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３回定例会会議録
日

時

平成31年３月26日（火） 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 、
文化・スポーツ振興課主任 近藤 弘樹 、
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

なし

日

開会宣言
教育長挨拶

程

日程第１ 平成31年第２回定例会会議録の承認
日程第２ 平成31年第３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８号 四国中央市コミュニティ・スクール試行に関する要綱につ
いて
議案第９号 四国中央市立小中学校キャリア教育アドバイザー要綱につ
いて
議案第10号 四国中央市通級による指導実施要綱の一部を改正する告示
について
議案第11号 四国中央市指定建造物の指定について
議案第12号 公民館長の任命について
日程第５ その他
第１回市議会定例会代表質問・一般質問要旨及び答弁について
平成30年度一般会計３月補正予算について
平成31年度一般会計当初予算について
閉会宣言
会議の概要
開会
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事務局

伊藤教育長

事務局

伊藤教育長

午後１時30分 定刻になったので、平成31年第３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
つい先日、中学校、幼稚園、小学校と子どもたちを無事送り出すことがで
きたと思っていたが、はや３月も残すところ僅かとなり、桜の開花の便りも
各地から聞こえてくる時候となった。このあたりでも、この週末には楽しめ
るのではないかと思う。
教育委員の皆様には、卒業式で大変お世話になった。感謝申し上げる。
長年の念願であった東部学校給食センターが３月18日に落成された。これ
まで以上に安全・安心で温かくておいしい給食が提供できるようになる。２
学期からの提供開始に向けて万全の準備を進めるので、教育委員の皆様に
は、お気づきの点などあればよろしくお願いする。
このメンバーでの定例会も本日が最後となった。市の平成31年４月１日付
の定期人事異動の内示が昨日あった。退職される石川教育管理部長、眞鍋教
育指導部長には大変お世話になった。これからも健康にご留意いただき、新
たなステージでのご活躍をお祈り申し上げる。お二人の後任として、教育管
理部長に石川正広文化・スポーツ振興課長が、教育指導部長には古川拡延人
権施策課長がそれぞれ昇格をされ配属となる。また、文化・スポーツ振興課
長には、大西緑高齢介護課長が配属される。その他、全てご紹介できない
が、この度の人事異動で教育委員会から出られる皆様には大変お世話になっ
た。新しい職場でのご活躍をお祈り申し上げる。また、新しく配属になりま
す皆様には、よろしくお願い申し上げる。
本年度も様々なことがあった。こうして年度末を迎えることができたのも
皆様にご尽力いただいた結果であると思う。教育委員の皆様をはじめ事務局
の皆様、教職員の皆様にこの場をお借りして心よりお礼を申し上げる。
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31年第２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２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２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

承認の旨確認し、平成31年第２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３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。
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伊藤教育長

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。
3/1 市内県立高等学校の卒業証書授与式が行われた。川之江高等学校に
は、東委員が、土居高等学校には、篠原理委員がそれぞれご出席いただい
た。
3/5より平成31年第１回市議会定例会が開催されており、５日から８日に
かけ代表質問、一般質問、12日に教育厚生委員会が行われ、25日が議会最終
日であった。
続いて、学校給食に関し、資料に基づき事務報告する。
3/18 東部学校給食センターの落成式が行われた。今後は、来年度２学期
の運用に向け準備を進める。

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。
3/2 四国中央市ＰＴＡ連合会の教育懇談会が開催された。これは、教育
長をはじめとする教育委員会事務局の職員とＰＴＡ役員の教育懇談会であ
る。
3/13 人権教育協議会役員会が開催され、今年度の事業報告や次年度の事
業予定、全国大会への実践発表についての協議が行われた。
3/19 四国紙販売株式会社にて人権・同和教育研修を実施している。
3/20 第２回社会教育委員の会が開催され、今年度の事業報告、次年度の
社会教育関係団体の補助金についてご協議いただいた。

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。
3/4 文化財保護審議会が、歴史考古博物館にて開催された。
3/14 四国中央ふれあい大学理事会が、市庁５階大会議室にて開催され
た。
3/20 四国中央市図書館協議会が、三島図書館２階研修室にて開催され
た。
3/22 郷土資料館運営協議会が、歴史考古博物館にて開催された。
3/15 四国中央市スポーツ推進審議会が、市庁５階大会議室にて開催され
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。
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。
3/1 コミュニティ・スクール研修会を開催している。教育委員の皆様に
も参加いただき感謝申し上げる。
3/15に中学校、3/20に公立幼稚園、3/22に小学校にて卒業証書授与式並び
に卒園式が行われた。それぞれの教育課程を修了し、無事に巣立って行っ
た。
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3/25 小中学校、公立幼稚園の修了式が行われた。皆様のご協力により無
事に１年を終えることができた。感謝申し上げる。
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。
３月には、各地区の補導委員会が開催されている。大きな生徒指導上の問
題もなく今年度を無事終えることができる。春休み中も各地区で補導活動等
を実施いただく予定である。
伊藤教育長
東委員

只今の各報告について、意見質問等がないか問う。
2020年度からの小学校の英語教育必修化等を受け、専科指導の充実という
ことで県下でもスクール・サポート・スタッフを含め、教職員指導体制の充
実が図られる。それによる当市次年度の教員加配状況についてお伺いした
い。

品川学校教育課長

当市次年度の教員加配状況等について概要を説明する。

伊藤教育長

他に意見質問等ないか問う。

篠原祥子委員

先日、西条市の中学校で痛ましい事件があった。以前は、持ち物検査をし
ていたが、現在も行っているのか。

品川学校教育課長

現在、持ち物検査という形では実施していないが、学校に持ってきてはい
けない物は、保護者にも周知いただいている。本件については、如何に子ど
もたちの情報を先生方がキャッチできるかが重要である。引き続き子どもた
ちとコミュニケーションを十分取れる体制を整えていきたい。

篠原祥子委員

子ども同士のトラブルについては、学校側がしっかり把握していないと今
回のような事件につながる恐れがある。引き続きよろしくお願いする。

伊藤教育長

他に意見質問等ないか問う。

篠原理委員

卒業式の感想について、それぞれ緊張感のある厳粛で立派な式典であっ
た。土居中学校の卒業式では、生徒の姿勢もよく、返事も大きな声ではっき
りとできており感心させられた。残念なことは、不登校の生徒の欠席が幾人
か見られたことだ。また、あるクラスでは担任の先生が長期欠席であり、学
年主任の先生が指導されていたが、他のクラスとの温度差を感じた。担任教
諭の存在の重要性を改めて感じさせられた。

篠原祥子委員

男女混合名簿を取り入れたことだけで、男女平等・男女共同参画を謳うこ
とに違和感を覚える。男女平等という本来の意味合いからすると少し違う気
がする。男女混合名簿について、市議会の答弁にもあったように本教育委員
会として積極的に進めようとしているのか。体育や身体検査の時などは、別
名簿の方が先生方にとって便利な場合もあると思う。

品川学校教育課長

固定概念を崩し、臨機応変にできる環境を整えていくことは、大事である
と考えている。なお、名簿の並べ替えについては、校務支援システムを活用
することにより、先生方の負担とはならない。ただし、学校の規模等も考慮
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しながら進めたいと考えている。
篠原祥子委員

伊藤教育長

伊藤教育長

品川学校教育課長

名簿を混合するだけで、男女平等を推進していると捉えてほしくないの
で、そのあたりの認識に相違がないようによろしくお願いする
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。
議事
議案第８号｢四国中央市コミュニティ・スクール試行に関する要綱につい
て｣を上程し、議案の説明を求める。
議案第８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、四国中央市立学校におけるコミュニティ・スクールを
試行的に実施することに伴い、必要な事項を定めモデル校の円滑な実施に資
するため、本要綱を制定するものである。

伊藤教育長

只今の議案第８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８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８号｢四国中央市コミュニティ・スクール試行
に関する要綱について｣の原案を可決する旨宣する。
続いて、議案第９号｢四国中央市立小中学校キャリア教育アドバイザー要
綱について｣を上程し、議案の説明を求める。

品川学校教育課長

議案第９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、専門的な見地からの助言等に基づく勤労観及び職業観
の育成を図り、もって主体的に進路を選択する能力及び態度を育てるキャリ
ア教育の充実に資するため、本要綱を制定するものである。

伊藤教育長

只今の議案第９号の説明に、意見質問等ないか問う。
キャリア教育アドバイザーをお願いできる方が何名かおられるのか。

品川学校教育課長

青年会議所等に相談し、その人材を確保したいと考えている。

伊藤教育長

本年度より職場体験が５日間となっており、受け入れていただける事業所
等を探すのも大変である。そのあたりについてもアドバイザーの方にご意
見、ご協力をいただけるということか。

品川学校教育課長

お見込みのとおりである。そのような専門的な方が間に入っていただくこ
とで大いに助けになる。

東委員
品川学校教育課長

各地域で偏りがないよう配慮されているのか。
スタートしては、青年会議所等に相談し、人材をご紹介いただくことにな
ろうかと思う。後々には、各地域で偏りがないよう中学校区単位を目途にお
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願いできればと考えている。
篠原祥子委員

伊藤教育長

保護者の中には、会社役員も多い。青年会議所等に相談するのもよいが、
そのような方にもお声掛けをしてはどうか。
他に意見質問等がないか問う。

篠原祥子委員

職場体験のことだが、現状、子どもたちが希望する職場が必ずしも体験で
きるわけではない。そのあたりを含めキャリア教育アドバイザーにご協力い
ただいたらよいと思う。

鈴木委員

職場体験は、企業側からすれば大きな負担となる。故に企業のインターシ
ップのタイミングに合わせてお願いするのもよいかと思う。そうすれば、こ
れから働こうとしている方の生の声も聞けるし、企業がどのような人材を求
めているかなどの実際的なことを学習することができる。ただ単に、学校の
イベントとして実施するのではなく、企業側のことも配慮しつつ、実際的な
ものとなるよう中学校と企業の間を密につなぐ役割を担う上での、キャリア
教育アドバイザーは意義があると思うので、そのあたりも十分勘案願う。

伊藤教育長

受け入れ側は、準備を含め非常に大変である。ただ単に、職場体験だけを
行って「大変だったけど、よかった」との感想を書いて終わるのではなく、
５日間あるので、その職業に携わる方に講義いただくなど、今のやり方を改
善したい。本来のキャリア教育の意義に沿うよう県下の事例や状況も鑑み、
取り入れられるものについては色々と検討していきたいと思う。
他に意見質問等ない旨確認し、議案第９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９号｢四国中央市立小中学校キャリア教育アド
バイザー要綱について｣の原案を可決する旨宣する。
続いて、議案第10号｢四国中央市通級による指導実施要綱の一部を改正す
る告示について｣を上程し、議案の説明を求める。

品川学校教育課長

議案第10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、川之江北中学校、川之江南中学校及び新宮中学校区の
通級による指導を実施する学校を、三島西中学校から川之江南中学校へ変更
するため、同要綱の一部を改正するものである。

伊藤教育長

只今の議案第10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10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10号｢四国中央市通級による指導実施要綱の一
部を改正する告示について｣の原案を可決する旨宣する。
続いて、議案第11号｢四国中央市指定建造物の指定について｣を上程し、議
案の説明を求める。
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石川文化・スポー
ツ振興課長

伊藤教育長

議案第11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、四国中央市文化財保護条例第３第１項の規定により、
板軒彫刻を有した優れた意匠を有する県下でも類例の無い建造物であり、文
化財保護審議会において指定が適当とされたため、四国中央市指定建造物に
指定するものである。
只今の議案第11号の説明に、意見質問等ないか問う。
今回は、市の指定になるが、県の指定に向けての計画はあるのか。

近藤文化・スポー
まずは、市の指定からを考えている。市の指定をいただければ、県の文化
ツ振興課主任
財保護課に報告することになる。そこで文化財に関わる先生方に見ていただ
くことになると思うので、県の指定も在り得る。
伊藤教育長

保存状況についてはどうなのか。

近藤文化・スポー
現在のところ大きな修繕を必要としていない状況である。資料にあるとお
ツ振興課主任
り、近年に屋根の葺き替えや修繕がなされており、保存状況は良好である。
東委員

市の指定を受けることでどのようなメリットがあるのか。

近藤文化・スポー
ツ振興課主任
教育長

保存のために必要な修繕費等の補助が受けられる。
今後、指定を受けたことの周知方法等をどのように考えられているのか。

近藤文化・スポー
まずは、安楽寺で自身のホームページを立ち上げられているので、そこで
ツ振興課主任
周知を図ることができる。教育委員会事務局としては、指定後に所有者様と
ご相談し、文化・スポーツ振興課のホームページの市文化財ページに掲載を
予定している。また、プレスリリースを行い新聞社等に取材いただくことに
なるかと思う。安楽寺では、指定を契機にイベント等も検討されているよう
なので、そのあたりについても連携できればと考えている。
伊藤教育長

他に意見質問等ない旨確認し、議案第11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11号｢四国中央市指定建造物の指定について｣の
原案を可決する旨宣する。
続いて、議案第12号｢公民館長の任命について｣を上程し、議案の説明を求
める。

窪田生涯学習課長

議案第12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、上分公民館長進藤高志氏の辞任に伴い、社会教育法第
28条及び四国中央市公民館条例第３条の規定により、新たに任命を求めるも
のである。

伊藤教育長

只今の議案第12号の説明に、意見質問等ないか問う。
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意見質問等ない旨確認し、議案第12号について異議ないか問う。
全委員
伊藤教育長

伊藤教育長

異議ない旨伝える。
異議ない旨確認し、議案第12号｢公民館長の任命について｣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
「第１回市議会定例会代表質問・一般質問要旨及び答弁（教育委員会関連
分）について」事務局の説明を求める。

石川教育管理部長
「第１回市議会定例会代表質問・一般質問要旨及び答弁（教育委員会関連
眞鍋教育指導部長 分）について」を資料に基づき説明する。今回、教育委員会関係について
は、代表質問を４名、一般質問を４名より受けている。
伊藤教育長

只今の説明に意見質問等ないか問う。

鈴木委員

働き方改革で先生方の有休の取り方はどうなるのか。

品川学校教育課長

小学校と中学校では事情が違うが、中学校では比較的有休の消化が行えて
いる。小学校については、夏休み等の長期休暇に取れるように考えている。

鈴木委員

有休を取らない傾向にある先生には、校長からご指示いただけるのか。

品川学校教育課長

夏休みには閉校日を設け、そこで必ず有休を消化するようにしている。

鈴木委員

小学校の先生方は、休みを取るのが難しいと思うので十分配慮願う。

伊藤教育長

他に意見質問等ない旨確認し、続いて「平成30年度一般会計３月補正予算
について」及び「平成31年度一般会計当初予算について」事務局の説明を求
める。

各課長

「平成30年度一般会計３月補正予算について」及び「平成31年度一般会計
当初予算について」資料に基づき説明する。

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、その他案件として報告事項等ないか問う。

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

次回、教育委員会第４回定例会を平成31年４月22日（月曜日）午後１時30
分から、市庁５階大会議室に招集する。
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３時06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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