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６回定例会会議録
日

時

平成28年６月28日（火） 午後３時00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
委員 鈴木 千明 、教育長

欠席委員

なし

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 、
生涯学習課長 石川 寿一 、文化振興課長 合田 路彦 、
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５回定例会会議録の承認
平成28年第６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24号 四国中央市教育委員会教育長の職務を代理する委員に係る
職務の委任等に関する規則の制定について
議案第25号 四国中央市社会教育事業費補助金交付要綱の制定について
議案第26号 公民館運営審議会委員の委嘱について
議案第27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
議案第28号 四国中央市図書館協議会委員の任命について
議案第29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
その他の案件
第２回市議会定例会一般質問要旨及び答弁について
平成28年度一般会計６月補正予算について
閉会

程

篠原
野村

祥子
勝廣

、委員

近藤 達之介

、

会議の概要
委員長

開会
午後３時00分 第６回定例会の開会を宣する。
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
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委員長

委員長

本日は、午前中に新宮幼稚園への訪問、新宮小・中学校の建設状況視察と
お疲れのところではあるが、議案審議の方よろしくお願いする。また、６月
30日から教育長に就任される伊藤管理部長、教育委員に就任される東先生に
おかれては、これからも引き続きよろしくお願いしたい。
会議録承認
会議録の承認について諮る。平成28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。

宮崎補佐（教総）

平成28年第５回定例会会議録案の概要を説明する。

委員長

平成28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。

委員長

委員長

委員長
教育長

委員長
教育総務課長

学校教育課長

承認の旨確認し、平成28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６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。
学校訪問を通じて確かに実感できることだが、本市の教育に筋が通ったと
感じている。これは、学力調査結果を非公開にしたことによる、先生方の自
覚の表れではなかろうかと思う。全国学力テストを間近に控えて、小手先だ
けで点を取らせる教育よりも、地道な教育を目指すことが本道であると思
う。そのような歩みが市内で統一され、ユニバーサルデザイン化が図られて
いることは、子どもたちの着実な学力向上が期待できる。今後の動向が気に
なるところではあるが、新しく就任される教育長の下、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。
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。
6/7より第２回市議会定例会が開催されており、14日から16日にかけ一般
質問、17日に教育厚生委員会が行われた。また、24日の市議会最終日には、
新教育長、新教育委員の任命同意の議決がなされている。
続いて学校給食に関し、資料に基づき事務報告する。
6/9 学校給食会総会を開催している。
学校教育に関し、資料に基づき事務報告する。
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6/1〜2 市中学総体が各会場にて開催された。
6/15、21 市教科等研究会が行われた。教育委員各位におかれては、ご出
席いただきお礼申し上げる。また、７月には、小学校水泳記録会や中学校親
善音楽会が行われるので、ご出席の方よろしくお願いする。
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。
夏休み前の補導委員会が各地区で開催されている。
夏越し祭り特別補導及び夏まつり花火大会特別補導の実施を予定してい
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。
伊予三島運動公園プール（造波プール）における水難事故の後、色々と改
善を行い７月20日から８月28日まで開設することに決まった。主な変更点と
しては、22名の監視員を３名増員し25名体制とした。また、泳げない小学３
年生以下の子どもたちには、ライフジャケットや浮輪を着用し入水いただく
こととした。造波プールについては、従前の倍の監視員体制で安全対策に努
める。なお、ライフジャケットや浮輪持参着用等については、次月の市報に
て市民の方に周知を図りたい。
嬉しいニュースであるが、近藤楓選手がリオ五輪バスケ女子日本代表に選
出された。予選リーグが８月７日から14日に開催され、そのパブリックビュ
ーイングを企画しているところである。
公民館整備についてだが、本年度、妻鳥公民館及び松柏公民館の大規模改
修を予定しており、現在その計画を立て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。
6/8 第９回書道パフォーマンス甲子園本戦出場の21校を発表している。
6/12 ふれあい大学の「坪田信貴講演会」が行われた。
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。
続いてかわのえ高原ふるさと館では、企画展「近世宇摩の村社会と古文書
展」を６月12日まで開催していたが、1071名の来館者が得られた。
6/19 暁雨館では、暁雨館大学として「近藤篤山の漢詩」と題して真鍋秀
男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。
伊予三島運動公園プールでは、ライフジャケットや浮輪を持参されなかっ
た方のために貸し出しは考えられているのか。

生涯学習課長

お見込みのとおり、40着ほど準備する予定であり、貸し出しは無料とす
る。

委員長

他に意見質問等ないか問う。

近藤委員

細川家住宅のカヤ葺屋根ふき替え見学会について概要を伺いたい。
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文化振興課長

委員長

委員長

これは、小・中学校の生徒・児童全体を対象とした見学会ではなく、学校
教育課とも協議し、小学４年生及びその保護者を対象に上限20名程度での見
学を予定している。見学会は、富郷ダム見学も含め半日ほどのコースを計画
している。
他に意見等ないか問い、議事に移る。
議事
議案第24号「四国中央市教育委員会教育長の職務を代理する委員に係る職
務の委任等に関する規則の制定について」を上程し、議案の説明を求める。

教育総務課長

議案第24号について、資料に基づき議案を説明する。
これは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第２項の規定に
基づき教育長の職務代理委員が行う職務及び委任並びに代理するものに関し
必要な事項を四国中央市教育委員会規則で定めるものである。

委員長

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24号について原案どおりで異議ないか問
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24号｢四国中央市教育委員会教育長の職務を代
理する委員に係る職務の委任等に関する規則の制定について｣を原案どおり
可決する旨宣する。
続いて、議案第25号｢四国中央市社会教育事業費補助金交付要綱の制定に
ついて｣を上程し事務局の説明を求める。

生涯学習課長

議案第25号について、資料に基づき議案を説明する。
これは、社会教育の推進に係る事業に要する経費に対し、予算の範囲内で
四国中央市社会教育事業費補助金を交付することにより、社会教育の振興に
寄与することを目的とするものである。

委員長

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25号について原案どおりで異議ないか問
う。

全委員
委員長

全委員

異議ない旨伝える。
異議ない旨確認し、議案第25号｢四国中央市社会教育事業費補助金交付要
綱の制定について｣を原案どおり可決する旨宣する。
続く議案第26号から議案第29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。
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委員長

委員長

管理部長

委員長
鈴木委員

委員長

異議ない旨確認し、議案第26号から議案第29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
「第２回市議会定例会一般質問要旨及び答弁について」並びに「平成28年
度一般会計６月補正予算について」事務局の説明を求める。
「第２回市議会定例会一般質問要旨及び答弁について」を資料に基づき説
明する。
今回、14名の市議会議員より一般質問があったが、教育委員会関係はその
内の５名より16項目の質問を受けた。
続いて、「平成28年度一般会計６月補正予算について」を資料に基づき説
明する。
只今の説明に意見質問等ないか問う。
学校訪問を通じてエアコン設置を含め設備改修等の話が挙がってくるが、
今からでは間に合わないとの言葉を何度も耳にした。新年度になり、校長が
代わられる学校も多いと思うが、そうした要望等も含め引き継ぎ事項はしっ
かり行っていただき、その繰り返しとならぬよう努めてほしい。
他に意見質問等ないか問う。

近藤委員

小学校教育振興費におけるエネルギー等教育補助事業について、その内容
を伺いたい。

学校教育課長

理科教育の中で、例えば発電に関する実験を行うための教材等を購入し、
全小学校に配布するが、それらに対する県からの補助である。無論、実験の
仕方等についても理科の先生方を中心に研修等を実施する。

委員長

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。

学校教育課長

土居西幼稚園に関し報告させていただく。園児数を含め思案の結果、今年
度末をもって休園することになった。

委員長

他に報告等ないか問い、特にない旨確認し、議事を非公開で再開する。傍
聴者に退出いただくよう命ずる。
〜傍聴人は退出（以降の再入場なし）〜

委員長

生涯学習課長

議事
議案第26号「公民館運営審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26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、公民館運営審議会委員の任期満了に伴い、委員の委嘱
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を求めるものである。なお、委員の任期は、四国中央市公民館条例第５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。
本市に合併し10年以上過ぎるが、土居地域においても川之江、三島地域と
同様に公民館運営を統一できないのか。
土居地域の公民館については、委託という形で直営には至っていない。

篠原委員

以前に公民館運営に係る取り扱いを市内で統一しようとの動きがあったよ
うだが、その話は立ち消えとなったのか。

生涯学習課長

話がなくなった訳ではない。直営方式及び委託方式については、それぞれ
メリット・デメリットがある。また、公民館施設の新たな方向性も考えられ
ており、改めて協議したいと思っている。

委員長

他に意見質問等ない旨確認し、議案第26号について原案どおりで異議ない
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26号｢公民館運営審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27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｣を上程し事務局の説明を求める。

文化振興課長

議案第27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、四国中央市郷土資料館運営協議会委員の任期更新に伴
い、委嘱するものである。

委員長

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27号について原案どおりで異議ないか問
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27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｣を原案どおり可決する旨宣する。
続いて、議案第28号｢四国中央市図書館協議会委員の任命について｣を上程
し事務局の説明を求める。

文化振興課長

議案第28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、四国中央市図書館協議会委員の任期満了に伴い、委嘱
するものである。

委員長

只今の説明に意見質問等ないか問う。
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意見質問等ない旨確認し、議案第28号について原案どおりで異議ないか問
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28号｢四国中央市図書館協議会委員の任命につ
いて｣を原案どおり可決する旨宣する。
続いて、議案第29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｣を上程し事務局の説明を求める。

篠原所長（少年）

議案第29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、児童福祉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、後任委員の任期は、前任委員の残任期間
で、委嘱の日から平成30年３月31日までとする。

委員長

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29号について原案どおりで異議ないか問
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29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。
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。

文化振興課長

「三角寺奥之院遍路道史跡指定に向けての取り組みについて」を資料に基
づき報告する。

委員長

その他に報告事項等ないか問う。

教育総務課長

次回定例会及び臨時会の招集を願う発言。

委員長

委員長

次回、教育委員会第２回臨時会を平成28年６月30日（木）午前10時30分か
ら、また、教育委員会第７回定例会を平成28年７月25日（月）午後１時30分
から、それぞれ本庁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３時45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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