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平成31年四国中央市教育委員会第４回定例会会議録
日

時

平成31年４月22日（月） 午後１時30分〜

場

所

四国中央市庁５階

大会議室

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

参与 眞鍋 葵
教育管理部長 石川 正広 、教育指導部長 古川 拡延 、
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 大西 緑 、
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 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３回定例会会議録の承認
日程第２ 平成31年第４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13号 四国中央市教育委員会スポーツ関係懸垂幕掲揚要綱を廃止
する告示について
議案第14号 四国中央市社会体育関係団体活動補助金交付要綱の一部
を改正する告示について
議案第15号 四国中央市公民館運営審議会委員の委嘱について
議案第16号 四国中央市少年育成センター運営協議会委員の委嘱につ
いて
議案第17号 四国中央市教科書採択委員の委嘱について
日程第５ その他
平成31年度教育委員会事務局事務分掌について
（ 報告 ）
平成31年度教育委員会事務局重点施策計画書について （ 報告 ）
四国中央市学校ＩＣＴ環境整備計画の策定について
（ 報告 ）
閉会宣言
会議の概要
事務局

開会
午後１時30分 定刻になったので、平成31年第４回定例会を開会する。
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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。

伊藤教育長

事務局

伊藤教育長

教育長挨拶
本日は、新年度に入り初めての教育委員会定例会である。
教育委員の皆様には、先般の入学式、金生公民館の安全祈願祭、教職員総
会にご出席いただき感謝申し上げる。また、５月の10連休明けからは、学校
訪問が始まるのでよろしくお願いする。
平成31年度第１回四国中央市議会定例会において篠原市長より平成31年度
の施政方針が示された。その中で、教育委員会に関係するものとして、まち
づくりの核となる拠点施設の整備の中で公民館の整備が挙げられ、金生公民
館をはじめとして公共施設等総合管理計画に基づいた公民館の整備を進めて
いくこと。また、川之江地区まちづくり事業では、これまで歴史考古博物館
や川之江ふれあい交流センターの整備を進めてきたが、今後、市民会館川之
江会館、考古資料館、港通りアパートを解体し、その跡地に川之江ふれあい
交流センター広場の整備など当該事業の総仕上げを図っていくこと。さらに
は、子育て・教育環境の充実の方策として、この３月に完成した東部学校給
食センターを中心とした食育の推進、小中学校の空調設備、ブロック塀など
の施設整備、愛媛県立新居浜特別支援学校分校開設に伴う三島小学校の施設
改修と運営面での県との調整、そして、本年度よりモデル校５校で取り組ん
でいただくコミュニティ・スクールによる地域とともに歩む学校づくりなど
が挙げられている。
その他の報告でも各担当課長より説明するが、平成31年度の重点施策とし
て学校施設や社会教育施設の長寿命化や再編整備、学校ＩＣＴ環境の整備、
新しい人権・同和教育のスタイルの構築、歴史考古博物館の開館準備、宇摩
向山古墳の恒久的な保存管理、書道パフォーマンス甲子園などによる情報発
信、東京オリンピックなどと関連づけたスポーツの推進、新学習指導要領全
面実施に向けて取り組みを深めていくこと、学校における働き方改革、教職
員のメンタルヘルス、特別支援教育の充実、学力向上、いじめ、不登校など
の問題に対して積極的に取り組まなければならないと考えているので教育委
員の皆様にはご理解ご協力をお願い申し上げる。
先月26日に文部科学省が2020年度から小学校で使用される教科用図書の検
定結果を発表していたが、その教科用図書の採択については、本年８月中旬
に教育委員の皆様にご協議をいただくようこれからその事務作業を進めてい
くことになるが、本日は、それに関連した教科書採択委員の委嘱についての
議案もあるので、他の議案同様、慎重審議いただくようお願い申し上げる。
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３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３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３回定例会会議録案の承認について諮る。
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全委員
伊藤教育長

伊藤教育長

伊藤教育長

承認する旨答える。
承認の旨確認し、平成31年第３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４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。
4/1 本市の辞令交付式が行われた。
4/7 愛媛県議会議員選挙が実施されている。
4/8 市内各公立高等学校の入学式が行われた。土居高等学校には、篠原
理委員が、川之江高等学校には、篠原祥子委員が出席された。
4/22 本日、教育委員会第４回定例会である。
続いて、学校給食に関し、資料に基づき事務報告する。
4/27 第15回四国中央市学校給食米田植え体験会が実施される。

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。
4/4 金生公民館建設委員会が開催され、発注業者と今後のスケジュール
等について協議を行っている。
4/10 四国中央市役所新規採用職員人権・同和教育研修を実施している。
4/12 新宮少年自然の家現地研修会を実施している。17名の先生方に参加
いただき、塩塚登山などの研修を行った。
4/16 金生公民館新築工事安全祈願祭を行っている。教育委員の皆様にも
ご参加いただき感謝申し上げる。現在、来年１月末の完成に向け工事を進め
ているところである。
4/21 四国中央市連合婦人会定期総会が開催された。

大西文化・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。
4/5 第12回書道パフォーマンス甲子園参加受付を開始し、5/8までの受付
予定としている。
4/17 四国中央ふれあい大学運営委員会（総会）が開催され、平成30年度
の決算報告、平成31年度の事業計画等についてご承認いただいている。
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。
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。
4/3 永年勤続感謝状贈呈式が行われ、続いて新規採用・転入教職員受入
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式が行われた。
4/8に市内各小中学校、公立幼稚園の始業式が、4/9に入学式が行われてい
る。4/16には、教職員総会が開催された。教育委員の皆様には、ご出席いた
だき感謝申し上げる。本年度も無事に何事もなく好スタートを切ることがで
きた。
4/18 全国学力・学習状況調査が行われた。中学３年生では、英語で「話
すこと」調査が初めて実施されたが、トラブルもなく無事に終えている。
4/21 市内各小中学校において参観日、ＰＴＡ総会が行われた。三島小学
校では、愛媛県立新居浜特別支援学校分校開設に向けての工事が始まること
をＰＴＡ総会でお話させていただいたが、特段のご意見もなく了承いただい
ている。
５月から学校訪問が始まるのでよろしくお願いする。
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。
4/9 第１回児童生徒をまもり育てる日ということで、市内一円にて子ど
もたちの安全を見守る色々な活動が行われた。
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。

東委員

コミュニティ・スクールの導入について、今後、モデル校の各校が単独で
進めると取り組みや課題の対応について格差が生じることが懸念される。ま
た、要綱において「教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握するとと
もに、必要に応じ、協議会に対し、指導及び助言を行うものとする」とあ
る。担当課である学校教育課も非常に重要な役割を担うことになる。故に、
モデル校の関係者、市教委関係者を会してのコミュニティ・スクール連絡協
議会的なものを設置したらよいと思うがどうか。

品川学校教育課長

モデル校の担当校長と市教委コミュニティ・スクール担当者と私が、定期
的に会合を持ち進めているところである。ただし、当面は、研修に重きを置
きたいと考えている。また、関係者一同を集めることは難しいので校長会等
を通して定期的に情報共有を図りたいと考えている。

東委員

それら関係者に加えて、より充実した幅広い知見を持たれた方の意見やア
ドバイスも必要だと思う。故に学識経験者（大学教授）等を招聘できれば、
各地域の責任者にも周知しやすいのではないかと思う。そのあたりも是非検
討いただければと思う。

伊藤教育長

他に意見質問等ないか問う。

篠原祥子委員

放課後児童クラブのことだが、本年度から場所によっては小学３年生を受
け入れていないことをお聞きしたがそうなのか。

品川学校教育課長

こども課より、３月末頃に連絡があったが、川之江地域と松柏小学校の３
年生の受け入れを保留にしたいとのことであった。支援員の確保ができてお
らず、安全に運営することが難しいとのことであった。なお、支援員が確保
でき次第、３年生の受け入れを再開するとのことであった。
川之江地域の保護者からは、川之江ふれあい交流センター等で受け入れて
もらえないかとか、放課後学校に残ることはできないかとの意見があった。
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窪田生涯学習課長

その件で、こども課より話を伺っている。公民館の活用も検討されている
ようで、今後そのような動きもでてくるかと思う。

篠原祥子委員

色々大変であると思うがよろしくお願いする。
10連休中も仕事のご家庭は多いと思うが、放課後児童クラブはお休みにな
るのか。

品川学校教育課長

確認できていないが、基本的には休みになると思う。

鈴木委員

コミュニティ・スクールや放課後児童クラブの話というのは、非常にリン
クしている。ただし、コミュニティ・スクールのモデル校になっていない学
校では、学校、放課後児童クラブ、公民館の繋がりがまだまだ希薄であると
思う。こうした件をコミュニティ・スクールの課題として、対応策等を考え
ていただければと思う。そうすれば、モデル校以外の学校でも役立つと思う
のでよろしくお願いする。

品川学校教育課長

お見込みとおりであり、その件については、実際に話を進めているところ
である。また、総合的な学習の時間における地域参加の方向も試験的に検討
しているところである（指導上の目標が適切で、校外のＮＰＯ法人など児童
生徒の受け入れ先との連携体制が十分取れていれば、総合的な学習の時間の
年間授業数（70コマ）の４分の１程度まで認め、教員が引率しなくてもよい
とする）。

伊藤教育長

社会教育が関わる事業は、合併前より各地域で実施されている。また、社
会教育法で公民館等も学校や地域と連携した事業に取り組むようにとの見直
しがされているが、そこまで手が回っていない状況である。いずれにしても
指導員の確保が常々問題となってきた。故に今後は、地元の方にどう関わっ
ていただけるか、また、地元で子どもたちをどう育てていくかを保護者以外
の地元の方にもご理解いただく必要があると思う。これまでのように放課後
児童クラブなど行政だけでは賄いきれないところもでてきている。こうした
件もコミュニティ・スクールの課題として挙げ、協議いただく必要があると
思う。

篠原祥子委員

図書館だよりに利用カードに関することが掲載されていたが、何か変更が
あるのか。

石川教育管理部長

システム自体は更新されたが、運用形態についてはこれまで通りで大きな
変更はない。

篠原理委員

暁雨館大学について、受講希望が非常に多く定員越えとなっている。次年
度は定員拡大の方向でご対応をお願いする。

石川教育管理部長
篠原理委員

次年度については、検討させていただく。
Ｕ−１５ジョブチャレンジ（職場体験学習）について、事業者の応募状況
は順調なのか。
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品川学校教育課長

伊藤教育長

伊藤教育長

大西文化・スポー
ツ振興課長

子どもたち全ての希望通りの職場となると、後もう少しのところである。
故に教育委員の皆様のご協力をお願いする。
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13号｢四国中央市教育委員会スポーツ関係懸垂幕掲揚要綱を廃止す
る告示について｣を上程し、議案の説明を求める。
議案第13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、四国中央市懸垂幕掲揚基準の施行に伴い、スポーツに
おける競技大会等において顕著な成績を収めた団体又は個人に対し懸垂幕を
掲揚する基準の統一を図るため、本要綱を廃止するものである。

伊藤教育長

只今の議案第13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13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13号｢四国中央市教育委員会スポーツ関係懸垂
幕掲揚要綱を廃止する告示について｣の原案を可決する旨宣する。
続いて、議案第14号｢四国中央市社会体育関係団体活動補助金交付要綱の
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。

大西文化・スポー
ツ振興課長

議案第14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、公益財団法人四国中央市体育協会が公益財団法人四国
中央市スポーツ協会へ名称変更するため、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14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14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14号｢四国中央市社会体育関係団体活動補助金
交付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15号｢四国中央市公民館運営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。

窪田生涯学習課長

議案第15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、四国中央市公民館運営審議会委員の変更に伴い、社会
教育法第30条第１項及び四国中央市公民館条例第５条第１項の規定により、
同委員を委嘱するものである。

伊藤教育長

只今の議案第15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15号について異議ないか問う。
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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15号｢四国中央市公民館運営審議会委員の委嘱
について｣の原案を可決する旨宣する。
続いて、議案第16号｢四国中央市少年育成センター運営協議会委員の委嘱
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16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、四国中央市少年育成センター運営協議会委員の辞職に
伴い、四国中央市少年育成センター条例第４条第２項の規定により、同委員
を委嘱するものである。

伊藤教育長

只今の議案第16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16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16号｢四国中央市少年育成センター運営協議会
委員の委嘱について｣の原案を可決する旨宣する。
続いて、議案第17号｢四国中央市教科書採択委員の委嘱について｣を上程
し、議案の説明を求める。

品川学校教育課長

議案第17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、四国中央市教科書採択委員会設置要綱第３条第２項の
規定により、四国中央市立小学校及び中学校において使用する教科用図書の
採択を公正かつ適正に行うため、四国中央市教科書採択委員を委嘱するもの
である。

伊藤教育長

只今の議案第17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17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

各課長

伊藤教育長

異議ない旨確認し、議案第17号｢四国中央市教科書採択委員の委嘱につい
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
｢平成31年度教育委員会事務局事務分掌について｣を事務局の説明を求め
る。
｢平成31年度教育委員会事務局事務分掌について｣を資料に基づき各課長が
説明を行う。
只今の説明について、意見質問等がないか問う。

7

四国中央市教育委員会会議録
特にない旨確認し、続いて｢平成31年度教育委員会事務局重点施策計画書
について｣を事務局の説明を求める。
各課長

｢平成31年度教育委員会事務局重点施策計画書について｣を資料に基づき各
課長が説明を行う。

伊藤教育長

只今の説明について、意見質問等がないか問う。

篠原祥子委員

統合型校務支援システムの導入に関して、今年度の実現は可能なのか。

森実教育総務課長

今年度の実現に向け、色々と調整させていただいているところである。

伊藤教育長

他に意見質問等ない旨確認し、続いて「四国中央市学校ＩＣＴ環境整備計
画の策定について」事務局の説明を求める。

品川学校教育課長

｢四国中央市学校ＩＣＴ環境整備計画の策定について｣を資料に基づき説明
する。

伊藤教育長
鈴木委員

只今の説明について、意見質問等がないか問う。
全体の整備スケジュールについて、向こう５か年の計画が記されている
が、情報の世界は日進月歩である。故にその動向に応じて臨機に見直しをお
願いする。

品川学校教育課長

お見込みのとおりであり、しっかりと対応していきたい。

伊藤教育長

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

篠原理委員

前回の定例会で、安楽寺本堂（新宮町上山6198）の「四国中央市指定建造
物の指定について」審議されたが、実際に見学させていただいた。築後150
年ということで建物自体は、それ相応の傷み具合であった。ただし、保存状
況は良好であり、本堂全体の彫刻も非常に素晴らしく見応えのあるものであ
った。このような彫刻が施された立派なお寺は私も初めて見させていただい
た。故に地域で大切に守っていかなければならないと改めて感じた。

伊藤教育長

その他に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

伊藤教育長

次回、教育委員会第５回定例会を令和元年５月29日（水曜日）午後３時00
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２時53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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