四国中央市教育委員会会議録
令和元年四国中央市教育委員会第５回定例会会議録
日

時

令和元年５月29日（水） 午後４時00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

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 筱原 勇弥 、
教育総務課 松林 永子

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４回定例会会議録の承認
日程第２ 令和元年第５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18号 四国中央市図書館協議会委員の委嘱について
議案第19号 四国中央市教育支援委員会委員の委嘱及び任命について
議案第20号 四国中央市教科書採択委員会研究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

事務局

開会
午後４時 定刻になったので、令和元年第５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
本日は、午前中の学校訪問に続いて、皆様にはご足労をいただいている
が、よろしくお願いする。
これよりの議事進行については、教育長にお願いする。
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伊藤教育長

会議録承認
会議録の承認について諮る。平成31年第４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４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４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４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
令和元年第５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
昨日、川崎市で児童らが殺傷された痛ましい事件は、やり場のない怒りと
空しい残念な気持ちだけで、ただただ亡くなられた方のご冥福をお祈りする
ことしができないのかと複雑な気持ちである。
ここで、時報市町村教委279号の巻頭言より、コミュニティ・スクールに
ついて紹介したい。これから当市において、コミュニティ・スクールを進め
ていく上で、人と人との繋がり、交流を大切にしていかなければならないと
感じた。
さて、前回の定例会から10連休を挟み、4、5月は様々な行事が実施され
た。この後、各所管課長より詳細を報告するが、いくつか私から報告する。
4月28日に土居区民運動会、5月12日には三島、川之江の９地区（松柏、三
島、中曽根、豊岡、金生、上分、金田、妻鳥、柴生）で町民運動会、５月26
日には川之江町民綱引き大会が開催された。今年は天候に恵まれ、各地区、
盛況のうちに終えることができた。その中で、豊岡地区においては、秋に開
催していた小学校の運動会を見直し、今年は町民運動会と合同で実施してい
る。今回は、開会式のみの観覧であったが、これまでの公民館による単独開
催よりも多くの方が来場されており、今後の参考になる取り組みだと感じ
た。
また、書道パフォーマンスにおいては5/8に参加申込みを締切り、全国35
都道府県から106校の参加申し込みがあった。現在、予選審査を行ってお
り、６月18日に本選出場の20校が選出される予定である。ここ２年、本選出
場を逃している地元校の皆さんには是非頑張っていただきたいと思う。
また、５月23、24日に富山市で第71回全国都市教育長協議会定期総会並び
に研究大会に参加させていただいた。私が参加した部会の研究発表では、福
井県小浜市の４小学校の統合の取り組みが大変興味深いものだった。
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
務報告する。
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5/7 伊予三島奨学会理事会が開催された。
5/10 川之江奨学会理事会が開催された。
5/16 愛媛県市町教育委員会連合会理事会が行われ、篠原祥子委員が出席
された。
5/20 東予教育事務所管内教育長会が実施された。
5/22～24日 富山市において、全国都市教育長協議会定期総会並びに研究
大会が行われ、教育長が参加した。
5/27 川之江奨学会評議員会が開催された。
5/29 本日、教育委員会第５回定例会である。
5/30 「えひめ教育の日」推進会議総会が開催される。
同日、市町教育委員会教育長会議が愛媛県庁で実施される。教育長
が出席予定である。
6/4～
第２回市議会定例会が開催される予定であり、14日から18日にか
け一般質問、19日に教育厚生委員会が行われ、25日が市議会最終日
である。
6/20 伊予三島奨学会評議員会が開催される。
続いて、学校給食に関し、資料に基づき事務報告する。
6/7 四国中央市学校給食会理事会が開催される。
6/14 四国中央市学校給食会総会が開催される。
小中学校のエアコンの進捗状況について報告する。
中学校については８月をめどに設置する予定である。現在、教室内の機器
の設置が進んでおり今後、室外機等を取り付けていく。小学校については、
工期を３期に分けて進めており、第１期については５月に入札が終了してお
り、年度内に取り付けを終了する予定である。
次に、三島小学校における特別支援学校建設の進捗状況について報告す
る。北校舎については入札が終了し、本日より工事を開始している。東校舎
については、６月議会で予算を計上し、８月頃に入札、秋頃に工事を開始
し、令和３年２月完成を予定している。
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。
4/28に土居区民運動会、5/12に三島、川之江の９地区で町民運動会が開催
された。寒川地区については、以前から町民運動会と小学校の運動会を秋に
合同開催しており、今年度も概ね好評に終了した。
5/26 第35回川之江町民綱引き大会が開催され、約500名の方に参加いた
だいた。
5/31 人権教育協議会総会が開催される。人権川柳の DVD の上映を予定し
ている。
5/11 天満蕪崎合同館（仮称：北地区交流センター）について、天満地区
の住民説明会を実施し、28名の参加があった。説明会では、早めに
事業を進行してほしいとの要望があった。また、5/28には、北小学
校 PTA 役員を対象に同様の説明会を行った。6/8には３回目の蕪崎
地区の住民説明会を予定している。
金生公民館の新築工事について報告する。３月末に契約が終了し、現在、
基礎工事を行っている。
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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。
5/18 四国中央市文化協会総会が開催された。
各ふれあい大学講座についても随時、受付を行っている。
5/15 四国中央市スポーツ推進委員協議会総会が行われた。
6/1 愛媛県スポーツ推進委員協議会総会及び研修会を予定している。
5/27 三島図書館において第10回通常総会を開催した。
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。
暁雨館においては、暁雨館大学を開講している。
品川学校教育課長

伊藤教育長

学校教育に関し、資料に基づき事務報告する。
5/9 校長会が行われた。
5/12 豊岡小学校春季大運動会・豊岡町民運動会が開催された。
5/13～ 学校訪問を行っている。
5/29 本日、新宮小・中学校公開授業が行われており、愛媛大学と連携し
たプログラミング教育について授業を行っている。
6/4、5日 市中学校総体が行われる。
6/6 特別支援教育育成会定期総会が開催される。
6/8 特別支援教育支援チャリティーゴルフ大会が開催される。
6/14 学校保健協会理事会並びに評議委員会が開催される。
6/26 教科会を予定している。
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。
昨日の川崎市での殺傷事件を受けて、青パトでの見回り、教員が引率して
の集団下校を行っている。
5/27 四国中央市少年育成センター運営協議会が開催された。
6/5 四国中央市少年補導委員連絡協議会総会を予定している。
6/28 四国中央市の子どもを育てる市民会議が開催される。
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

コミュニティ・スクールに関して、市教委から学校に対して研修を行う予
定はあるのか。

品川学校教育課長

愛媛大学の先生と連携しながら、文科省のコミュニティ・スクールマイス
ターの先生をお招きして、コミュニティ・スクールの運営協議会等でご指導
いただいく予定である。また、南予でコミュニティ・スクールを立ち上げた
校長先生のお話を聞く機会を校長会で設けるという計画も出ている。

東委員

不登校について、四国中央市の全欠や３分の１の欠席の割合は他市と比べ
てどうなっているのか、次回、資料を提示していただきたい。また、難しい
と思うが、川之江地域に適応指導教室を作ってほしいと思う。

伊藤教育長

昨年度、中学校における不登校の生徒が115名で、増加傾向にある。原因
を模索していかないといけないが、中学校は小学校に比べて保護者と担任と
の関わりや学校全体での取り組みが希薄であるように思う。保護者の心配等
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を受け止め、寄り添ってあげることが大切なのではないか。そういった点で
も川之江地域の適応指導教室について考えていかなければならない。
品川学校教育課長

適応指導教室を川之江文化センターに開設できないかという話が出てい
る。また、不登校の増加の原因であるが、これまでは中学校３年生で高校入
学を控え、出席日数等を気にする生徒や保護者も多かった。しかし、最近に
なって今治精華高校の通信制などの選択肢が増えたため、保護者の中には無
理して高校に行かなくても良いという考えの人が増えてきているということ
も考えられる。また、中学校では講師の先生が多いという現状があり、家庭
訪問において、自分の思いがうまく伝えられなかったり聞き取りが不十分だ
ったりすることもある。

伊藤教育長

中１の２学期から中２、中３となるにつれて不登校の生徒が増えているよ
うに思う。

鈴木委員

小学校と中学校で不登校について意見を共有する場はあるのか。

品川学校教育課長

小学校卒業時に、小学校の先生から中学校の先生に１人１人の生徒の様子
について、引き継ぎをしている。また、入学後１か月後くらいに中学校の先
生から小学校の先生に入学後の様子を伝えるなどの情報交換の場を定期的に
設けている。

伊藤教育長

引き継ぎの記録を昨年度から実施している。不登校の原因の中でも起立性
調節障害などの体調面から不登校になっている生徒もいるのでそれぞれのケ
ースごとに考えていかなければいけない。

鈴木委員

小学校はきめ細やかで丁寧、中学校は厳しいと言われているが、そのギャ
ップに対して子どもたちは対応できていないという印象がある。小学校と中
学校の先生の間で意見交換などのコミュニケーションがあれば良いと思う。

篠原祥子委員

エアコンについて、エアコンの使用は全ての中学校で設置が終了してから
になるのか。

森実教育総務課長

早く設置したから早く使用するというわけではない。また、冬場の電気代
が高くなると考えられるため、使用方法を検討していきたい。

鈴木委員

灯油などの暖房費用は昨年度と同様の予算が組まれているのか。

森実教育総務課長

お見込みのとおりである。

篠原理委員

書道パフォーマンス甲子園について今年度は、地元高校や昨年度出場でき
なかった西条高校、新居浜西高校の申込みはあったのか。

大西文化・スポー
地元高校では川之江高校、三島高校に申込みをいただいている。また、昨
ツ振興課長
年度出場できなかった２校についても、申込みをいただいている。
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

大西文化・スポー
ツ振興課長

議事
議案第18号｢四国中央市図書館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。
議案第18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、四国中央市図書館協議会委員の辞任に伴い、図書館法
第15条及び四国中央市図書館条例第10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18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18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18号｢四国中央市図書館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19号｢四国中央市教育支援委員会委員の委嘱及び任命につ
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19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、四国中央市教育支援委員会規則第３条の規定により、
同委員を委嘱及び任命するものである。

伊藤教育長

只今の議案第19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19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19号｢四国中央市教育支援委員会委員の委嘱及
び任命について｣の原案を可決する旨宣する。
続いて、議案第20号｢四国中央市教科書採択委員会研究委員の委嘱につい
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20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要綱第８条第３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専門
的な調査研究を行うため、四国中央市教科書採択委員会研究委員を委嘱する
ものである。

伊藤教育長

只今の議案第20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20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20号｢四国中央市教科書採択委員会研究委員の
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
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件に移る。

伊藤教育長
森実教育総務課長
伊藤教育長

伊藤教育長

その他
その他に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６回定例会を令和元年６月26日（水曜日）午後３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5時00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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