四国中央市教育委員会会議録
平成31年四国中央市教育委員会第１回定例会会議録
日

時

平成31年１月25日（金） 午後３時30分〜

場

所

四国中央市庁４階 401会議室

委員定数

５名

出席委員

教育長 伊藤 茂 、委員
委員 篠原 理

欠席委員

委員

会議に出席した
公務員の職氏名

教育管理部長 石川 寿一 、教育指導部長 眞鍋 葵 、
教育総務課長 森実 啓典 、学校教育課長 品川 弘樹 、
生涯学習課長 窪田 壮哲 、文化・スポーツ振興課長 石川 正広 、
教育総務課長補佐 鈴木 崇士 、教育総務課係長 井川 季代 、
教育総務課 大西 祐実 、教育総務課 松林 永子 、
教育総務課 戸田 浩史

傍聴人

報道関係者１名

日

開会宣言
教育長挨拶

程

鈴木

篠原 祥子 、委員 東

誠 、

千明

日程第１ 平成30年第12回定例会会議録の承認
日程第２ 平成31年第１回定例会会議録署名人の指名
日程第３ 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４ その他
2019年度四国中央市成人式について
閉会宣言
会議の概要
事務局

伊藤教育長

開会
午後３時30分 定刻になったので、平成31年第１回定例会を開会する。
なお、鈴木千明委員から欠席の届けがあったが、出席委員が定足数に達し
ているので、本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
教育委員の皆様におかれては、成人式、新春競書大会、学校保健研究大会
等、ご出席いただき感謝申し上げる。
今週、市内の小学校２校、幼稚園１園でインフルエンザによる学級閉鎖が
でている。これから蔓延の恐れがあるが、愛媛県の感染症発生動向調査で
は、当市において現在、注意報が発令されている。皆様におかれては、十分
にご注意いただければと思う。

1

四国中央市教育委員会会議録
今回、嬉しい報告がある。三島東中学校の松木穂高教諭と三島小学校教職
員一同が、文部科学大臣表彰を受賞された。これも日頃からの熱意ある教育
活動が認められたものと思う。心よりお祝い申し上げる。
事務局

伊藤教育長

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30年第12回定例会会議録案について、事
務局より説明を求める。

事務局

平成30年第12回定例会会議録案の概要を説明する。

伊藤教育長

平成30年第12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。

伊藤教育長

伊藤教育長

伊藤教育長

承認の旨確認し、平成30年第12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31年第１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。
続いて、各課から事務報告を求める。

森実教育総務課長

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。
1/4 仕事始め式が、福祉会館４階多目的ホールにて行われた。
１月中は、その他に大きな報告事項等はなかった。
続いて、学校給食に関し、資料に基づき事務報告する。
2/7に学校給食会理事会を予定している。学校給食会総会に向けての協議
を行っていただく予定である。

窪田生涯学習課長

生涯学習課所管の社会教育・人権教育に関し、資料に基づき事務報告す
る。
1/6 成人式が市内３地域にて実施された。「平成31年四国中央市成人式の
概要について」の資料に基づき説明を行う。対象者に対する出席率は、
69.5％と前年度に比べ出席率が減少したが、成人式出席率は開催日に関係な
く安定している。当日は、天候にも恵まれ大きな問題もなく滞りなく行われ
た。
次年度の成人式については、2020年１月５日を予定している。詳細につい
ては、後ほど報告させていただく。
1/9 現在、金生公民館建設予定地で埋蔵文化財発掘調査を実施している
が、折角の機会なのでその地域の小学生たちに見学いただいている。1/9
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は、金生第一小学校の５年生（43名）に、1/11には金生第二小学校の５、６
年生（66名）の子どもたちに見学いただいている。出土している土器につい
て学芸員の方が説明してくださり、子どもたちも興味をもって話を聞いてい
た。
1/14 親子ふれあい凧揚げ大会が、愛護班主催で伊予三島運動公園にて開
催された。親子で250名の参加を得ている。
1/18 新規採用・転入教職員等人権・同和教育研修会（第４回）を土居文
化会館にて開催している。これまでの研修を含めたレポートの発表や班別協
議等を実施している。
1/23 あわじ寺子屋理事長の大賀先生をお呼びし、人権教育講演会を行っ
た。約380名の参加を得ている。
石川文化・スポー 文化・スポーツ振興課所管の文化振興・スポーツ振興・図書館に関し、資
ツ振興課長
料に基づき事務報告する。
1/20 第８回四国中央市紙のまち新春競書大会が運動公園体育館にて開催
された。教育委員の皆様におかれては、お忙しい中ご参加いただきお礼申し
上げる。参加人数については、エントリーが289名であったが体調不良等で
実際の参加者は266名であった。
1/23 第32回新春やまじっこマラソン大会が、1,317名の参加を得て土居
ふるさと広場周辺にて開催された。
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、1/4から1/27まで企画展「ふるさと写真館〜くらしの風景
〜」を開催している。445名（1/20集計）の来場があった。また、1/8から
2/17まで企画展『「二洲と篤山」（第三部)〜二人の先生 その書と美〜』を開
催している。382名（1/20集計）の来場があった。
品川学校教育課長

学校教育に関し、資料に基づき事務報告する。
1/8 公立幼稚園、小・中学校で無事に３学期の始業式を迎えている。冬
休み中は、大きな事故もなく順調なスタートを切っているが、現在、残念な
がらインフルエンザによる学級閉鎖等がでている。蔓延防止に努めたい。
1/17 四国中央市学校保健研究大会が福祉会館４階多目的ホールにて開催
された。教育委員の皆様におかれても、お忙しい中ご参加いただきお礼申し
上げる。
1/24 中高連携授業（新宮小中学校中学部・三島高等学校商業類型）が三
島高等学校にて行われた。人口に最適なグラフは何かを考えた後、表計算ソ
フトを利用し、人口ピラミッドグラフを作成した。その後、「新宮地区の人
口を増加させるためにはどうすればよいか」についてグループで意見をまと
め発表を行った。主体的・対話的で深い学びの授業が実践された。
1/24 児童生徒を守り育てる協議会の管内別連絡協議会が福祉会館４階多
目的ホールにて行われた。
明日、三島西中学校が文部科学省にて開催される全国いじめ問題子供サミ
ットに愛媛県の代表として参加、発表することになっているのでお知らせす
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。
１月も各地区で青少年健全育成会議、補導委員会が開催された。１年間の
まとめや来年度の計画等について協議されている。
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伊藤教育長

只今の各報告について、意見質問等がないか問う。

篠原祥子委員

三島西中学校は、文化祭なども生徒会が企画したテーマで開催されてい
る。校長先生のお話によると、「こういうことができるのも生徒が落ち着い
ているからだ」と喜んでおられた。「いじめ根絶宣言」も生徒たちがつくっ
たからこそ実際的で、生徒たちにとって本当によいものである。明日の全国
いじめ問題子供サミットの発表内容については、他校の生徒にも共有いただ
きたいと思うのでよろしくお願いする。

東委員

紙のまち新春競書大会も回を重ねるごとに大変充実してきている。特に感
心したのが、職員の方の役割、分担がしっかりされていて動きが素晴らしか
った。職員の方の子どもたちのためにとの意識が強く感じられた。内容につ
いても毎年改善や工夫がされている。開会式等において時間短縮をされてい
るが、私たち教育委員の紹介も簡単でよいと思った。

石川文化・スポー
ツ振興課長
篠原理委員

伊藤教育長

ご提案のとおり、来賓紹介については検討させていただく。
紙のまち新春競書大会ついては、会場の雰囲気も大変充実していた。大会
の企画、構成、準備、当日の運営については、本当に完成されたものであり
非常によかった。昨年ご提案させていただいた点なども、早速取り入れられ
たことに感謝申し上げる。
他に意見質問等がないか問う。

篠原祥子委員

奨学会についてだが、選考委員はどのような方がされているのか。また、
企業が単独でされている奨学金制度について、教育委員会事務局で色々と把
握されているのか。

森実教育総務課長

選考委員については、奨学会の理事、評議委員で構成されている。企業の
方や元市職員や元教員の方などである。
企業が単独でされている奨学金制度についての詳細は把握していない。

伊藤教育長

伊藤教育長
窪田生涯学習課長

伊藤教育長

他に意見質問等がないか問う。特にない旨確認し、その他に移る。
その他
「2019年度四国中央市成人式について」事務局の説明を求める。
「2019年度四国中央市成人式について」を資料に基づき説明する。
2019年８月に、四国中央市市民文化ホール（しこちゅ〜ホール）が完成し
運用が始まる。大ホールについては、約1,000人が収容できることから、こ
れまで分散開催していた成人式の１か所開催が可能となることに伴い、2019
年度に開催予定の成人式より市民文化ホールを利用して開催する予定であ
る。開催日については、2020年１月５日（日曜日）を予定している。
只今の説明に意見質問等ないか問う。
特にない旨確認し、「文部科学大臣表彰」について事務局の説明を求め
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る。続いて、「学校ＩＣＴ環境整備計画の実践に向けて」の説明も求める。
品川学校教育課長

「文部科学大臣表彰」について資料に基づき説明する。
個人の部で、三島東中学校の松木穂高先生が、部活動の指導による生徒の
健全育成等の功績により表彰された。また、組織の部で、三島小学校教職員
一同が、インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育推進の功績
により表彰された。
続いて、「学校ＩＣＴ環境整備計画の実践に向けて」を資料に基づき説明
する。実証実験（「遠隔合同授業システム×ＪＡＸＡ宇宙航空研究開発機
構」、「ＳｏｆｔＢａｎｋロボットｐｅｐｐｅｒ」等）について説明する（ｐ
ｅｐｐｅｒについては、実証動画をご覧いただく）。

伊藤教育長

只今の説明に意見質問等ないか問う。
特にない旨確認し、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。
その他に報告事項等ないか問う。

篠原祥子委員

保護者の訃報連絡メールについて、その家族への断りなく流されていたこ
とや亡くなられた方の携帯にもそのメールが届いたとのこと。今後こうした
ことがないよう先生方に周知願う。

伊藤教育長

他に報告事項等がないか問う。

篠原理委員

近隣他市において給食費の値上げに関する記事が取り上げられていた。当
市においてはどうなのか。

森実教育総務課長

食材費の高騰により栄養士の方々も苦慮されているのは事実である。給食
費の値上げについて確定ではないが、現在検討中である。

伊藤教育長

他に報告事項等がないか問う。

森実教育総務課長

次回定例会の招集を願う発言。

伊藤教育長

伊藤教育長

次回、教育委員会第２回定例会を平成31年２月25日（月曜日）午後１時30
分から、市庁４階401会議室に招集する。
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４時18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 鈴木 崇士
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