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８回定例会会議録
日

時

平成28年８月24日（水） 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

教育長 伊藤 茂 、委員
委員 鈴木 千明 、委員

欠席委員

なし

会議に出席した
公務員の職氏名

管理部長 石川 寿一 、 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 、
文化振興課長 合田 路彦 、生涯学習課長補佐 一柳 英知 、
教育総務課長補佐 森實 大 、学校教育課指導監 篠原 隆輔 、
少年育成センター係長 藤本 幸恵 、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

なし

日

日程第１ 開会宣言
日程第２ 教育長挨拶
日程第３ 平成28年第７回定例会会議録の承認
日程第４ 平成28年第８回定例会会議録署名人の指名
日程第５ 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６ 議事
議案第37号 公の施設の指定管理者を公募する公告について
日程第７ その他
日程第８ 閉会宣言

程

篠原 祥子 、委員 近藤 達之介 、
東 誠

会議の概要
宮崎補佐（教総）

教育長

開会
午後１時30分 定刻になったので、平成28年第８回定例会を開会する。
なお、教育委員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。
教育長挨拶
本日は、お暑い中、また、ご多忙にもかかわらず第８回定例会にご出席い
ただき感謝申し上げる。冒頭の挨拶において、大変残念なお話をしなければ
ならないが、この度の事故で亡くなられた児童のご冥福をお祈りするととも
にご遺族の皆様に心よりお悔み申し上げる。
また、二度とこのような悲しい事故が起こらないよう児童・生徒への安全
指導を徹底し、野外活動時はもちろんのこと普段からも安全・安心な学校づ
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くりに学校、教育委員会が一丸となって取り組み、保護者や市民の皆様の信
頼を取り戻すため全力を尽くして行きたいので、教育委員各位におかれても
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げる。
この度の事故の報告については、先にお知らせしていた案件をご審議いた
だいた後、私から発議を申し上げ、事務局より報告を求めたいと思うのでよ
ろしくお願いする。
宮崎補佐（教総）

教育長

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
会議録の承認について諮る。平成28年第７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７回定例会会議録案の概要を説明する。

教育長

平成28年第７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。

教育長

教育長

教育長

承認の旨確認し、平成28年第７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８回定例会会議録署名人に、近藤達之介委員、鈴木千明委員を
指名する。
報告事項
諸般の報告を行う。私から何点か報告させていただく。
８月２日に公益社団法人宇摩法人会様より、同会設立40周年記念事業とし
て川之江、三島、土居の３図書館とおやこ図書館に1229冊、200万円相当の
図書を寄贈いただいている。この場をお借りしてお礼申し上げる。
８月７日には、第９回書道パフォーマンス甲子園が伊予三島運動公園体育
館において開催された。教育委員各位には、お忙しい中、終日ご観戦いただ
き感謝申し上げる。
８月14日には、新宮公民館において恒例の夏の成人式を挙行している。こ
ちらもお暑い中、ご列席いただき感謝申し上げる。
そのほか、８月20日には、学校給食米の収穫祭が長津干拓の圃場で、翌21
日には、第103回四国中央ふれあい大学講座「勝間和代講演会」が川之江会
館にて開催された。
最後にこの夏、四国中央市民がいちばん手に汗を握って応援したと思うリ
オ五輪の女子バスケットボールだが、６月の臨時会の時に表敬訪問をいただ
いた近藤楓選手の大活躍もあって並み居る強豪をなぎ倒し、決勝トーナメン
トへ進んだ。アメリカ合衆国には残念ながら一歩及ばなかったが、この快挙
は多くの子どもたちに夢や希望を与えてくれたものと思う。その活躍に対し
て四国中央市では、市を挙げその栄誉を称える賞をお贈りするよう準備を進
めている。また、その祝賀会も予定している。
その他の事務については、各課長より報告させていただく。
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各課から事務報告を求める。
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。
8/22 伊予三島奨学会第２回評議員会及び第４回理事会が保健センター研
修室で開催され、伊藤教育長が常務理事に就任された。
9/6〜 第３回定例市議会が開催される。

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。
8/2 夏期調理員研修会が川之江文化センターにて開催された。異物混入
事故対策について、四国中央保健所の大野係長にご講演いただいている。
8/20 第12回学校給食米収穫祭が土居町長津干拓圃場で行われた。児童、
保護者、教諭等、合計418名の参加を得て盛大に開催された。

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。
8/25 いじめＳＴＯＰ愛顔の子ども会議が消防防災センター３階大会議室
にて開催される。各小・中学校の代表、市Ｐ連、各学校の教員が集まり、中
学校区毎にグループをつくり話し合う予定である。
9/1 各幼稚園、小・中学校の始業式である。

藤本係長（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。
8/26 第２回愛媛県少年補導委員連絡協議会理事会が松山市青少年センタ
ーにて開催される。
9/3 愛媛の未来をひらく少年の主張大会が愛媛県生涯学習センターにて
開催される。

一柳補佐（生涯）

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。
人権・同和教育研修会については、教職員や公民館サークルを中心に実施
している。
8/7〜17 リオ五輪バスケ女子日本代表近藤楓選手のパブリックビューイ
ングを消防防災センターにて６回開催している。延べ700名の市民が集ま
り、熱い声援を送った。
8/14 新宮地域の成人式を開催している。ご出席いただいた教育委員各位
にお礼申し上げる。

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。
8/7 第９回書道パフォーマンス甲子園が伊予三島運動公園体育館にて開
催された。延べ約5500名の来観があった。
8/22 ふれあい大学「勝間和代講演会」を開催し、189名の参加を得てい
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。
8/19 暁雨館では、暁雨館大学として「幕末期宇摩郡における喧騒 Part
２」と題して近藤弘樹学芸員に講演いただいている。

教育長

只今の各報告について、意見質問等がないか問う。
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篠原委員

四国中央市学校給食調理員先進地研修会で行かれる三豊市南部学校給食セ
ンターは何か特色があるのか。

森實補佐（給食）

三豊市南部学校給食センターは昨年建設されており、新しい施設・設備と
なっている。本市学校給食センターも新たに建設を予定しているので参考と
したい。

篠原委員

三豊市南部学校給食センターは規模的にも本市学校給食センターに近いの
か。

森實補佐（給食）

お見込みのとおりである。

教育長

他に意見等ないか問い、議事に移る。

教育長

全委員

議事
お諮りする。本日の議案は１件だが、日程第７その他のところで、「小学
校野外活動中の児童の死亡事故について」を追加したい。なお、この案件に
ついてはプライバシーの問題もあるので、後ほど非公開として協議したい旨
発議する。非公開で後ほど協議することについて異議ないか問う。
異議ない旨伝える。

教育長

異議ない旨確認し、「小学校野外活動中の児童の死亡事故について」をそ
の他に追加し、後ほど非公開で協議することを宣する。
議案第37号「公の施設の指定管理者を公募する公告について」を上程し、
議案の説明を求める。

一柳補佐（生涯）

議案第37号について、資料に基づき議案を説明する。
四国中央市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条の
規定により、公の施設の指定管理者を公募するものである。
土居総合体育館とその附属施設の指定管理者を公募するにあたり、四国中
央市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定に
より、公告の方法により周知を図るものである。なお、公募は、公告のほか
市公式ホームページにより広く告知を行うこととする。

教育長

只今の説明に意見質問等ないか問う。
指定管理者選定にあたってはどのような方法を取られるのか。

一柳補佐（生涯）

選定にあたっての概要を説明する。

教育長

その他に意見質問等ない旨確認し、議案第37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。

教育長

異議ない旨確認し、議案第37号｢公の施設の指定管理者を公募する公告に
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ついて｣を原案どおり可決する旨宣する。
続いてその他の案件に移る。

教育長
管理部長

その他
事務局、教育委員各位に報告事項等ないか問う。
８月27日（土）11:00〜13:00に消防防災センター３階において近藤楓選手
の四国中央市民大賞授与式兼リオ五輪活躍記念祝賀会を予定している。皆様
のご参加よろしくお願いする。

教育長

他に報告等ないか問う。

教育総務課長

次回定例会の招集を願う発言。

教育長

次回、教育委員会第９回定例会を平成28年９月27日（火）午後１時30分か
ら、本庁５階第１委員会室に召集する。
その他に公開にて報告等ないか問い、報告意見等ない旨確認する。
これより、非公開とし私から発議させていただいていた案件について、協
議することを宣する。
「小学校野外活動中の児童の死亡事故について」の説明を求める。

学校教育課長

「小学校野外活動中の児童の死亡事故について」を資料に基づき時系列を
追って事故の概要及び対応等の説明を行う。

教育長

只今の説明に意見質問等ないか問う。

東委員

学校はかけがえのない子どもの命を預かる尊い仕事であると同時に、重責
が伴う仕事であることを改めて考えていただきたい。今回の件を野外活動
等、特別な行事における安全面について、今一度考え直す契機にしていただ
きたい。

一柳補佐（生涯）

今回の事故を受け、当該施設職員に対する危機管理対応の強化、山間部等
での通信網の強化について報告する。

教育長

教育長

他に意見質問等ないか問い、この件に関する意見質問等ない旨確認する。
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25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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