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令和３年四国中央市教育委員会第６回定例会会議録
日

時

令和３年６月28日（月） 午後14時00分～

場

所

四国中央市庁４階

委員定数

５名

出席した委員

教育長 東
委員 石川

欠席した委員

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

なし
程

開会宣言
教育長挨拶
日程第１ 令和３年第５回定例会会議録の承認
日程第２ 令和３年第６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 21 号 四国中央市モバイルルータの貸付けに関する要綱の
制定について
議案第 22 号 四国中央市学校評議員の委嘱について
議案第 23 号 四国中央市教育委員会外部評価委員会委員の委嘱に
ついて
議案第 24 号 四国中央市学校給食費滞納審査会委員の委嘱につい
て
日程第５ その他
令和３年第２回四国中央市議会定例会について
令和３年度一般会計６月補正予算について
令和３年度教育要覧について

東教育長

閉会宣言

1

四国中央市教育委員会会議録
事務局

開会
午後２時00分 定刻になったので、令和３年第６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

事務局

教育長挨拶
第６回定例会にご出席いただき感謝する。
委員の皆様にはご多忙の中、学校訪問、そして、先週の教科等研究会と大
変お世話になった。
学校訪問は、まだ８校残っている。皆様から頂いたご意見をもとに、これ
からの学校経営や児童生徒の指導、授業の改善など教育活動の充実に努めて
いきたい。今後ともご指導、ご助言を、よろしくお願いする。
さて、このメンバーでの定例会も本日が最後になる。 大変残念ではあ る
が、篠原理委員においては、明日６月 29 日をもって任期満了となり退任さ
れる。平成 29 年６月 30 日に就任以来、１期４年間お務めいただいた。大変
お世話になり、感謝する。
篠原理委員は、事業経営者としてのこれまでの経験と豊かな見識により、
様々な場面でご指導、助言いただい た。公平公正で、冷静な 判断をされ 、
様々な会合に出席される前には、しっかりとご自分のご意見をまとめられて
臨まれるなど、一つ一つに教育委員としての責務をもって行動される姿に敬
服している。また、特に土居町の小中学校の学校運営を大変気にかけて、非
常に熱い思いをもってご支援いただいたことにも感謝をする。
委員の職を離れた後、教育委員会に対しても変わらぬご指導、ご鞭撻賜る
ようお願い申し上げる。これからも健康にご留意され、さらなるご健勝・ご
活躍をお祈りする。
それでは、本日も、活発なご意見やご質問をいただくようお願いして開会
のご挨拶とする。
日は諸般の報告と議案４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。
会議録承認

東教育長

会議録の承認について諮る。令和３年第５回定例会会議録案について、事
務局より説明を求める。

東教育長

令和３年第５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５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５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。
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東教育長

東教育長

会議録署名委員の指名
令和３年第６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。
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。

教育総務課長宮下
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
課長
務報告する。
６/８ 令和３年第２回四国中央市議会において、６月補正予算を提出、
詳しくは後程説明する。
６/14 公募期間５/31～６/14までの間で、外部評価委員の公募を行った
が、公募なしという結果だった。
６/15から６/17まで四国中央市議会一般質問があり、４名の議員からの質
問があった。答弁要旨については、後程説明する。６/18には教育厚生委員
会があった。
６/25 令和３年第２回四国中央市議会最終日、篠原理委員の退任及び石
村義哲委員の任命について、議会の同意をいただいた。
６/28 本日は第６回定例会、６/30 新任の石村義哲委員の辞令交付式を
午前10時から、その後第２回臨時会を開催する予定である。
学校給食では、６/10 給食会総会は書面決議で開催された。
生涯学習課長窪課
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
長
る。
６/８ 県人権協議会支部長会があり、今年度は総会の代わりに、今年度
の事業等を議決した。
６/21 第１回人権・同和教育推進者養成講座を開催、様々な人権問題や
市民意識調査についての話があり、192名の参加であった。今後は新型コロ
ナウイルス感染症のこともあり遅れての開催となっている。７/12に第２
回、７/28に第３回を予定している。
６/30 第１回新規採用転入教職員等人権・同和教育研修をしこちゅ～ホ
ールで、7/30 第２回を開催予定である。
７/２ 東予地区婦人研修会をしこちゅ～ホールで開催予定。
７/８ 四国地区人権・同和教育研究大会があるが、今年度は新型コロナ
ウイルス感染症の関係もあり、四国地区とはなっているが、愛媛県のみとな
る。
７/17 愛護班の親子フェア開催予定となっている。
今後の主な予定として、延期されていた令和２年の成人式を８/14日曜日
に開催する予定とし準備を進めている。先日対象者にはがきで案内をしたと
ころであるが、委員の皆様にも後日案内する。今回は、新型コロナウイルス
感染症対策として二部制を採用し、しこちゅ～ホールで行うが、一部は11時
から川之江・新宮地域、二部が14時から伊予三島・土居地域としている。ホ
ームページ、広報７月号で周知するようにしている。
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
興課長合田課長
料に基づき事務報告する。
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文化・スポーツ振
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
興課長合田課長
子さま』開催。
６/18 第14回書道パフォーマンス甲子園本戦出場校発表があり、応募校
は102校、本選出場校21校が決定した。
６/21 書道パフォーマンス甲子園演技順公開抽選会が四国中央テレビで
あった。
７/３ 四国中央ふれあい大学講座「音と語りで楽しむ『セロ弾きのゴー
ジュ』
」をユーホールで開催予定。
７/11 第21回四国高等学校演劇祭がしこちゅ～ホールで開催される。
７/25 第14回書道パフォーマンス甲子園が９時から、伊予三島運動公園
体育館で開催、先ほども報告したが21校が本戦出場する。今年は去年中止と
なったため19歳の部として５校が参加する。新型コロナウイルス感染症対策
を万全に講じて開催に向けて準備している。
スポーツ振興では、６/５ サッカー、ＦＣ今治あったかしこちゅ～デイ
が、今治市ありがとうスタジアムで開催され、新宮茶などの物産品販売を行
った。
７/15 プロ野球入団５年以内の選手によるフレッシュオールスターゲー
ム2021が松山市坊っちゃんスタジアムにて開催予定、来年10年ぶりにオール
スターが松山市で開催されるにあたり、スタートアップイベントとして開催
されるものである。
５ページから７ページまでは各図書館のイベントとなっている。
歴史考古博物館では、６/１から27まで企画展「宇摩の祈り －あんなか
たち・こんなカタチ―」、７/17から11/14まで企画展「考古学へのトビラ～
カタチが変わる～」を開催する。
暁雨館では、5/29の暁雨館大学を９/25は延期し開催、６/19暁雨館大学開
催、６/26は庭を愛でる、として日本茶インストラクターと10名の参加でイ
ベントが行われた。
市民プールについてだが、７/20から８/22 10時から17時までの間で、市
内在住者のみ、上限600名で開場する。（８/８～８/15休み）。遊泳時間の制
限は２時間。混雑情報は随時ホームページでお知らせする。
注意点も後日配布予定としており、コロナウイルス感染症対策をしながら
開場したい。
学校教育課長渡邉
課長

学校教育に関し、資料に基づき事務報告する。
６月に入り新型コロナウイルス感染症の対策期から警戒期に移行し、学校
の方でも教育活動を再開している。感染対策をしながら参観日、家庭訪問を
実施したい。大洲青年の家は宿泊ありで新宮自然の家も日帰りで実施、登山
をした学校もある。
研修会では、教育委員の皆さんにお世話になった。６/23教科等研究会を
行ったが、今後も感染対策に留意しながら実施していきたい。
７/14 ＣＳマイスターの西村久二夫先生を招き、コミュニティ・スクー
ル研修会をしこちゅ～ホールで開催予定である。
７/26 教務・研修・学力向上推進主任並びに特別支援コーディネーター
合同研修会があり、昨年からお願いしている東京都矢口特別支援学校の川上
先生とオンラインライブでの研修を、しこちゅ～ホールでする予定としてい
る。
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学校教育課長渡邉
学校訪問について、６/21から全員で実施しているが、７/９金生第２小学
課長
校まであと８校あるので、よろしくお願いしたい。
小規模特認校事業について、６/22、７/14，７/15，７/19 愛媛大学紙産
業イノベーションセンター、愛媛大学社会共創学部に協力を得て行う。
７/21 小学校水泳記録会は中止としているがこれは合同では開催しない
ということで、各校で分散して開催、役員が出向いていき記録を取ることに
している。
７/29 中学校親善音楽会は会場等の都合で検討中。
７/21 終業式を迎えるが、夏休みの短縮等はなく、８/31まで通常通りの
夏休みとなる。
少年育成センターでは、各地域の会合等粛々と開催しており、６/26育成
センターブロック会は開催できなかったが、情報モラル教育研修会を、ＮＩ
Ｔ情報技術推進ネットワーク㈱篠原氏を講師に、生徒指導の先生らの参加で
実施した。
６/28 四国中央市の子どもを育てる市民会議が開催される。
東教育長
石川卓委員

意見質問等ないか問う。
書道パフォーマンス甲子園の関係で、感染対策は万全か？オリンピックく
らい全国的に有名な大会だけに注目されるが、具体的にはどういった対策を
するのか。

文化・スポーツ振
新型コロナウイルス感染症防止に対する基本方針という冊子を作成し、各
興課長合田課長
学校に配布している。この冊子をもとに、対策をすることで万全を期すこと
としている。体調等チェックシートは大会に係るすべての方にお願いするこ
とにしている。
石川卓委員

演技中にはマスクを外してよいか。

文化・スポーツ振
興課長合田課長

「しなくてもよい」としているので、しても、しなくてもよい。

東教育長

他に意見質問等ないか問う。

篠原理委員

５月、６月と学校訪問をする中で、各学校で教職員が生徒と真剣に向き合
っており、一生懸命取り組んでいて感心した。市内で一貫した教育ができて
いるのと、校長先生のリーダーシップが発揮されて素晴らしかった。気にな
るのは、生徒数減少や教職員の不足により、学校内の設備に維持管理が厳し
い状況であり、整備するのも先生達に負担のようだった。なんとか、先生達
の負担を軽減していただきたい。

篠原祥子委員

学校訪問で感じたのは、エアコンの管理や窓の開け方について様々で、指
導してもらっているとは思うが、できていなのようなので、もう一度学校に
指導してもらいたい。
学校訪問の帰りに、高校生がマスクなしで下校しているのを見かけたが、
小中学校では登下校中のマスクはどのように指導しているのか、教えてもら
いたい。
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学校教育課長渡邉
いわゆるソーシャルディスタンスを保てるならば、マスクは外してもよい
課長
ということが文部科学省で示されているので、そのように指導している。
東教育長

他に意見質問等ないか問う。

東教育長

特にない旨を確認し、議事に移る。

東教育長

議事
議案第21号「四国中央市モバイルルータの貸付けに関する要綱の制定につ
いて」を上程し、議案の説明を求める。

学校教育課長渡邉
議案第21号について資料に基づき議案を説明する。
課長
提案理由としては、自宅にインターネットを利用した学習環境が整備されて
いない児童又は生徒の保護者にモバイルルータを貸し付けるため、本要綱を
制定するものである。貸し付け対象児童又は生徒は第４条２項１号に定める
ものを前提としている。期間は貸付けを承認した日から自宅にインターネッ
トを利用した学習の環境が整備された日と児童生徒が在学する小学校又は中
学校を卒業する日のいずれか早い日までとし、使用料金は貸付けにかかる使
用料金は無料だが、通信料金、電気料金等の経費は使用者負担とすることと
している。
東教育長

只今の議案第21号の説明に、意見質問等ないか問う。

石川卓委員

どのくらいの台数を用意しているか。

学校教育課長渡邉
400台用意している。昨年９月の調査では、通信環境が整っていない家庭
課長
が172件あった。うち、就学援助規則の規定による認定を受けている者は40
名だった。９月以降、各家庭で通信環境を整備していただくよう、呼びかけ
たため、数は減っているのではないかと思う。７月に再度調査を行う予定で
ある。
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21号「四国中央市モバイルルータの貸付けに関する要綱の制定につ
いて」の原案を可決する旨宣言する。
続いて、議案第22号「四国中央市学校評議員の委嘱について」を上程し、
議案の説明を求める。

学校教育課長渡邉
課長

議案第22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、学校運営協議会を設置していない５校について、従来
通り学校評議員を置くもの、開かれた学校づくりの推進並びに家庭及び地域
社会が一体となった地域ぐるみで教育活動を充実させるため、四国中央市立
学校評議員制度に関する要綱第３条第１項の規定により同委員を委嘱及び任
命するものである。
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東教育長

只今の議案第22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22号「四国中央市学校評議員の委嘱について」の原案を可決する旨
宣言する。
続いて、議案第23号「四国中央市教育委員会外部評価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。

教育総務課長宮下
課長

議案第23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、四国中央市教育委員会外部評価委員の任期満了に伴
い、四国中央市教育委員会外部評価委員会要綱第３条の規定により同委員を
委嘱するのである。

東教育長
石川卓委員

只今の議案第23号の説明に、意見質問等ないか問う。
外部評価委員は公平に、評価してもらう必要がある。以前のことを知って
いる人はいるのか。全員が新任となると難しくないか。

教育総務課長宮下
任期満了ということであるが、全員新任となると委員会の活動に支障もあ
課長
るため、委員長は再任となっている。後の委員については、前委員の意向も
あり、新任となった。
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23号「四国央市教育委員会外部評価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24号「四国中央市学校給食費滞納審査会委員の委嘱につい
て」を上程し、議案の説明を求める。

教育総務課長宮下
課長

議案第24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、四国中央市学校給食費滞納審査会委員の任期満了に伴
い、四国中央市学校給食滞納審査会要綱第３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24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24号「四国中央市学校給食費滞納審査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

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。
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東教育長

その他
令和３年第２回四国中央市議会定例会について、説明を求める。

教育管理部長石川
部長
教育指導部長森実
部長

教育委員会教育管理部質問10項目、質問要旨・答弁について説明する。

東教育長

意見質問等ないか問う。

全委員

（特に意見なし）

東教育長

令和３年度一般会計６月補正予算について、説明を求める。

教育管理部長石川
部長

歳入は省略。歳出予算の重要な部分を説明する。

東教育長

意見質問等ないか問う。

石川卓委員

教育委員会教育指導部質問５項目、質問要旨・答弁について説明する。

外国語指導助手派遣業務委託料を計上しているが、ＡＬＴの人数が増えた
のか。

教育指導部長森実
新型コロナウイルス感染症のため、ＪＥＴプログラムを活用したＡＬＴの
部長
招致ができないため、ＡＬＴ派遣に切り替えることにより発生した委託料と
なる。人数に変わりはない。
東教育長
全委員
東教育長

他に意見質問等ないか問う。
（特に意見なし）
令和３年度教育要覧発刊について、説明を求める。

教育総務課宮下課
令和３年度教育要覧をお手元に配っているが、フォントの変更やしこちゅ
長
～のイラストを入れるなどして、親しみやすく構成している。
東教育長

星川光代委員

また、見ていただけたらと思う。
他に意見質問等ないか問う。
先ほど、学校訪問で感じたことで、エアコンの管理も気になるが、クロム
ブックの保管が学校によって異なり、中には破損の危険を感じた。低学年は
特に管理をしっかりやらないといけないのではないか。学校に任せているの
か。

学校教育課長渡邉
機会があるごとに指導はしているが、始まったばかりでまだ十分にルール
課長
が徹底されていないところもある。来月開催される校長会でもまた指導した
いと思っている。
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東教育長

気になることは指摘していただき、統一した運用ができたらと思う。
他に意見質問等ないか問う。

東教育長

篠原理委員が本日で最後の定例会となるので、挨拶をお願いする。

篠原理委員

篠原理委員退任挨拶

教育総務課長宮下
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７回定例会を令和３年７月26日（月曜日）午前10時00
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３時05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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