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12回定例会会議録
日

時

平成28年12月19日（月） 午後３時30分〜

場

所

四国中央市本保健センター２階研修室

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
生涯学習課長 篠原 正二 、文化振興課長 合田
教育総務課長補佐 宮﨑 卓哉 、教育総務課係長
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11回定例会会議録の承認
日程第４ 平成28年第12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43号 四国中央市小中学校の就学指定校の変更に関する事務要領
の一部を改正する告示について
日程第７ その他
平成28年度（平成27年度対象）教育委員会の点検・評価報告書について
日程第８ 閉会宣言

程

篠原 祥子 、委員 近藤達之介 、
東 誠

尋 、
路彦 、
星川 直子 、

会議の概要
開会
宮崎補佐（教総）
午後３時30分 定刻になったので、平成28年第12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。

教育長

教育長挨拶
先日の総合教育会議では、教育委員各位より貴重なご意見をいただき感謝
申し上げる。また、お忙しい中での小学校親善音楽会へのご参加お礼申し上
げる。本日のその他案件の中で私から、全国的な新教育委員会制度への移行
に関する状況について、文科省からの調査資料に基づき報告させていただ
く。
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今月の８日に川之江南中学校において特色ある道徳教育推進事業推進校研
究発表会が行われた。研究発表会の中で、「これからの道徳教育」と題し講
演が行われ、道徳教育の充実により子どもたちが前向きになったとの事例も
含めながら、道徳の教科化に向けての話がなされた。昨今、子どもも大人も
住みにくい世の中になってきている。そのような中、道徳の教科化はもとよ
り、道徳教育について改めて考える必要がある。当教育委員会においても今
後、本市の道徳教育について色々と審議いただくことになると思うのでよろ
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11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11回定例会会議録案の概要を説明する。

教育長

平成28年第11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

教育総務課長

承認の旨確認し、平成28年第11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12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。
12/5〜1/13 愛媛県立土居高校体験型修学旅行（陸前高田市）パネル展を
本庁２階ロビーにて開催しているのでご覧いただければと思う。
12/5、8 会計検査が行われた。受検対象は、主に学校施設環境改善交付
金を学校施設の耐震化に活用しているが、その事業に関する受検であり、特
に問題はなかった。
12/6〜 市議会定例会が開催されており、13日から15日かけ一般質問、16
日に教育厚生委員会が行われ、22日が市議会定例会最終日の予定である。
続いて、学校給食に関し、資料に基づき事務報告する。
11/7〜12/5 交流給食会が、野菜農家、漁協関係者、納入業者、地産地消
関係者、調理員等の参加を得て行われた。現在、各地域14小学校の内、13小
学校で行われ、延べ112名の方に参加いただいている。
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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。
12/2 小学校親善音楽会が土居文化会館にて行われた。教育委員各位にお
かれては、ご出席お礼申し上げる。
12/17 いじめ STOP 愛顔の子どもフォーラムが砥部町文化会館にて開催さ
れた。本市からは、金生第一小学校６年生がパネリストとして参加し、自分
の考えを堂々と発表したとの報告を受けている。
12/22 公立幼稚園、小・中学校２学期終業式の予定である。
続いて、少年育成センターに関し、資料に基づき事務報告する。
各地区での青少年健全育成会議、補導委員会が資料のとおり開催及び開催
予定である。

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。
社会体育関係では、12/4に第13回四国中央市駅伝競走大会が川之江浜公園
周辺コースにて開催され、103チームの参加を得ている。また、12/18に第12
回四国中央市綱引大会が土居総合体育館で開催され、48チーム、491名の参
加を得ている。
人権教育関係では、公民館サークル人権・同和教育研修の開催を予定して
いる。
社会教育関係では、1/8に平成29年四国中央市成人式を市内３会場で開催
予定である。平成29年の本市成人者数は、男性494名、女性454名の計948名
である。教育委員各位におかれては、ご出席よろしくお願いする。

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。
12/7 ふれあい大学講座三遊亭小遊三独演会を開催し、496名の参加を得
ている。
1/15 第６回新春競書大会を開催予定である。今回、小・中学生の応募
が、前大会より28名増の292名となっている。
各図書館においては、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。
暁雨館では、暁雨館大学として「山中好夫と大隈重信」と題して加藤敏史
先生にご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。
新宮小・中学校の落成式を１月12日に予定している。教育委員各位におか
れては、ご出席よろしくお願いする。

篠原委員

「シェイクアウトえひめ」とはどのようなことが行われるのか。

教育総務課長

これは、えひめ防災週間にあわせて、地震発生時の安全確保行動の確認や
防災意識の向上を図るため、県下で一斉に地震防災訓練を実施するものであ
る。

教育長

他に意見質問等ないか問う。
市議会の一般質問の中でも図書館について触れられたが、平成27年度の貸
し出し冊数が、80万冊を超えた。本当に多くの方にご利用いただいている。
他に意見等ないか問い、議事に移る。
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教育長

議事
議案第43号「四国中央市小中学校の就学指定校の変更に関する事務要領の
一部を改正する告示について」を上程し、議案の説明を求める。

学校教育課長

議案第43号について、資料に基づき議案を説明する。
これは、四国中央市小規模特認校実施要綱の制定に伴い、就学指定校の変
更の条件整備のため、本事務要領の一部を改正するものである。なお、この
告示は、平成29年４月１日から施行する。経過措置として、この告示による
改正後の四国中央市立小中学校の就学指定校の変更に関する事務要領の規定
は、この告示の施行の日以後において転学し、又は入学しようとする者につ
いて適用し、平成28 年４月１日以前から引き続き在学する者のうち施行日
以後において就学しようとするものについては、なお従前の例による。

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43号について原案どおりで異議ないか問
う。

全委員
教育長

教育長

全委員

異議ない旨伝える。
異議ない旨確認し、議案第43号｢四国中央市小中学校の就学指定校の変更
に関する事務要領の一部を改正する告示について｣を原案どおり可決する旨
宣する。
続いて、その他の案件に移る。
その他
ご案内の平成28年度（平成27年度対象）教育委員会の点検・評価報告書に
ついては、案という段階であるので、後ほど非公開として報告させていただ
くが、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、平成28年度（平成27年度対象）教育委員会の点検・評
価報告書については、後ほど非公開として報告させていただく。
それでは、「第４回市議会一般質問要旨及び答弁書（教育委員会関連分）
について」及び「平成28年度一般会計12月補正予算（教育委員会関連分）に
ついて」事務局の説明を求める。

管理部長
指導部長

「第４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
基づき説明する。今回、教育委員会関係は、５名の市議会議員より質問を受
けた。
続いて、「平成28年度一般会計12月補正予算（教育委員会関連分）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。
補正予算にある体育施設の浜公園野球場の施設整備内容はどのようなもの
か。
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管理部長
教育長

教育総務課長
教育長

爆裂補修と観客席の雨漏り補修である。
他に意見質問等ないか問い、続いて先ほど申し上げた全国的な新教育委員
会制度への移行に関する状況について、資料に基づき私から報告させていた
だく。
総合教育会議は、定例的なものではなく教育委員会側からも色々な形で意
見を述べることができる。今後も引き続きご意見をいただければと思う。
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、その他
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１回定例会を平成29年１月25日（水曜日）午後１時30
分から、本庁５階第２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する。それで
は、非公開にてその他案件を続ける。
非公開案件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

教育総務課長

教育長

その他
「平成28年度（平成27年度対象）教育委員会の点検・評価報告書につい
て」事務局の説明を求める。
「平成28年度（平成27年度対象）教育委員会の点検・評価報告書につい
て」及び教育委員会の点検・評価報告書に係る評価委員の意見・要望への対
応方針について資料に基づき説明する。
なお、本報告書については、第４回市議会最終日に市議会議員各位への配
布を予定している。
只今の説明に、意見質問等ないか問う。
平成27年度対象の評価がこの時期に提出されるのは遅くないか。

教育総務課長

総合的な数字のまとめもあり、この時期になることがやむを得ない面もあ
るが、できるだけ改善を図りたい。

東委員

外部評価委員の方が、教育委員会の点検・評価に係る全ての分野で意見を
述べることは非常に大変な作業であったと思う。

教育総務課長

お見込みのとおりであり、外部評価委員からのご意見も踏まえ改善を図り
たい。

管理部長

点検・評価報告書の作成にあたっては、本来の目的を逸脱し、形だけのも
のとならないよう留意しなければならない。

教育長

いずれにしても、作成時期、評価項目等を含め再検討いただき、次につな
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がる報告書としたい。
点検・評価報告書に関して、他に意見質問等ないか問い、特にない旨確認
する。
以上で日程に示された案件は全て終了したが、その他に何か意見質問、報
告事項等ないか問う。
学校教育課長

教育長

教育長

本市各小・中学校、幼稚園におけるインフルエンザ疾患による出席停止人
数が、今日現在で63名となっているので報告する。
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４時55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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