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平成28年四国中央市教育委員会第２回定例会会議録
日

時

平成28年2月22日（月） 午前9時30分〜

場

所

四国中央市本庁５階第１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 善久 、
生涯学習課長 石川 寿一 、 文化振興課長 合田 路彦 、
国体推進課長 藤田 恭二 、 教育総務課長補佐 鈴木 一好 、
少年育成センター所長 石井 和隆 、教育総務課長補佐 宮崎 啓三 、
教育総務課係長 星川 直子 、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28年第１回定例会会議録の承認
平成28年第２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
議事
議案第１号 四国中央市いじめ防止対策基本方針の策定について
議案第２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３号 四国中央市郷土資料館運営協議会委員の委嘱について
その他の案件
平成28年度一般会計当初予算（教育関係）について
平成27年度一般会計補正予算（教育関係）について
閉会

程

近藤

篠原

祥子

、委員

鈴木 千明 、

達之介

会議の概要
委員長

委員長

開会
午前９時30分 第２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
ここのところ天候不順の日が続いていたが、昨日今日と良い天気となっ
た。インフルエンザが流行しているようだが、各地では梅の花も咲き、春が
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近いことを感じさせられる。プロ野球のオープン戦も始まり、これからスポ
ーツも盛んになって行こうかと思う。
最近、暗いニュースが非常に多い。老人ホーム入居者事件や、閣僚及び国
会議員の問題発言、また、元プロ野球選手が覚せい剤所持により逮捕され
た。青少年に与える影響は大きいものと思われる。そのような中、昨日、米
ツアーの ISPS ハンダ女子オーストラリア・オープンで野村敏京選手が優勝
したとの明るいニュースもあった。２週間前には、松山英樹選手が米ツアー
２勝目を挙げた。スポーツ選手には、大いに活躍していただき、子どもたち
や私たち大人にも元気と夢と希望を与えてほしいと思う。
これから教育委員会事務局各位におかれては、３月１日より開かれる市議
会対応、本年度事業の仕上げや整理、来年度事業の計画等、何かと多忙であ
る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28年第１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28年第１回定例会会議録案の概要を説明する。

委員長

平成28年第１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

鈴木補佐（給食）

承認の旨確認し、平成28年第１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２回定例会会議録署名人に、篠原祥子委員、野村勝廣委員を指
名する。
報告事項
諸般の報告を求める。
教育委員各位におかれては、卒業式及び入学式が控えているのでよろしく
お願いする。
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。
2/16、19 伊予三島奨学会及び川之江奨学会の奨学生選考委員会が開催さ
れ、伊予三島奨学会９名、川之江奨学会12名の奨学生が選考された。
3/1〜25 第１回市議会定例会が開催される。平成28年度一般会計当初予
算（教育関係）等についての詳細は、後ほど教育部長より報告させていただ
く。
学校給食に関し、資料に基づき事務報告する。
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2/4 第２回学校給食会理事会を開催された。平成28年度の物資登録業者
の認定並びに来年度の給食費について検討し、今年度と同額の据え置きで決
定している。
2/4、5、15 川滝、北、三島小学校において学校給食交流会を行った。こ
れで今年度の学校給食交流会は全て終了した。
2/13 第41回四国中央農山漁村ふるさとづくり大会、第11回四国中央市地
産地消・食育推進フォーラムが川之江文化センターにて開催された。この大
会では、グループの活動事例発表やふるさと料理試食会、子どもが作る「弁
当の日」提唱者の竹下和男氏による講演等が行われた。
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。
2/1 いじめ防止対策委員会が開催された。本日の議案にて提出させてい
ただいている「四国中央市いじめ防止対策基本方針の策定」等についてのご
意見もいただき有意義な会となった。
2/4 少年式が市内各中学校にて執り行われた。教育委員各位には、ご出
席いただきお礼申し上げる。
３月には、市内中学校、小学校、幼稚園の卒業式及び卒園式が行われる。
教育委員各位におかれては、ご出席よろしくお願いする。

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。
2/5 青パト合同パトロールを市内一円で実施している。今回より、２班
に分かれ小学校低学年、高学年の下校時間に合わせ合同パトロールを実施し
ている。
2/13 川之江地域で健全育成交流会が開催された。この会は、川之江北中
学校・川之江南中学校が主体となり、年に２回、川之江地域の健全育成に関
係する各種団体が一同に会し、現況報告や情報交換を行い、児童生徒の健全
育成に関する交流を図るものである。
市内で発生している不審者情報について、２月19日（金）に今年度42件目
の配信を行っている。昨年度のこの時期は、38件の配信であった。引き続き
警戒を呼び掛けて行きたい。

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。
2/4、5 大阪市にて人権啓発研究集会が開催された。
2/17 市民活動事例発表会が消防防災センターで行われた。公民館の関係
では、川滝公民館、豊岡公民館、蕪崎公民館が活動事例の発表を行った。

国体推進課長

国体推進課所管事務に関し、資料に基づき事務報告する。
引き続き各地域の事業等において、えひめ国体のＰＲ活動を実施している
ところである。
2/22 本日、午前11時より本庁玄関前において、えひめ国体のカウントダ
ウンボード完成記念式典、除幕式を行う。このカウントダウンボードは、大
王製紙株式会社様より寄附金をいただき作製している。教育委員各位におか
れては、本会に引き続きとなるがご覧いただきたい。

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。
2/27 ふれあい大学第100回として「NHK 交響楽団メンバーによる室内
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楽」を行う。チケットは既に完売している。
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、2/19に暁雨館大学として「山中家三代」と題して加藤敏史先
生にご講演いただいている。
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。
２月29日に予定されている四国中央市学校給食センター建設準備委員会で
は、具体的な話し合いはなされるのか。

教育総務課長

お見込みのとおりである。基本計画については、３月下旬の完成を目標に
作業を進めており、今回の建設準備委員会では、成果品に近い形で報告する
予定である。

委員長

他に意見等ないか問う。

鈴木委員

市内小・中学校におけるインフルエンザの欠席状況を教えていただきた
い。

学校教育課長

関川小学校の２年生１クラスが先週２日間学級閉鎖となった。また、本日
連絡が入ってきたが、中曽根小学校２年生１クラスが明日明後日と学級閉鎖
予定である。インフルエンザ感染人数（市内公立幼稚園、小・中学校）につ
いては、先週の段階で100名を超え、先週末にかけ120名程度で推移してい
る。

委員長

委員長

他に意見等ないか問い、議事に移る。
議事
議案第１号｢四国中央市いじめ防止対策基本方針の策定について｣を上程
し、議案の説明を求める。

石津主幹（学教）

議案第１号について、資料に基づき議案を説明する。
いじめ防止推進法第12条に基づき、いじめの防止等のための対策に関する
基本的な方針を定めるものである。

委員長

只今の議案第１号の説明に、意見質問等ないか問う。
県下他市においてもいじめ防止基本方針と同様なものが策定されているの
か。

石津主幹（学教）

県下では、今のところ附属機関の設置条例を制定し、方針を定めているの
は愛南町のみである。本案が策定されれば、県下で２番目ということにな
る。

委員長

他に意見質問等ない旨確認し、議案第１号について異議ないか問う。

全委員

異議ない旨伝える。
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委員長

全委員

異議ない旨確認し、議案第１号｢四国中央市いじめ防止対策基本方針の策
定について｣の原案を可決する旨宣する。
残り議案２件及びその他の案件の「平成28年度一般会計当初予算」並びに
「平成27年度一般会計補正予算」については、人事案件及び政策の意思決定
途上にある案件のため、議事を非公開とし審議することについて異議ないか
問う。
異議ない旨伝える。

委員長

異議なしと認め、非公開として議事を進める。
議案第２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。

石井所長（少年）

議案第２号について、資料に基づき議案を説明する。
四国中央市少年育成センター条例第４条第２項の規定に基づき、資料の者
を四国中央市少年育成センター運営協議会委員に委嘱されたい。提案理由に
ついては、警察関係機関に従事する者の異動に伴い、委員の委嘱を求めるも
のである。なお、委員の任期は、四国中央市少年育成センター条例第４条第
３項の規定により、前任委員の残任期間で、委嘱の日から平成28年３月31日
までとする。

委員長

只今の議案第２号の説明に、意見質問等ないか問う。
意見質問等ない旨確認し、議案第２号について異議ないか問う。

全委員

異議ない旨伝える。

委員長

異議ない旨確認し、議案第２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｣の原案を可決する旨宣する。
続いて、議案第３号｢四国中央市郷土資料館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。

文化振興課長

議案第３号について、資料に基づき議案を説明する。
四国中央市郷土資料館条例第20条の規定に基づき、資料の者を四国中央市
郷土資料館運営協議会委員に委嘱されたい。提案理由については、四国中央
市郷土資料館運営協議会委員１名が任期途中に退任したことに伴い、補欠委
員１名の委嘱を願うものである。なお、委員の任期は、四国中央市郷土資料
館条例第20条第４項の規定により、前任委員の残任期間で、委嘱の日から平
成28年３月31日までとする。

委員長

只今の議案第３号の説明に、意見質問等ないか問う。
意見質問等ない旨確認し、議案第３号について異議ないか問う。

全委員

異議ない旨伝える。

委員長

異議ない旨確認し、議案第３号｢四国中央市郷土資料館運営協議会委員の
委嘱について｣の原案を可決する旨宣する。
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以上で提出された議案の審議等は終了したので、その他の案件に移る。

委員長

教育部長

その他
３月議会提出「平成28年度一般会計当初予算（教育関係）について」及び
｢平成27年度一般会計補正予算（教育関係）について｣の説明を事務局に求め
る。
３月議会提出｢平成28年度一般会計当初予算（教育関係）について｣の説明
を資料に基づき行う。
続いて、｢平成27年度一般会計補正予算（教育関係）について｣の説明を資
料に基づき行う。

委員長

只今の説明に、意見質問等ないか問う。

鈴木委員

健康診査等委託料の減額理由について教えていただきたい。

学校教育課長

教職員の人間ドック受診との重複や欠席等諸事情により受けられなかった
方がおられたことによる減額である。

教育長

土居高校の修学旅行についてだが、具体的なプランは仕上がっているの
か。

宮崎補佐（教総）

前回お示しさせていただいた当初予算要求のプラン以降具体的な進展はな
い。

教育長

土居高校の校長先生は、宿泊研修（民泊）を主にして色々な体験談等を聞
くことが、生徒たちの大きな実りになると思うと言われていた。私もそのと
おりだと思う。

委員長

他に意見質問等ないか問い、ない旨確認する。
以上で日程に示された案件は全て終了したが、その他報告事項等ないか問
う。

教育総務課長
委員長

委員長

次回定例会の招集を願う発言。
次回、教育委員会第３回定例会を平成28年３月28日（月）午後３時00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。
閉会
午前10時35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 星川 直子
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