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２回定例会会議録
日

時

平成31年２月25日（月） 午後１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 篠原 祥子 、委員 鈴木 千明 、
委員 東 誠 、委員 篠原 理

欠席委員

なし

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 藤原 博 、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 松林 永子 、
教育総務課 戸田 浩史

傍聴人

なし

日

開会宣言
教育長挨拶

程

日程第１ 平成31年第１回定例会会議録の承認
日程第２ 平成31年第２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 議事
議案第１号 四国中央市学校事務の共同実施に関する規則について
議案第２号 四国中央市学校事務の共同実施に関する要綱を廃止する訓
令について
議案第３号 学校給食費の改定について
議案第４号 四国中央市立中学校の運動部活動の方針の改定について
議案第５号 四国中央市スポーツ推進審議会委員の委嘱について
日程第５ その他
閉会宣言
会議の概要
事務局

伊藤教育長

開会
午後１時30分 定刻になったので、平成31年第２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
教育委員の皆様におかれては、先般の総合教育会議では大変お世話になっ
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た。コミュニティ・スクールの導入、公民館の在り方の２件については、こ
れからも調査研究、協議検討を続けていかなければならない重要な課題であ
る。それぞれ時期を見て、研修会等も計画していきたいのでよろしくお願い
する。
先日の21日に新宮小中学校において、ＪＡＸＡ宇宙教育センターによる西
条市丹原小学校とＩＣＴ遠隔合同授業が実施された。教育委員の皆様のご参
観に感謝申し上げる。宇宙を題材としＩＣＴを利用した授業や宇宙食の試食
などがあったが、子どもたちにとって大変貴重な経験になったと思う。翌日
には、小惑星探査機「はやぶさ２」のリュウグウ着陸のニュースが発表され
た。このニュースで子どもたちの宇宙に対する夢も更に広がったのではない
かと思う。
19日に文部科学大臣が定例記者会見の中で、携帯電話やスマートフォンの
小・中学校への持ち込みを原則禁止した通知を見直す方向で検討しているこ
とを明らかにした。これから学校の中では今まで以上にＩＣＴ機器が導入さ
れ、授業の様子が大きく変わっていくことが想定される。家庭や社会におい
ても今後益々、情報機器は欠かせないものとなっていく。しかし、情報機器
の技術革新が進む中、それを利用する私たちの情報モラルや情報リテラシー
が追いついていない。このたびの携帯電話やスマートフォンの学校への持ち
込み見直しをきっかけとして、学校や保護者だけの問題ではなく誰もが関係
する問題として議論を尽くさなければならないと思うので、教育委員の皆様
におかれても貴重なご意見をいただけるようお願い申し上げる。
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31年第１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31年第１回定例会会議録案の概要を説明する。

伊藤教育長

平成31年第１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

森実教育総務課長

承認の旨確認し、平成31年第１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２回定例会会議録署名人に、鈴木千明委員、篠原理委員を指名
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。
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

2

四国中央市教育委員会会議録
務報告する。
2/15 総合教育会議が開催され、市長、副市長を交えコミュニティ・スク
ール等について協議が行われた。
同日、川之江奨学会の選考委員会が行われ、貸与、入学準備金についての
対象者が選考された。
2/22 伊予三島奨学会の選考委員会が行われ、貸与者の選考を行ってい
る。
続いて、学校給食に関し、資料に基づき事務報告する。
2/7 四国中央市学校給食会第２回理事会が開催され、学校給食費の改定
等について審議された。
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。
2/6 人権啓発研究集会が新潟県にて開催され、人権教育協議会より５名
が参加している。
2/9 天満、蕪崎合同館の蕪崎住民説明会（第２回）を31名の参加をいた
だき実施している。５月頃に再度説明させていただくこととしている。
2/13 当課に関する市の定期監査が実施された。
同日、金生公民館新築工事入札が実施されたが、不調に終わった。現在、
年度内の発注に向けて、設計の見直しを行っているところである。
2/19 三島公民館サークル人権・同和教育研修が行われ、各公民館で実施
している。
2/21 梅ｹ町子ども会学習発表会が行われた。これは、土居地域の各教育
集会所の子ども会における年間を通じての学習発表会で、随時実施してい
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。
2/24 四国中央ふれあい大学講座「ジブリの思い出がいっぱい」が土居文
化会館にて実施され、466名の方に来場いただいている。
2/3 第15回四国中央市小学生駅伝競走大会が開催され、58チーム、494名
の参加を得ている。
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、1/23に第22回俳諧の里土居俳句大会が開催され、小学校から
高校生の部の入選、特選俳句の表彰式が行われた。1/24には、一般の部の俳
句大会が開催され、60名の方に参加いただいている。
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。
2/4 市内各中学校において、少年式が執り行われた。
2/5 ロボットＰｅｐｐｅｒ実証実験概要説明会が実施された。
2/13 特別支援教育育成会講演会が福祉会館４階多目的ホールにて開催さ
れ、併せて作品展示等も行われた。
2/16 新宮小中学校転入学者説明会が実施された。
2/20 愛媛県の優良教職員の表彰が行われ、当市より２名の教職員が表彰
されている。
2/21 新宮小中学校において西条市丹原小学校とＪＡＸＡ遠隔合同授業が
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行われた。
伊藤教育長
篠原祥子委員

只今の各報告について、意見質問等がないか問う。
暁雨館の第22回俳諧の里土居俳句大会に参加させていただいた。160名ほ
どの子どもたちが集まっていたが、厳かな雰囲気の中、表彰式が行われてい
た。関係者の方も暁雨館に子どもたちや保護者が集まってくれるこうした機
会は非常に嬉しいとのことであった。ただし、１つ気になったことが、表彰
された子から次々と帰られていたことである。今後、そのあたりを含めもう
少し工夫されたらよいかと思った。

石川文化・スポー 私も同じことを感じている。ただし、主催が俳句協会なので、ご意見とい
ツ振興課長
う形で報告させていただく。
そのような中でも感心したのは、新宮小中学校の低学年３名が表彰式の最
後まで残っていたことである。
鈴木委員

ロボットＰｅｐｐｅｒ実証実験概要説明会というのはどういうものなの
か。

事務局

ロボットＰｅｐｐｅｒは、ＳｏｆｔＢａｎｋ(株)の人型ロボットである。
このロボットを活用し、今後のプログラミング学習の在り方について教職員
の方に学んでいただくための実証実験として開催させていただいた。

篠原祥子委員

公民館の在り方については、総合教育会議でもあったように市長の考え方
も明確である。故に、有耶無耶な状態を続けるのではなく、市としてある程
度の方針を決めていく必要があると思う。

窪田生涯学習課長

コミュニティについては、市長部局の地域振興課が担当しているので、地
域振興課とも協議を進めながら、公民館の在り方を含めその方向性について
よりよい形となるよう引き続き取り組んでいきたい。

鈴木委員

新しい文化ホールのオープニングが８月23日に実施されるが、市内各学校
を交えてのオープニングイベントの予定はあるのか。

品川学校教育課長

妻鳥小学校の子どもたちに紙アートを使ったステージを依頼されている
が、それについては妻鳥小学校に了承をいただいている。また、小・中学校
の吹奏楽部の子どもたちに来ていただいて演奏をお願いできないかとの話は
あるが、夏休み中のこともあり難しいかもしれないと返答している。具体的
には、今のところ未定である。

鈴木委員

学校毎に、演奏等の出し物を募っている訳ではないのか。

品川学校教育課長

お見込みのとおり、募っていない。

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、議事に移る。
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伊藤教育長

議事
議案第１号｢四国中央市学校事務の共同実施に関する規則について｣を上程
し、議案の説明を求める。

品川学校教育課長

議案第１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、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正によ
り、学校事務の共同実施が法制化されたことに伴い、本規則を制定するもの
である。

伊藤教育長

議案第２号「四国中央市学校事務の共同実施に関する要綱を廃止する訓令
について」は議案第１号と関連案件なので続いて説明を求める。

品川学校教育課長

議案第２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、四国中央市学校事務の共同実施に関する規則の施行に
伴い、本要綱を廃止するものである。

伊藤教育長

只今の議案第１号及び議案第２号の説明に、意見質問等ないか問う。
意見質問等ない旨確認し、議案第１号及び議案第２号について異議ないか
問う。

全委員

異議ない旨伝える。

伊藤教育長

異議ない旨確認し、議案第１号｢四国中央市学校事務の共同実施に関する
規則について｣及び議案第２号「四国中央市学校事務の共同実施に関する要
綱を廃止する訓令について」の原案を可決する旨宣する。
続いて、議案第３号｢学校給食費の改定について｣を上程し、議案の説明を
求める。

森実教育総務課長

議案第３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、学校給食の食材の高騰に伴い、学校給食摂取基準を満
たす給食の提供が困難であるため、学校給食費額を改定するものである。な
お、改定時期については、平成31年４月とする。

伊藤教育長

只今の議案第３号の説明に、意見質問等ないか問う。

鈴木委員

保護者の方々にも今説明いただいたように納得していただくことは大事で
ある。保護者には改定の背景が見えないために、滞納が重なりそれ故の値上
がりとも取られかねない。

森実教育総務課長

お見込みのとおりである。今後、各学校を通じてＰＴＡ向けの文書をその
あたりの事情も含め誤解のないように配布予定としている。

伊藤教育長

その他に意見質問等ない旨確認し、議案第３号について異議ないか問う。

全委員

異議ない旨伝える。

伊藤教育長

異議ない旨確認し、議案第３号｢学校給食費の改定について｣の原案を可決
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する旨宣する。
続いて、議案第４号｢四国中央市立中学校の運動部活動の方針の改定につ
いて｣を上程し、議案の説明を求める。
品川学校教育課長

議案第４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、中学校における運動部活動の方針を文化部活動に適用
するため、本方針を改定するものである。

伊藤教育長

只今の議案第４号の説明に、意見質問等ないか問う。
名称の方は、「四国中央市立中学校の部活動の方針」に変わるのか。

品川学校教育課長

お見込みのとおりである。

伊藤教育長

その他に意見質問等ない旨確認し、議案第４号について異議ないか問う。

全委員

異議ない旨伝える。

伊藤教育長

異議ない旨確認し、議案第４号｢四国中央市立中学校の運動部活動の方針
の改定について｣の原案を可決する旨宣する。
続いて、議案第５号｢四国中央市スポーツ推進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。

石川文化・スポー
ツ振興課長

議案第５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、四国中央市スポーツ推進審議会委員の辞任に伴い、ス
ポーツ基本法第31条及び四国中央市スポーツ推進審議会条例第２条の規定に
より、同委員を委嘱するものである。

伊藤教育長

只今の議案第５号の説明に、意見質問等ないか問う。
意見質問等ない旨確認し、議案第５号について異議ないか問う。

全委員

異議ない旨伝える。

伊藤教育長

伊藤教育長
森実教育総務課長
伊藤教育長

異議ない旨確認し、議案第５号｢四国中央市スポーツ推進審議会委員の委
嘱について｣の原案を可決する旨宣する。
以上で日程に示された議案を全て終了したことを宣し、続いてその他の案
件に移る。
その他
各課より、その他案件として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３回定例会を平成31年３月26日（火曜日）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。
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伊藤教育長

閉会
午後２時15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 鈴木 崇士
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