四国中央市教育委員会会議録
平成28年四国中央市教育委員会第４回定例会会議録
日

時

平成28年４月25日（月） 午後１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

管理部長 伊藤 茂 、 指導部長 眞鍋 葵 、
教育総務課長 田辺 敏文 、 学校教育課長 原田 尋 、
学校教育課指導監 篠原 隆輔 、 生涯学習課長 石川 寿一 、
文化振興課長 合田 路彦 、 教育総務課長補佐 森實 大 、
少年育成センター所長 篠原 俊文 、 教育総務課長補佐 宮﨑 卓哉 、
教育総務課係長 星川 直子 、 教育総務課 戸田 浩史

傍聴人

１名(報道関係者)

日

開会宣言
委員長挨拶
平成28年第３回定例会会議録の承認
平成28年第４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20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21号 四国中央市スポーツ推進委員の委嘱について
その他の案件
教育委員会事務局の事務分掌について（報告）
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
午後１時30分 第４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。
報道関係の傍聴者に、写真撮影は最初の５分間のみ許可する旨伝える。
委員長挨拶
熊本を中心に発生した地震により、九州各県で甚大な被害が報告されてい
る。被害にあわれた皆様には、謹んでお見舞い申し上げるとともに、一日で
も早く平穏な日が訪れるようお祈り申し上げる。
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昨今、暗いニュースが多い中、明るいニュースもあった。大リーグ前田健
太投手など日本人選手の活躍や、米国女子ゴルフの野村敏京選手が通算２勝
目を挙げたようだ。海外での日本人の活躍は、私たちに元気を与えてくれ
る。また、国内では昨日、女子プロゴルフツアーフジサンケイレディスが行
われ、優勝した九州出身の大山志保選手が、優勝賞金全額を熊本へ復興支援
として寄付されたようだ。本市においても支援物資が、被災地へ搬送され
た。被災地の早期の復興を願いたい。
４月も後半になり、新年度が教育委員会や各学校で本格的に始動したので
はないかと思う。この教育委員会も６月までは､ここにいるメンバーで協議
することになるのでよろしくお願いしたい。新しい管理体制となり、指導部
長となられた眞鍋部長には、新たな視点で学校教育を中心によろしくお願い
する。また、新たに教育委員会に加わられた職員の皆様におかれても、新し
い感性により、私たちとともに本市の教育行政の推進にご尽力いただきた
い。

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３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３回定例会会議録案の概要を説明する。

委員長

平成28年第３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

承認の旨確認し、平成28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４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。
先ほど教育委員長の挨拶の中でもあったが、熊本の被災地支援として本
日、11時30分より支援物資の出発式が行われた。その詳細を教育委員各位に
報告する。支援物資は主に被災地の要望品である。義援金等については、４
月18日から生活福祉課にて受け付けているので、各学校にも呼び掛け幅広い
支援を行いたいと考えている。また、人的支援として本市職員３名が派遣さ
れている。
５月早々には、学校訪問が始まる。教育委員各位には大変お世話になるが
よろしくお願いする。
その他、各課の諸行事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。
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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。
4/1 教育委員会辞令交付式が行われた。
4/21 公益財団法人川之江奨学会の監査が実施された。公益財団法人伊予
三島奨学会の監査については、28日に実施予定である。
先日の強風による三島学校給食センターの被害・復旧状況報告を行う。

森實補佐（給食）

学校給食に関し、資料に基づき事務報告する。
4/1 第１回四国中央市学校栄養士会が三島学校給食センターにて開催さ
れた。
4/23 第12回四国中央市学校給食米田植え体験会が盛大に開催された。児
童・生徒170名、保護者を含めると338名という大勢の方々に参加いただい
た。
四国中央市新学校給食センター基本計画について、資料に基づき概要を説
明する。

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。
4/5 永年勤続感謝状贈呈式、続いて新規採用・転入教職員受入式が行わ
れた。
4/11 小・中学校入学式が行われた。小学校738名、中学校760名の新入生
を迎えることができた。
4/12 市立幼稚園入園式が行われ、110名の入園児を迎えている。
教育委員各位におかれては、入学・入園式に引き続き市教職員総会の出席
等、大変お世話になりお礼申し上げる。また、学校訪問が５月９日よりスタ
ートするのでよろしくお願いする。
先日の強風における学校施設状況及び学校始業時間対応等について報告を
行う。

篠原所長（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。
4/11 中曽根地区補導委員会を皮切りに４月、５月は各地区にて補導委員
会が開催される。
4/15 土居地区長会（補導委員会）が天満公民館にて開催され、補導に関
する確認事項や情報交換等が行われた。
4/25 本日、愛媛県少年補導センター連絡協議会が開催されており、当セ
ンター職員２名が参加している。

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。
4/1 ４月に入り丸住製紙新規採用社員人権・同和教育研修会を皮切りに
各企業にて新規採用社員人権・同和教育研修会を開催している。15日には、
それまでに参加できなかった企業等のため合同の人権・同和教育研修会を実
施している。
５月８日に各町民運動会が開催されるのでよろしくお願いする。
先日の強風における生涯学習課所管の施設について被害状況等を報告す
る。
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文化振興課長

委員長
篠原委員

篠原所長（少年）

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。
4/8〜 第９回書道パフォーマンス甲子園参加申込み受付を開始し、５月
９日まで受付予定である。現在のところ申し込みはまだない。
4/15 四国中央市ふれあい大学総会が開催され、今年度のふれあい大学講
座等について決定している。
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
いただき様々な行事を実施している。
かわのえ高原ふるさと館では、４月23日から６月12日まで企画展「近世宇
摩の村社会と古文書展」を開催している。
暁雨館では、４月19日に暁雨館大学として「200年前の地域を紐解く川之
江役用記(文化13年)を読む」と題して学芸員にご講演いただいている。
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。
少年育成センター行事報告の子育て利用者連絡会には、どのような方が参
加されたのか。
内容を含め詳細については、後ほど報告させていただく。

鈴木委員

各課より先日の強風による施設被害の報告等をいただいたが、三島学校給
食センターのガラス破損は老朽に起因するものか。

教育総務課長

破損原因については、強化ガラスではないので飛来物による破損あるいは
老朽によるものと考えられるが、前者については、その痕跡がないため可能
性は低い。後者については、サッシのガラス固定パッキンが老朽し、ガラス
が強風により激しく動き破損に至ったと考えられる。いずれにしても明確な
原因は掴めていない。

鈴木委員

新学校給食センターでは、飛来物による破損等も含め考慮いただきたい。

教育総務課長

新学校給食センターでの対応は勿論であるが、現センターも後数年使用す
る必要があるので飛散防止フィルム等の措置を考えている。

教育長

強風による報告の中でグラウンドの砂埃の被害について話があったが、あ
る学校においてグラウンドの砂埃が酷く、強風の度に先生方の車に被害を与
えているようだ。その辺りも今後は考慮する必要があると思う。

鈴木委員

最近、全国ニュースで強風のため建設途中の足場が倒壊したと報じられて
いたが、現在、妻鳥小学校も増築工事中である。強風により足場等が倒壊し
ないよう再度注意喚起、確認を行っていただきたい。

委員長

グラウンドの砂埃の問題については、どれだけ対応しておけば瑕疵責任が
ないのか等、十分検討しなければならない。無論、風ですぐに飛散するよう
な真砂土等を再度敷くのは論外である。

生涯学習課長

お見込みのとおりである。現在、問題のグラウンドについては、表層の８
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割程度が砂塵となり流出し、固い土質が表面に出ているため、一定の方向性
が決まるまで使用中止としている。
委員長

委員長

全委員
委員長

全委員
委員長

委員長
管理部長

委員長

非常に難しい問題ではあるが、対応の方よろしくお願いする。
他に意見等ないか問い、議事に移る。
議事
お諮りする。本日の議案に議案第20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」と議案第21号「四国中央市スポーツ推進委員の
委嘱について」を追加することについて、異議ないか問う。
異議ない旨伝える。
異議なしと認め、本日の議案に議案第20号及び議案第21号を追加議案とし
審議いただくことを宣する。
なお、議案第20号及び議案第21号については、人事案件であるため、会議
を非公開とし後ほど改めて審議する旨発議する。非公開で審議することにつ
いて異議ないか問う。
異議ない旨伝える。
異議ない旨確認し、議案第20号及び議案第21号を非公開で後ほど審議する
ことを宣する。
その他の案件に移る。
その他
「教育委員会事務局の事務分掌について」の説明を事務局に求める。
資料に基づき｢教育委員会事務局の事務分掌について｣の概要を報告する。
教育委員会は今年度より、２部４課体制となった。各課の職員数等につい
て説明する。
只今の報告に関して、意見質問等ないか問う。
意見質問等ない旨確認し、この他に公開案件として何かないか問う。
特にない旨確認し、議事を非公開で再開する。
非公開審議により傍聴人に退出を求める。
〜傍聴人は退出（以降の再入場なし）〜

委員長

篠原所長（少年）

議事
議事を非公開にて再開する。
議案第20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。
議案第20号について、資料に基づき議案を説明する。
これは、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するものであ
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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任期
満了に伴い、警察、教育、児童福祉等関係の代表者、学識経験者及び公募し
た者に委員の委嘱をするものである。委員の任期は、平成28年４月１日から
平成30年３月31日までとする。
委員長

全委員

只今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20号について原案どおりで異議ないか問
う。
異議ない旨伝える。

委員長

異議ない旨確認し、議案第20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」を原案どおり可決する旨宣する。
続いて、議案第21号「四国中央市スポーツ推進委員の委嘱について」を上
程し、議案の説明を求める。

生涯学習課長

議案第21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、四国中央市スポーツ推進委員の任期満了に伴い、委員
の委嘱を求めるものである。委員の任期は、四国中央市スポーツ推進委員規
則第２条第２項の規定により２年で、平成28年４月１日から平成30年３月31
日までとする。

委員長

生涯学習課長

只今の説明に、意見質問等ないか問う。
スポーツ推進委員を希望される方は多いのか。それとも少ないのか。
少ないのが現状で、公民館を通して関連行事等に出席できそうな方にお願
いしている。

委員長

他に意見質問等ないか問い、議案第21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

教育総務課長
委員長

委員長

異議ない旨確認し、議案第21号｢四国中央市スポーツ推進委員の委嘱につ
いて｣を原案どおり可決する旨宣する。
以上で日程に示された議事を全て終了したことを宣する。
その他に報告事項等ないか問う。
次回定例会の招集を願う発言。
次回、教育委員会第５回定例会を平成28年５月25日（水）午後１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
午後２時15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 宮﨑 卓哉
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