民
運動会を合同開催として新しいスタートになる年だったが、５月16日は中止
となった。町民運動会は中止だが、小学校の運動会をどのような形で実施で
きるか検討を進めている。また、これから、総合教育会議でもご意見をいた
だいた「書道パフォーマンス甲子園」や、延期されている昨年度の成人式も
ある。担当課職員には、判断の難しい、悩ましい状況が続くが、よろしくお
願いする。
本日は諸般の報告と議案３件、その他の項目となっている。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３年第４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４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４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４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５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。

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、5/13 伊予三島奨学会理事会、は書面決議に
変更し実施、5/31 川之江奨学会評議委員会は書面決議に変更し実施する予
定である。
6/8～6/25の予定で、令和３年第２回四国中央市議会が開催の予定であ
る。学校給食では、6/10 給食会総会を開催予定、書面開催になるかどうか
理事会で決定される。

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。
5/16 合同町民運動会は延期でなく、中止となった。
5/24 市人権教育協議会総会は書面会議に変更となった。
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5/27 旧三島町財産管理委員会感謝状贈呈式がある。三島公民館にプロジ
ェクター、電子ピアノを寄贈されている。
6/21 第１回人権・同和教育推進者養成講座を開催予定である。
6/30 第１回新規採用転入教職員等人権・同和研修がしこちゅ～ホールで
開催予定である。
4/22～5/31の間、各公民館、交流センター、新宮少年自然の家は引き続き
休館となっている。
文化・スポーツ振
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
興課長
料に基づき事務報告する。
5/22 四国中央市文化協会総会は書面会議に変更し実施した。
5/25 書道パフォーマンス甲子園第４回実行委員会開催予定である。
6/5 四国中央ふれあい大学講座、ピアノと砂のファンタジー 星の王子
さまを開催予定である。
スポーツ振興関連では、5/14 川之江体育館改修検討委員会を開催した。
5/28 体育協会理事会は書面会議に変更となっている。
図書館は、それぞれイベント等は中止、歴史考古博物館企画展も中止、
5/19 暁雨館大学も延期となっている。6/19 暁雨館大学、6/26 「庭を
愛でる」は実施する予定である。
渡邉学校教育課長

東教育長
石川卓委員

学校教育に関し、資料に基づき事務報告する。
学校訪問を開始したが、今日までに８校訪問した。今後31日までは人数を
制限し、縮小した体制で行う予定である。
5/16 運動会は中止したが、６月の早い段階で開催の検討もしたが、子ど
もの練習不足もあり、秋開催も含めて検討している中である。
6/10 学校保健協会理事会は書面会議予定である。
6/22 愛媛大学紙産業イノベーションとの連携授業は予定どおり実施す
る。
6/23 市内小中学校教科等研修会は感染対策をしながら実施予定である。
少年育成センターだが、5/21 令和３年度少年育成センター運営協議会、
及び6/2 令和３年度市少年補導委員連絡協議会総会は書面議決に変更とな
っている。
6/26 令和３年度市町少年補導委員「ブロック別」東予地区研修大会は中
止、6/28 令和３年度四国中央市の子どもを育てる市民会議は開催予定であ
る。
意見質問等ないか問う。
書道パフォーマンス甲子園について、19歳の部を設けて５校参加出場する
予定のようだが、状況はどうなのか。また、19歳の部に出た人がまた通常の
枠での出場ができるのか。

合田文化・スポー
19歳の部では、５校のうち２校が19歳のみで構成されている。残り３校は
ツ振興課長
19歳と高校生を混在し構成されている。
19歳の部に出場した高校生も、本選に出場可能である。
石川卓委員

19歳の部に出場する高校と本選に進む高校で両方に出られるということで
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石川卓委員
合田文化・スポー
ツ振興課長
篠原理委員

良いか。
お見込みのとおりである。

書道パフォーマンス甲子園に関連して、これからの予定と開催の見通しな
どを教えてほしい。

合田文化・スポー
明日5/25に書道パフォーマンス甲子園実行委員会を開催するが、その中で
ツ振興課長
細かい部分等を決定する。
おそらくこのコロナ禍の状況では、一般客の観覧は遠慮してもらうことに
なると思う。
東教育長

随時進捗状況はお知らせできると思う。
他に意見質問等がないか問う。

東教育長

特にない旨を確認し、議事に移る。

東教育長

合田文化・スポー
ツ振興課長

議事
議案第18号「四国中央市図書館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。
議案第18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、図書館協議会委員の辞任に伴い、四国中央市図書館条
例(平成22年四国中央市条例第５号)第10条の規定により、同委員を委嘱する
ものである。

東教育長

只今の議案第18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18号「四国中央市図書館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19号「四国中央市いじめ防止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19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、四国中央市いじめ防止対策委員会委員尾川満宏准教授
辞任に伴い、四国中央市いじめ防止対策委員会及び四国中央市いじめ問題再
調査委員会条例(平成27年条例第27号)第６条の規定により、同委員を委嘱す
るものである。同じく愛媛大学より梅田嵩広氏に委嘱するが、任期は前委員
の残任期間とする。

東教育長

只今の議案第19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。
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議案第19号「四国中央市いじめ防止対策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。

東教育長

続いて、議案第20号「四国中央市教育支援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20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、四国中央市教育支援委員会委員の任期満了に伴い、四
国中央市教育支援委員会規則（平成16年教育委員会規則第13号）第３条の規
定により、同委員を委嘱するものである。全25名のうち、再任が18名、新任
が７名となっている。

東教育長

只今の議案第20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20号「四国中央市教育支援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。
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
渡邉学校教育課長

東教育長
篠原祥子委員

渡邉学校教育課長

その他
報告等ないか問う。
四国中央市中学校総合体育大会について、６月１日から４日まで、陸上は
８日に開催を予定している。
感染対策期間中ということで、心配もあると思うが、当日は無観客で開催
する。別紙に示した４点について、まず、全国・県大会につながる地区予選
ということで、感染対策に努め上位大会ルールに準じた競技の運営を行う、
二番目に参加する選手のみならず、選手の家族の方にも毎朝の検温、マスク
の常時着用などの感染予防対策の徹底をお願いしている。３番目に大会当日
に発熱や風症状など体調がすぐれない場合は、大会への参加をしないように
お願いする。また、生徒の家族が濃厚接触者となった場合についても同様
で、感染拡大防止のため、最後の大会だからと無理な参加は絶対にお辞めい
ただく。４番目として、国や県の新型コロナウイルス感染症対策や市内の感
染状況等により、大会を中止又は延期する場合も出てくることをご理解いた
だきたい。
昨年以上に感染対策に留意しながら開催したいと思っている。
意見質問等ないか問う。
図書館などの施設で新型コロナウイルス感染者が発覚した場合、消毒等は
どういう方法でするのか。学校、公民館の消毒もどういう形で、だれがする
のか。
学校では、教室などは消毒を行っている。スプレーを吹くとウイルスが拡
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渡邉学校教育課長 散するため、ペーパータオルに消毒液を浸したもので拭き取るように作業
し、管理職等が行っている。
合田文化・スポー
図書館は指定管理であるため、市ではなく指定管理者が業者に委託し、消
ツ振興課長
毒を行うことになる。
篠原祥子委員

その業者は早急に対応してくれるのか。

合田文化・スポー
ツ振興課長

早急な対応が可能な業者にお願いできる。

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）

宮下教育総務課長

次回定例会の招集を願う発言。

東教育長

次回、教育委員会第６回定例会を令和３年６月28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。

東教育長

閉会
午前10時29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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