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平成28年四国中央市教育委員会第１回定例会会議録
日

時

平成28年１月28日（木） 午前９時30分〜

場

所

四国中央市本庁５階第２委員会室

委員定数

５名

出席委員

委員長 守谷 一郎 、委員
教育長 野村 勝廣

欠席委員

委員

会議に出席した
公務員の職氏名

教育部長 伊藤 茂 、 教育総務課長 眞鍋 葵 、
学校教育課長 原田 尋 、 学校教育課主幹 石津
生涯学習課長 石川 寿一 、 文化振興課長 合田
国体推進課長補佐 岸 明法 、 教育総務課長補佐
少年育成センター所長 石井 和隆 、 生涯学習課
教育総務課長補佐 宮崎 啓三 、 教育総務課係長
教育総務課 戸田 浩史

傍聴人

なし

日

開会宣言
委員長挨拶
平成27年第12回定例会会議録の承認
平成28年第１回定例会会議録署名人の指名
教育長報告
教育長より諸般の報告
各課長より事務報告
その他の案件
閉会

程
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善久
路彦
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、
、
一好 、
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直子 、

会議の概要
委員長

委員長

開会
午前９時30分 第１回定例会の開会を宣する。
近藤達之介委員から欠席の届けがあったが、出席委員が委員定数の過半数
を超えているので、本会の成立を確認する。
委員長挨拶
各地でインフルエンザが流行しているようだ。本市でも各学校においてマ
スク着用等対策を講じているが、感染率が上昇傾向にある。感染予防に注意
を払い健康管理に努めたい。
１月10日には、成人式及び第29回新春やまじっこマラソン大会が開催さ
れ、17日には第５回紙のまち新春競書大会が行われた。成人式、やまじっこ
マラソン大会ともに天候にも恵まれ、平穏のうちに開催された。成人式は、
３会場同時開催が今回で３回目となり、この形が定着したように感じた。や
まじっこマラソン大会については、マラソンブームも相まって回を重ねるご
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とに参加者が増え、盛り上がってきたように思う。新春競書大会について
も、清々しい新春に相応しい素晴らしいものであった。これらの行事を開催
するにあたり、準備・運営・その他事後処理等と事務局各位におかれては大
変ご苦労であった。
新聞報道にもありご存じのことと思うが、教職員の考えられないような不
祥事が相次いで起きた。当該校はもとより、教職員全体の信用失墜行為であ
り大変残念なことである。心して常に緊張感をもち、メリハリをつけねばな
らない。
これから年度末に向けて今年度事業の総仕上げや、来年度の計画等ご多忙
であると思うがよろしくお願いする。

委員長

会議録承認
会議録の承認について諮る。平成27年第12回定例会会議録案について、事
務局より説明を求める。

宮崎補佐（教総）

平成27年第12回定例会会議録案の概要を説明する。

委員長

平成27年第12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。

委員長

委員長

委員長
教育長

委員長
教育総務課長

承認の旨確認し、平成27年第12回定例会会議録の原案を承認する旨宣す
る。既に指名の委員には、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
平成28年第１回定例会会議録署名人に、篠原祥子委員、鈴木千明委員を指
名する。
報告事項
諸般の報告を求める。
教育委員長も先ほど触れられたが、教職員の不祥事が相次ぐ中、教職員に
対する世間の目も益々厳しくなって行くのではないかと思う。十分に綱紀粛
正を呼びかけ、本市で起きることがないよう気をつけて行きたい。
その他、諸般の報告については特別に私から申し上げることはなく、各課
から報告の後ご審議いただきたい。
各課から事務報告を求める。
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。
1/20 教育厚生委員会管内視察・意見交換会が行われ、教育委員会関連で
は三島学校給食センター、土居学校給食センター、ユーホールの３か所が視
察された。
1/28 本日、第１回定例教育委員会である。
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鈴木補佐（給食）

学校給食に関し、資料に基づき事務報告する。
1/4〜29において、平成28年度学校給食物資納入業者登録申請の受付を行
っている。
1/19 三島地域野菜部会が行われ、地元農家の方々に地産地消の大切さを
伝え、協力を依頼した。
また、1/19は、暴風雪警報により市内各学校が臨時休校となり給食を中止
している。1/25の大雪の影響では、新宮小・中学校が臨時休校となり、また
26日は、断水のため給食を中止している。

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。
1/4の校長会を皮切りに３学期の行事がスタートしている。
1/8 公立幼稚園、小・中学校で無事に３学期の始業式を迎えている。
1/21 学校保健研究大会が開催された。教育委員各位に終日お世話に感謝
申し上げる。土居中学校の素晴らしい実践発表や高知大学原田先生に講演い
ただき、内容の濃い研究大会となった。
なお、先ほど鈴木補佐（給食）より、1/25の大雪に関する学校給食対応に
ついて報告があったが、その日、始業時間を遅らせた小・中学校も半数ほど
あった。なお、水道管の影響による断水に関しては、報告があった新宮小・
中学校に加え、関川小学校でも断水が続いている。
冒頭に教育長より、県内教職員の不祥事に関するお話があったが、本日午
後より臨時の管内校長研修会が実施される。

石井所長（少年）

少年育成センターに関し、資料に基づき事務報告する。
1/8 ３学期始業式の下校時間に合わせ、青パトによる合同パトロールを
実施した。
1/19〜22 市少年補導委員連絡協議会、市内中高生徒指導連絡協議会等が
４地区において開催され、冬休みの補導状況、情報交換等を行っている。
市内で発生している不審者情報について、現段階で33件の配信を行ってい
る。ここ最近配信した７件の内、６件が声掛け事案である。地域を挙げ巡回
を行ったり、防止に努めているところである。

生涯学習課長

生涯学習課所管の社会教育・社会体育・人権教育に関し、資料に基づき事
務報告する。
1/10 第29回新春やまじっこマラソン大会が、1273名の参加者を得て開催
された。同日、各会場にて成人式が開催された。詳細については、後ほど担
当より報告させていただく。
1/11 親子ふれあい凧揚げ大会が、愛護班主催で伊予三島運動公園にて開
催された。
1/13 人権教育協議会社会教育部会が福祉会館にて開催され、宮内先生の
「ひとり芝居」公演が行われた。
1/15 プロ野球愛媛県人会の長崎事務局長が、市長へ表敬訪問され、当地
域においてプロの現役選手とＯＢで、少年たちを指導したいとの申し出があ
った。開催日は、本年の12月28日を予定しているのでよろしくお願いする。
現在、関川地区の一部において断水が続いている。２月９日に復旧する見
通しと聞いているが、断水のため北野保育園にて給食が作れない状況であ
る。協議の結果、土居公民館調理室を提供することで話が整い、本日より使
用される運びとなったので報告する。
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岸補佐（国体）

国体推進課所管事務に関し、資料に基づき事務報告する。
平成29年10月に開催されるえひめ国体に向け、各種イベント、市内幼稚
園・保育所を中心にＰＲ活動、みきゃんとえがお体操を実施している。
先催地からの情報収集としては、昨日、和歌山県串本町での事業概要説明
会に参加し、来月３日に行われる紀の川市事業概要説明会に参加予定であ
る。
来年度には、各競技のリハーサル大会が順次開催されるので、各競技団体
の調整・会場設計業務等、各種分野において準備を進めているところであ
る。

文化振興課長

文化振興課所管の文化振興・図書館に関し、資料に基づき事務報告する。
1/17 第５回新春競書大会を開催した。参加児童・生徒は、市外を合わせ
264名で昨年より53名多い参加を得ている。
1/24に開催予定だったユーフェスタ2016については、雪のため中止として
いる。
続いて図書館関係について資料のとおり報告する。
各図書館において上映会やおはなし会等、ボランティアグループの協力を
得て様々な行事を実施している。
暁雨館では、企画展「先哲と古典」を今月末まで開催している。また、
1/19には、暁雨館大学としてその企画展の解説を学芸員に行っていただいて
いる。

委員長

只今の教育長及び各担当からの報告について、意見質問等がないか問う。

篠原委員

不審者情報の声掛け事案についてだが、厳重注意にとどまるだけなのか。

石井所長（少年）

声掛け事案は、犯罪の前兆行為として警戒が必要だが、法に触れない限り
は厳重注意にとどまらざるを得ないようだ。

篠原委員

先月、話されていた不審者が特定されたのか。

石井所長（少年）

それとは、別の不審者である。

委員長

他に意見ないか問う。

鈴木委員

先日の雪の影響による小・中学校の遅刻や欠席は、どのように扱われるの
か。

学校教育課長

欠席については、出席停止と同扱いで欠席の日数にはカウントしない。ま
た、遅刻についても遅刻扱いとはしていない。

委員長
鈴木委員

他に意見ないか問う。
断水により、土居公民館調理室を提供するとのことであったが、給食調理
場として保健所のチェックは問題ないのか。
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生涯学習課長

折しも国体の民泊関係で、各公民館調理室を保健所がチェックし、改善を
図ったところであり問題はない。

篠原委員

新春競書大会についてだが、年を重ねるごとに参加者も増え良くなってい
る。ただ、書道教室の先生方について教え子が賞を取るために、熱が入り過
ぎているのではとの意見もある。案として事前に課題を決めないで、当日発
表するのも良いのではとの声もある。

文化振興課長

その件については、先生に限らず保護者においてもかなり熱が入っている
方もおられるようだ。
書道教室の先生方の協力もあり、この新春競書大会が運営できている面も
ご理解いただきたい。

鈴木委員

他市から参加の児童・生徒が、上位の賞を多く取ったと聞いている。この
ことにより来年は更に本市書道教室の先生方の熱が入りそうだ。

委員長

水本（生涯）

委員長

他に意見ないか問い、他に意見ない旨確認する。
本日は提案された議案がないため、続いてその他の案件に移る。
その他の案件についてないか問う。
市内３会場で開催された成人式について資料に基づき報告させていただ
く。対象者に対する出席率については、77.3％で過去７年間を見ても高い出
席率である。案内の発送数に対する出席率は、３会場及び男女ともに８割を
超えており、出席率については開催日に関係なく安定していることが伺え
た。
新成人代表者に「謝辞」または「誓いのことば」を選択してもらい、川之
江及び三島会場は「誓いのことば」を、土居会場は「謝辞」となった。
会場内に飲酒者はいたようだが大きな混乱はなかった。会場の外で、たば
この吸い殻、酒の空き瓶を回収した。
各会場のオープニングは、川之江・三島会場は磐座太鼓、土居会場は川之
江高校郷土研究部の二洲太鼓の演奏で始まった。
来年度の成人式については、正月三が日を除く最初の日曜日の1/8（13：
00〜）に市内３会場一斉開催を予定している。開会のアトラクションとして
今年度同様に川之江・三島会場は、磐座太鼓、土居会場は、川之江高校郷土
研究部の二洲太鼓を考えている。来年度の新宮地域の成人式については、
8/14の金曜日（10：00〜）を予定しているのでよろしくお願いする。
只今の説明に、意見質問等ないか問う。

篠原委員

三島会場は来賓のあいさつをきちんと聞き、しゃべっている人を注意する
姿が何度か見受けられ、大変すばらしいものであった。ビデオレターは例年
よりも登場してくださる先生が少ないように感じた。

鈴木委員

磐座太鼓の演奏がよかった。昨年はＤＶＤであり、盛り上がりや感動に欠
けたように思う。オープニングに太鼓の演奏者の紹介があり、新成人それぞ
れに思うところがあったようで、いい経験になった。川之江会場も落ち着い
た雰囲気で良かった。
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教育長

各地の荒れた様子の成人式を放送するが、それはやめたほうがよい。四国
中央市のような静粛に行っている成人式を放送してほしい。

篠原委員

校区分けのグレーゾーンの件だが、今年度は改善し、誓約書までつけても
らったが、問題はなかったのか。

学校教育課長

一昨年までは、校区外通学申請書の意見欄に今までは入学する中学校の校
長が記入していたが、昨年から事情をよく知っている在籍小学校の校長に記
入してもらうように変更し、委員会内の決裁により、妥当だと認めたら許可
が下りることを周知徹底した。当初は、厳しいとか昨年までは許可されたの
にといった意見もあったが、保護者にきちんと手順を説明したことにより、
三島地域についてはさほどクレームはなかった。
川之江地域は、地域ごとの区切りが分かりにくく、住基上で変更していた
区域があり、区分けを地図に落としたうえで小学校・中学校どちらにも説明
したので、今後周知徹底されると思われる。

委員長

他に意見等ないか問う。
次回、教育委員会第２回定例会を平成28年２月22日（月）午前９時30分か
ら、本庁５階第１委員会室に召集する。
その他に報告等ないか問い、報告・意見等ない旨確認する。

委員長

閉会
午前10時15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 星川 直子
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