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平成28年四国中央市教育委員会第９回定例会会議録
日

時

平成28年９月27日（火） 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 篠原 祥子 、委員 近藤達之介 、
委員 鈴木 千明 、委員 東 誠

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 、
生涯学習課長 篠原 正二 、文化振興課長 合田 路彦 、
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

１名(報道関係者)

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８回定例会会議録の承認
日程第４ 平成28年第９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38号 四国中央市土居総合体育館指定管理候補者選定委員会要綱
を廃止する告示について
議案第39号 四国中央市立小規模特認校の就学等に関する要綱の制定に
ついて
議案第40号 四国中央市立小学校及び中学校の学区に関する規則の一部
改正する規則について
議案第41号 四国中央市教育委員会外部評価委員の委嘱について
日程第７ その他
平成28年度全国学力・学習状況調査及び平成28年度全国体力・運動能
力、運動習慣等調査について
日程第８ 閉会宣言

程

会議の概要
開会
宮崎補佐（教総）
午後１時30分 定刻になったので、平成28年第９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。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。
開会にあたり、教育長よりご挨拶をお願いする。
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教育長

宮崎補佐（教総）

教育長

教育長挨拶
教育委員各位におかれては、小・中学校の運動会、体育祭をご参観いただ
き感謝申し上げる。今年度は、台風の影響もあり、各学校ともに練習を含め
開催にあたり難しい状況の中ではあったが、何とか開催することができた。
運動会、体育祭に関しご意見等あれば後ほど伺いたい。幼稚園については、
今週の日曜日（10月２日）に開催されるのでご参観よろしくお願いする。
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８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８回定例会会議録案の概要を説明する。

教育長

平成28年第８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８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９回定例会会議録署名人に、篠原祥子委員、東誠委員を指名す
る。
報告事項
諸般の報告を行う。
第３回市議会が９月６日から30日まで開催されている。今回、教育委員会
に関わる案件は少なく、また、大きな問題もなかった。一般質問等に関する
詳細については、後ほど担当より報告させていただく。
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。
9/6〜30 第３回市議会定例会が開催されており、16日に決算特別委員
会、23日には教育厚生委員会が開かれている。
9/27 本日、第９回定例教育委員会である。
続いて、学校給食に関し、資料に基づき事務報告する。
東部学校給食センターの基本設計を10月目途に進めているが、その案がで
き次第、給食センター建設準備委員会を開催し、委員の皆様のご意見を伺う
こととしている。

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。
9/1 市内小・中学校、公立幼稚園で始業式が行われ、二学期がスタート
した。
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冒頭、教育長からもお話があったが、体育祭、運動会も無事に行うことが
できた。
明日から中学校新人戦が行われる予定である。
10/2 市内各公立幼稚園の運動会が開催されるのでよろしくお願いする。
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。
本日、愛媛県少年補導委員研修大会が松山市青少年センターで開催されて
おり、少年育成センター所長が出席している。
同じく本日、19時より伊予三島秋まつり太鼓台運行打合わせ会が中之庄公
民館にて行われる。

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。
9/6 今年度の人権・同和教育推進者養成講座が修了している。修了人数
は233名である。
9/4 国体リハーサル大会である四国地区空手道選手権大会、9/10に全日
本軟式野球大会が開催された。
今年度の伊予三島運動公園プールの利用状況については、40日間の開設期
間で24397名の利用と例年並みであった。

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。
9/4 文化協会川之江支部の芸能発表会が行われ、延べ450名の来場があっ
た。
9/4 土居文化会館にて大阪交響楽団2016「ベートーヴェンの調べ」の公
演があり、365名の来場があった。
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、10月１日より企画展「〜今に伝わ
る江戸時代のインフラ整備〜」の開催（11月13日まで）を予定している。
続いて、暁雨館では、9月15、16日に観月会を開催し、延べ200名の来場が
あった。
また、９月17日より企画展『伊予聖人「近藤篤山」と時代のニーズ』を開
催（10月23日まで）している。
9/21 暁雨館大学として、前述のかわのえ高原ふるさと館企画展に関連
し、「宇摩のため池」と題し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。

近藤委員

松柏小学校は、運動場の全面を芝生化されたのか。

教育総務課長

お見込みのとおりである。中庭も含め芝生化を実施している。

近藤委員

教育総務課長

今回の芝生化におけるメリット、デメリットについて伺いたい。また、今
後の芝生化の拡充予定をお聞かせいただきたい。
メリット、デメリットの評価については、これからになる。
今後の芝生化の予定は特にないが、地域等からの強い要望があれば検討し
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たい。
管理部長

教育長
東委員

松柏グラウンドと松柏小学校運動場（芝生化後）の温度を測定したところ
2.6℃の温度差があった。
他に意見質問等ないか問う。
10月５日に行われる四国中央市いじめ防止対策委員会の概要をお聞かせい
ただきたい。

学校教育課長

今回行われる四国中央市いじめ防止対策委員会の概要について説明する。

鈴木委員

四国中央市いじめ防止対策委員会は、学期毎に行われるのか。

学校教育課長

教育長

年に２回の予定で実施している。
何か問題が生じてからの開催ではなく、未然防止を含めての会としてい
る。
他に意見質問等ないか問う。

鈴木委員

「新宮小中わくわくプラン」のアナウンス及び保護者等からの問い合わせ
状況について伺いたい。

篠原指導監

今後のアナウンス予定等についての説明及び保護者等からの問い合わせ状
況について説明する。

学校教育課長

その他、「新宮小中わくわくプラン」に関する内容については、議題の中
で説明させていただく。

教育長

教育長

全委員

他に意見等ないか問い、議事に移る。
議事
本日の日程に記されている議案は４件になっている。その内の議案41号
「四国中央市教育委員会外部評価委員の委嘱について」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。

教育長

異議ない旨確認し、議案第41を非公開で後ほど審議することを宣する。
議案第38号「四国中央市土居総合体育館指定管理候補者選定委員会要綱を
廃止する告示について」を上程し、議案の説明を求める。

生涯学習課長

議案第38号について、資料に基づき議案を説明する。
本告示については、四国中央市土居総合体育館における指定管理者の候補
となるものの選定を公正かつ適正に実施するために定めていたが、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及び同施行規則の一
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部改正により、指定管理者選定評価委員会に関する規定が追加され、平成25
年３月22日条例第11号及び同規則第６号改正が平成25年４月１日付施行され
たことに伴い、本要綱設置の必要が無くなり、今後においても不要と考えら
れるため、本告示の全部を廃止するものである。
教育長

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38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。

教育長

異議ない旨確認し、議案第38号｢四国中央市土居総合体育館指定管理候補
者選定委員会要綱を廃止する告示について｣を原案どおり可決する旨宣す
る。
続いて、議案第39号「四国中央市立小規模特認校の就学等に関する要綱の
制定について」を上程し、議案の説明を求める。

学校教育課長

議案第39号について、資料に基づき議案を説明する。
これは、小規模校の児童・生徒数を適正に維持するため、校区外からも児
童・生徒が一定の条件を付して小規模校に転入学することが可能とするもの
である。

教育長

只今の説明に意見質問等ないか問う。

近藤委員

新宮小中学校の次年度募集人数が、各学年２から５名程度となっている
が、それを超える希望があった場合はどうするのか。

学校教育課長

少人数の利点を生かして、きめの細かい学習支援を行うため、また、校舎
規模を考慮し、一学年10名程度と考えている。それを超える応募がある場合
は、抽選等の方法を考えている。

鈴木委員

添付資料の特認転入に関する書類様式についてだが、学校長が提出する書
類が幾つかある。これは、どこの学校長が提出するものなのか説明いただき
たい。取り分け、来年度小学一年生になる子どもは現段階ではどの小学校に
も所属してないと思うが、学校長が意見書等をまとめることは可能なのか。

篠原指導監

在学生については、在任校の校長先生が提出することとなる。新小学一年
生については、現校区に該当する学校長が提出することとなる。

篠原委員

新小学一年生の場合、その子のことをよく知らない学校長が書類を作成す
ることになりかねないので、その子が所属していた幼稚園等とも情報交換を
十分に行っていただきたい。

教育長

小規模特認校に転入したものの、何らかの事情で学校をかわりたい場合
は、年度途中でも可能なのか。または、年度途中でも小規模特認校に転入で
きるのか。
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篠原指導監

学校教育課長

年度途中でもかわることは可能である。但し、小規模特認校に転入される
場合は、予定人数に達していないことが前提となる。
小規模特認校からかわられる場合は、元の学校へ戻ることとしている。

鈴木委員

もし年度途中に小規模特認校に空きができた場合は、その時点で募集をか
けるのか。

篠原指導監

公立幼稚園でも同じような状況がある。その場合、抽選で外れた方に優先
順位を付けており、その優先順位に基づき案内を行っている。同様に小規模
特認校に空きができた場合、年度途中であってもそのように案内する予定で
ある。

教育長
学校教育課長

教育長
東委員

学校教育課長

他に意見質問等ないか問う。
「新宮小中わくわくプラン」の内容についてパンフレットに基づき説明を
行う。
他に意見質問等ないか問う。
校区の枠を超え広く児童・生徒を募集し、新宮小中学校が新しくスタート
するわけだが、複式学級は解消されるのか。
人数によっては、複式学級が残る可能性はある。

東委員

新宮小中学校児童・生徒募集説明会の際、保護者から複式学級について質
問があった場合はそのように説明するのか。

学校教育課長

お見込みとおりである。なお、複式学級解消のための教員配置は行ってい
ない。但し、学年に分かれての学習、個別学習の際は、教頭及び学習支援員
がその手助けを行っている。

教育長
近藤委員

他に意見質問等ないか問う。
「新宮小中わくわくプラン」パンフレットの「確かな学力」のところに、
「一人一人の個別カルテを作成し」とあるが、他の市内小中学校でもされて
いるのか。

学校教育課長

他の市内小中学校では、現在そのような取り組みはされていない。

近藤委員

「確かな学力」を見える形で測る方法はあるのか。

学校教育課長

教育長

数値化し広く公表することは、本市全体のこともあるので難しい。但し、
「聞ける話せる英語力」については、公開授業を見ていただくのが一番であ
る。実際に中に入って体感いただきたい。
他に意見質問等ない旨確認し、議案第39号について原案どおりで異議ない
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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39号｢四国中央市立小規模特認校の就学等に関
する要綱の制定について｣を原案どおり可決する旨宣する。
続いて、議案第40号「四国中央市立小学校及び中学校の学区に関する規則
の一部改正する規則について」を上程し、議案の説明を求める。

学校教育課長

議案第40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、四国中央市小規模特認校実施要綱を制定することに伴
い、学区外の小中学校に就学できるよう、本規則の一部を改正するものであ
る。

教育長

只今の説明に意見質問等ないか問う。

近藤委員

第３条の「四国中央市教育委員会が別に定める場合は」とあるが、今回の
小規模特認校実施要綱を制定することに伴い、学区外の小中学校に就学でき
るようにするため以外の場合もあり得るのか。

篠原指導監

指定校変更の場合がそうである。今回の小規模特認校における学区外就学
も指定校変更の一つの理由という位置付けである。

東委員

資料の四国中央市立小・中学校区域名について学区毎の表記方法再度精査
いただきたい。

学校教育課長
教育長

全委員
教育長

教育長

全委員
教育長

精査する旨答える。
他に意見質問等ない旨確認し、議案第40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。
異議ない旨確認し、議案第40号｢四国中央市立小学校及び中学校の学区に
関する規則の一部改正する規則について｣を原案どおり可決する旨宣する。
それでは、一旦、議事を終了しその他の案件に移る。
その他
日程第７に挙げられている「平成28年度全国学力・学習状況調査及び平成
28年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査について」は非公開とし、議案
第41号の後に報告させていただきたいと考えるが、非公開で報告することに
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、その他案件「平成28年度全国学力・学習状況調査及び
平成28年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査について」は非公開とし、
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後ほど報告させていただく。
その他、公開で報告事項等ないか問う。
管理部長、指導部
「第３回市議会一般質問要旨及び答弁書（教育委員会関連分）」を資料に
長
基づき説明する。
今回、６名の市議会議員より、14項目の質問（教育委員会関連分）をいた
だいた。
続いて、「平成28年度一般会計９月補正予算案（教育関係）について」を
資料に基づき説明する。
教育長

只今の説明に、意見質問等ないか問う。

鈴木委員

公益財団伊予三島奨学会及び公益財団川之江奨学会では、提出書類や貸与
金額が異なっていると聞いている。両奨学会で条件等を統一できないのか。

宮崎補佐（教総）

公益財団伊予三島奨学会及び公益財団川之江奨学会はともに市の組織では
なく、公益財団法人としてそれぞれ独立した組織であるため条件は同じもの
とはならない。その辺りについては、両法人が市民の意向も考慮し、独自に
考えることになろうかと思う。

教育長

他に意見質問ない旨確認し、その他に報告がないか問う。

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10回定例会を平成28年10月25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。
その他公開にて報告等ないか問い、報告意見等ない旨確認し、改めて議事
に移る。
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）〜

教育長

議事
議事を非公開にて再開する
議案第41号「四国中央市教育委員会外部評価委員の委嘱について」を上程
し、議案の説明を求める。

教育総務課長

議案第41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、任期満了に伴い、委員の委嘱を求めるものである。な
お、委員の任期は、四国中央市教育委員会外部評価委員会要綱第３条の第３
項の規定により、平成27年度及び平成28年度評価をする期間とする。

教育長

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41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。
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教育長

教育長

異議ない旨確認し、議案第41号｢四国中央市教育委員会外部評価委員の委
嘱について｣を原案どおり可決する旨宣する。
続いて、非公開でのその他案件に移る。
その他
「平成28年度全国学力・学習状況調査及び平成28年度全国体力・運動能
力、運動習慣等調査について」の報告を求める。

篠原指導監

「平成28年度全国学力・学習状況調査及び平成28年度全国体力・運動能
力、運動習慣等調査について」を資料に基づき報告する。
なお、平成28年度全国学力・学習状況調査及び平成28年度全国体力・運動
能力、運動習慣等調査については、本市教育委員会で定めたガイドラインに
沿って公表を行う。

教育長

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、以上で日程に示された案件を全て終了したこと
を宣する。
その他に報告等ないか問い、報告意見等ない旨確認する。

教育長

閉会
午後２時50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 宮﨑 卓哉
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