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６回定例会会議録
日

時

令和元年６月26日（水） 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 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 令和元年第５回定例会及び第２回臨時会会議録の承認
日程第２ 令和元年第６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
四国中央市立学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例につい
て
四国中央市郷土資料館条例の一部を改正する条例について
日程第４ 議事
議案第22号 四国中央市立学校給食共同調理場設置条例施行規則の一部
を改正する規則について
議案第23号 四国中央市郷土資料館条例施行規則の一部を改正する規則
について
議案第24号 四国中央市いじめ防止基本方針の改定について
議案第25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26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27号 四国中央市スポーツ推進審議会委員の委嘱について
議案第28号 四国中央市学校給食費滞納審査会委員の委嘱について
日程第５ その他
第２回市議会定例会一般質問要旨及び答弁について
令和元年度一般会計６月補正予算について
令和元年度教育要覧について
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第12回書道パフォーマンス甲子園大会について
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、令和元年第６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、学校訪問や昨日の教科等研究会とお忙しい
中、お集まりいただき感謝申し上げる。学校訪問も残すところ３校となっ
た。教育委員の皆様からいただいたご意見を基に、これからの学校経営や児
童・生徒の指導、授業改善、教育活動の充実に努めたい。今後ともご指導、
ご助言をいただければと思う。
このメンバーで教育委員会定例会を開くのも本日が最後となった。鈴木委
員並びに私については、６月29日をもって任期満了となり退任することにな
った。これまで大変お世話になった。鈴木委員におかれては、平成23年６月
30日にご就任いただき８年間（２期）という長い間お世話になった。物事を
しっかり捉えていただき、何が大切か、何をすべきか等について様々な場面
においてご助言をいただいた。教育委員の職を離れても教育委員会に対して
変わらぬご指導、ご助言をいただければと思う。
この度、教育長に就任される東委員におかれては、長年の教員としての豊
かな知識と経験、比類のない実績を残されている。更に教育委員会では、学
校教育課長として豊富な教育行政の経験をお持ちである。どうか四国中央市
の教育や文化・芸術の発展のために、手腕を十分に振るっていただくようお
願い申し上げる。

事務局

続いて、本任期をもってご勇退される鈴木委員にご挨拶をお願いする。

鈴木委員

〜

事務局

これよりの議事進行については、教育長にお願いする。

伊藤教育長

鈴木委員挨拶

〜

会議録承認
会議録の承認について諮る。令和元年第５回定例会会議録案及び令和元年
第２回臨時会会議録案について、事務局より説明を求める。

事務局

令和元年第５回定例会会議録案及び令和元年第２回臨時会会議録案の概要
を説明する。

伊藤教育長

令和元年第５回定例会会議録案及び令和元年第２回臨時会会議録案の承認
について諮る。

全委員

承認する旨答える。

伊藤教育長

承認の旨確認し、令和元年第５回定例会会議録及び令和元年第２回臨時会
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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。

伊藤教育長

伊藤教育長

会議録署名委員の指名
令和元年第６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。
6/4より令和元年第２回市議会定例会が開催されており、14日、17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
であった。
6/20 伊予三島奨学会評議員会が開催された。
続いて、学校給食に関し、資料に基づき事務報告する・
6/14 学校給食会総会を福祉会館４階多目的ホールにて開催している。前
年度の事業報告と決算報告、今年度の事業予定と予算関係についてご協議い
ただいている。

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。
6/7 公民館主事会を開催している。健康増進法の一部改正に伴い、７月
１日より施行される部分があるので、それについての説明会を実施してい
る。
6/7 新規採用・転入教職員等人権・同和教育研修会（第１回）を土居文
化会館にて実施している。今年度の対象者は、103名である。第１回目は同
和問題の基礎学習ということで、お話しさせていただき、その後グループ学
習を実施している。
6/8 北地区交流センター（仮称）の蕪崎住民説明会（第３回）を実施し
ている。
6/11 県人権教育協議会各支部長・加盟団体長会が白鳳会館にて開催され
た。私の方から四国中央市の取り組みについての発表をさせていただいてい
る。
6/18、19 就学前人権・同和教育研修会を実施している。400名ほどの参
加をいただいて、「子どもたちに学ぶ人権・同和教育」と題し東予教育事務
所の吉田社会教育主事にご講話いただき、その後グループ協議を実施してい
る。（6/28に第３回目を予定）
6/20、24 地域改善対策奨学金説明会を実施している。（7/1も実施予定）
6/21 人権・同和教育推進者養成講座（第１回）を実施している。今年度
は、280名の参加申し込みがある。

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。

3

四国中央市教育委員会会議録
6/2 四国中央ふれあい大学情報発信事業として金生・切山方面を受講者
とともに巡るという講座を開催している。
6/15、22 ふるさと愛媛学ということで、川之江地域、三島地域で講座が
開催された。
6/18 第12回書道パフォーマンス甲子園本戦出場校（20校）を発表してい
る。
6/22 第116回四国中央ふれあい大学講座「つるの剛士トークショー 子
育てを楽しもう」を実施し、455名の参加を得ている。
スポーツ振興については、6/1に愛媛県スポーツ推進委員協議会総会及び
研修会に参加している。
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。
５月に引き続き学校訪問を実施いただいている。残すところ３校である。
6/4、5 市中学校総体（球技・武道）が各会場で実施され、無事に終えて
いる。
6/25 市教科等研究会が市内各小中学校にて実施された。教育委員の皆様
には、ご参加いただきお礼申し上げる。
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。
6/5 四国中央市少年補導委員連絡協議会総会を福祉会館４階多目的ホー
ルにて開催している。
6/30からは、各地区夏越し祭り等の特別補導が実施される。

伊藤教育長

続いて、令和元年第２回市議会定例会において議決いただいた２議案につ
いて報告願う。

森実教育総務課長

「四国中央市立学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例につい
て」を資料に基づき報告する。
これは、四国中央市立東部学校給食センターを設置することに伴い、本条
例の一部を改正するものである。

大西文化・スポー 「四国中央市郷土資料館条例の一部を改正する条例について」を資料に基
ツ振興課長
づき報告する。
これは、四国中央市歴史考古博物館高原ミュージアムを設置することに伴
い、本条例を改正するものである。
伊藤教育長

伊藤教育長

森実教育総務課長

只今の各報告について、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22号｢四国中央市立学校給食共同調理場設置条例施行規則の一部を
改正する規則について｣を上程し、議案の説明を求める。
議案第22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、四国中央市立東部学校給食センターを設置することに
伴い、本規則の一部を改正するものである。
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伊藤教育長
篠原祥子委員

只今の議案第22号の説明に、意見質問等ないか問う。
表記方法について、改正内容をシンプルに表記するのではなく資料のよう
に表記するのが正しいのか。

森実教育総務課長

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22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22号｢四国中央市立学校給食共同調理場設置条
例施行規則の一部を改正する規則について｣の原案を可決する旨宣する。
続いて、議案第23号｢四国中央市郷土資料館条例施行規則の一部を改正す
る規則について｣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23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、四国中央市歴史考古博物館高原ミュージアムを設置す
ることに伴い、本規則を改正するものである。

伊藤教育長

只今の議案第23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23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23号｢四国中央市郷土資料館条例施行規則の一
部を改正する規則について｣の原案を可決する旨宣する。
続いて、議案第24号｢四国中央市いじめ防止基本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24号について、資料に基づき議案を説明する。

伊藤教育長

只今の議案第24号の説明に、意見質問等ないか問う。

東委員

「障害」の「害」をひらがな表記に改めているが、全てそうなるのか。

品川学校教育課長

法律等に関しては、漢字の「害」を使用する場合があるが、それ以外につ
いてはひらがな表記にすることで統一されている。

東委員

学校要覧もそれで統一されているのか。

品川学校教育課長

お見込みのとおりである。

鈴木委員

「いじめの防止」というように「の」を表記するように改めているが、理
由があるのか。
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品川学校教育課長

国の表記に合わせるためそのように改めている。

鈴木委員

「けんかは除く・・・」の部分が表記されなくなっているが、理由がある
のか。

品川学校教育課長

これは、どの場合にもいじめがあったかもしれないとの認識の基に、しっ
かりとその事象を捉えるという方針にした故である。

伊藤教育長

その他に意見質問等ない旨確認し、議案第24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24号｢四国中央市いじめ防止基本方針の改定に
ついて｣の原案を可決する旨宣する。
続いて、議案第25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25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辞任に伴い、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25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25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25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26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26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任に
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26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26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26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27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。
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大西文化・スポー
ツ振興課長

議案第27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27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27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27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。
続いて、議案第28号｢四国中央市学校給食費滞納審査会委員の委嘱につい
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28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、四国中央市学校給食費滞納審査会委員の任期満了に伴
い、四国中央市学校給食費滞納審査会要綱第３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28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28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

異議ない旨確認し、議案第28号｢四国中央市学校給食費滞納審査会委員の
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
「令和元年第２回市議会定例会一般質問要旨及び答弁について」事務局の
説明を求める。

石川教育管理部長

「令和元年第２回市議会定例会一般質問要旨及び答弁について」を資料に
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、続いて「令和元年度一般会計６月補正予算について」
事務局の説明を求める。

石川教育管理部長
伊藤教育長

「令和元年度一般会計６月補正予算について」を資料に基づき説明する。
只今の説明に意見質問等ないか問う。
市内小・中学校の教室にエアコン設置を進めているがその進捗状況につい
て伺いたい。
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森実教育総務課長

市内小・中学校エアコン設置の進捗状況について報告する。中学校につい
ては、８月末に設置完了予定である。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
り付けを完了する予定である。第２期については、間もなく入札予定であ
る。今のところ計画通り順調に進んでいる状況である。

伊藤教育長

その他に意見質問ないか問う。
特にない旨確認し、続いて「令和元年度教育要覧について」事務局の説明
を求める。

森実教育総務課長

「令和元年度教育要覧について」を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。
内容的には、例年と大きな変わりはないか。

森実教育総務課長

お見込みのとおりであり、大きな変わりはない。

伊藤教育長

その他に意見質問ないか問う。
特にない旨確認し、続いて「第12回書道パフォーマンス甲子園大会につい
て」事務局の説明を求める。

大西文化・スポー
「第12回書道パフォーマンス甲子園大会について」を資料に基づき説明す
ツ振興課長
る。
伊藤教育長
鈴木委員

只今の説明に意見質問等ないか問う。
昨年は、天候の影響によりかなり大変だったことと思う。本年度について
も県の方針等を含め、その対応方法を予め考えておく必要があると思う。

大西文化・スポー
昨年の実施状況も踏まえ、実施要綱の中に台風等予想される場合は、３日
ツ振興課長
前に、実施するか否かを決定するとの文言を盛り込んでいる。また、今年度
に入り県教委の方から、「学校長の判断で」との内容が盛り込まれた文書も
いただいており、昨年より柔軟な対応が取れるよう配慮されている。
伊藤教育長

品川学校教育課長

伊藤教育長

その他に意見質問ないか問う。
特にない旨確認し、その他案件で報告事項等ないか問う。
前回の定例会で東委員より提示依頼があった他市を含めた不登校児童・生
徒状況について報告する。
只今の報告に意見質問等ないか問う。

鈴木委員

学校訪問をさせていただいている５月度は不登校が比較的少ないことや、
年々、不登校が増加傾向にあることも分かった。

東委員

私の考えでは、夏休み明けが最も不登校が増えると考えていたが、そうで
ないところもあるようだ。何か理由がある筈なので確認してみてはどうかと
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思う。
伊藤教育長

森実教育総務課長
伊藤教育長

伊藤教育長

昨年度は、適応指導教室に参加する生徒が多くいたが、本年度について
は、現段階で参加生徒が非常に少ない状況である。学校と適応指導教室との
連携がこれからの課題と考えている。
特徴的なのは、１年間全く登校していない生徒が増えていることだ。この
件についても大きな課題である。
その他に意見質問ないか問う。
特にない旨確認し、その他に報告事項等ないか問う。
次回定例会の招集を願う発言。
次回、教育委員会第７回定例会を令和元年７月25日（木曜日）午後１時30
分から、市庁４階401会議室に招集する。また、教育委員会第３回臨時会を
令和元年７月２日（火曜日）午後５時30分から、ホテルグランフォーレプラ
ネットに招集する。
以上で日程に示された案件を全て終了したことを宣し、その他に全体を通
して意見質問等ないか問う。特に報告意見等ない旨確認する。
閉会
午後４時50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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