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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

篠原 祥子 、委員 篠原 理 、
星川 光代

日程第１ 令和元年第６回定例会及び第３回臨時会会議録の承認
日程第２ 令和元年第７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29号 四国中央市教育委員会事務局内部組織規則の一部を改正す
る規則について
議案第30号 四国中央市職員の勤務時間の特例に関する規程の一部を改
正する訓令について
議案第31号 四国中央市東部学校給食センター防犯カメラ等管理・運用
規程について
議案第32号 四国中央市学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱につ
いて
議案第33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34号 四国中央市図書館協議会委員の委嘱について
議案第35号 四国中央市いじめ対策委員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

開会
午後１時30分 定刻になったので、令和元年第７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。

東教育長

事務局

東教育長

教育長挨拶
教育長を拝命して、約１か月になるが、新しく得る内容と会議や行事等に
日々付いていくので必死というところもあるが、関係部署や関係者のサポー
トに感謝するとともに、しっかりした自分のビジョンも描いていかなければ
という思いである。教育委員の皆様、教育委員会事務局の皆様には今後とも
お力添えをよろしくお願い申し上げる。
教育委員の皆様には、新宮小中学校の学校訪問、小学校水泳記録会、市町
教育委員会連合会定期総会等にご出席いただき感謝申し上げる。私は、新宮
小学校の水泳記録会を参観したが、200ｍリレーに男子が１チーム、女子が
２チームの編成ができており、児童数がリレーチームを組める人数に増えて
いること、また個別指導でそれぞれの泳力が伸びていることに現在の新宮小
学校を物語っているようで大変嬉しく思った。
これから８月に向けて行事や研修会等が多い。中学校親善音楽会、書道パ
フォーマンス甲子園、東部学校給食センターでの試食会、コミュニティース
クール研修会、小学校教科書採択にかかる会議等が予定されている。教育委
員の皆様には、大変ご足労をおかけす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。
会議録承認
会議録の承認について諮る。令和元年第６回定例会会議録案及び令和元年
第３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６回定例会会議録案及び令和元年第３回臨時会会議録案の概要
を説明する。

東教育長

令和元年第６回定例会会議録案及び令和元年第３回臨時会会議録案の承認
について諮る。

全委員
東教育長

東教育長

東教育長

承認する旨答える。
承認の旨確認し、令和元年第６回定例会会議録及び令和元年第３回臨時会
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７回定例会会議録署名人に、篠原祥子委員、星川光代委員を指
名する。
報告事項
対応が急務であった放課後児童クラブについてだが、所管は違うものの子
どもたちの生活にかかわることなので報告させていただく。夏休み期間中に
ついては、多くの高校生をはじめとする皆さんのご協力により、市内の３年
生以下について、さしあたっては支障なく運営されているという報告があっ
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た。ただし、２学期以降においては、支援員が不足する状況に変わりないと
のことで、皆さんのお知り合いにご協力いただける方がいれば、是非お声掛
けいただきたい。
２か月にわたり実施された学校訪問についてだが、篠原祥子委員、篠原理
委員には、市内全小・中学校26校に訪問いただき、6,500名あまりの子ども
たち、約700名の教職員の状況や頑張っている姿を見ていただいた。教育委
員の皆様からいただいた多方面にわたる貴重なご意見やご助言は、これから
の学校運営に活かしていただけるものと思う。また、教員はできて当たり前
と見られることが多いが、教育委員からのちょっとしたお褒めの言葉が大き
な励みになっているということも聞いている。学校訪問の感想だが、これか
らの複雑で急速な社会の変化に対応するために、学校教育に求められるもの
も多岐にわたり大きく変わっていっていることを感じている。本市が進めて
いる授業のＵＤ化、ＩＣＴ機器の活用や、外国語活動、アクティブラーニン
グなどについて、研修が進んでいることを実感した。そして、「不易流行」
の「不易」の部分においては、多くの学校が、森信三先生の提唱された、立
腰教育、挨拶・履物・ハイの返事、命を大切にする教育をグランドデザイン
に掲げ取り組んでいたが、私も「宇摩の子の誓い」と併せて、人間の育ちの
基本に据えるべき大事な部分であると思っている。ただし、教師の個人差、
学校差はどうしてもぬぐえないものがあり、難しいところではあるが、「教
職員の資質能力の向上」を如何に図っていくかについては、もうすぐ全国学
力学習状況調査の結果も公表されるので、それらを踏まえて四国中央市の大
切な子どもの一生のうちの今しかない時を預かっているのだという責任と誇
りをもって、校長先生を中心に各校で取り組みを重ねていってほしいと思っ
ている。無論、教育委員会からの指導や支援も必要だと考えている。また、
教職員の世代交代が進み、若年の先生が年々増加しているのを感じるが、若
い先生方には、「教育ほどやり甲斐があって喜びを感じられる仕事は滅多に
ない」という熱い情熱を失わずに頑張ってほしいと思っている。
ＩＣＴ機器の導入についてだが、本市の学校ＩＣＴ環境については、市の
厳しい財政状況やエアコン設置などの急な対応等もある中で、新学習指導要
領の趣旨や国の方針に基づき担当の事務局職員の方が、大変な労力を傾け多
額の費用をかけて整備を進めてくださっている。こうしたことは、学校現場
にいるとなかなか気づかない点であるが、そういうことを伝えることもしな
がら、子どもたちがいる教育現場を支えている教育行政に答えるべく、学校
では研修と有効な活用に努めてほしいと思っている。家庭や社会において
も、今後益々、情報機器は私たちの生活とは切り離せないものとなってい
く。情報関係の知識は、今後、「読み、書き、そろばん」並みになっていく
のだろうと思う。
最後に、ご存知のように、８月４日には、「第12回書道パフォーマンス甲
子園」が開催される。35都道府県106校の中から本戦には20校が臨むが、書
道パフォーマンスの実行委員会事務局からの詳細な説明を聞く中で、年々改
善を重ね、多大な労力とアイデアを駆使し、「高校生の祭典」となるべく、
大勢の力で成り立っているのを改めて痛感している。四国中央市の一大イベ
ントに、多くの方が足を運んでくださるよう、教育委員の皆様にも周囲への
宣伝と当日のお時間の許す範囲でのご観覧をよろしくお願いする。私も出場
する高校生の書道パフォーマンスにかけてきた思いや１年間の努力、企画員
として携わってきた高校生ボランティアや書道パフォーマンス甲子園振興室
の労力を思うと、当日、天候に恵まれることを願わずにはいられない思いで
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ある。
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。
7/2 教育委員会第３回臨時会が開催された。
7/18 愛媛県市町教育委員会連合会定期総会が西条市総合文化会館にて開
催され、教育委員の皆様にご出席いただいている。
続いて、学校給食に関し、資料に基づき事務報告する。
8/19 東部学校給食センター試食会を予定している。教育委員の皆様にも
ご参加いただければと思う。

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。
7/3 四国地区人権教育研究大会が徳島市にて開催された。当市からは、
新宮幼稚園、寒川保育園、ＮＰＯ法人「ぷかぷか」の実践報告を行ってい
る。非常に好評であり、この内の２本が11月の全国大会に参加することにな
った。
7/10 人権・同和教育推進者養成講座（第２回）を昼と夜にそれぞれ実施
し、280名ほどの方に参加いただいている。
7/12 北地区交流センター（仮称）整備の蕪崎住民説明会（第４回）を実
施している。34名の方に参加いただいており、前向きなご意見を多くいただ
いている。これを受け、８月には天満、蕪崎の両地区で再度住民説明会をす
るべく日程調整等を行っているところである。
7/22 社会教育委員の会を開催している。今年度の取り組みや補助金の交
付等についてのご審議をいただいている。
建設中の金生公民館について報告する。現在の進捗率は、15％ほどで地盤
改良、基礎工事が終わり鉄骨工事についてもほぼ完了している。順調に建設
作業が進んでいる状況である。

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。
7/6 第12回書道パフォーマンス甲子園公開抽選会が開催された。
7/20 第12回書道パフォーマンス甲子園ボランティア説明会を実施してい
る。
スポーツ振興については、7/19から伊予三島運動公園プールを開場（〜
8/25）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。また、7/1〜5の間、各図書館にて
中学生の職場体験を行っている。
暁雨館では、7/9から8/25の間、
「愛石のすすめ展」を開催している。
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。
7/1から５日間、中学生の職場体験を実施している。職場体験をした中学
生からは、普段目に触れることのない職場の苦労等を知れてよかったとの感
想をいただいている。また、企業側からも中学生たちが戦力になり助かった
ことなど前向きなご意見をいただいている。
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7/19 終業式が市内各公立幼稚園・小中学校で無事に行われた。
7/23 小学校水泳記録会が各地区で開催された。
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。
7/5 第２回児童生徒をまもり育てる日ということで、市内一円で見守り
活動を実施している。
各地区において夏祭り等の特別補導が実施されている。
東教育長
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。
書道パフォーマンス甲子園だが、本戦抽選会をコスモスＴＶにて拝見させ
ていただいた。高校生が一生懸命に司会をしている姿は、本当に微笑ましい
ものであった。今年度から抽選順について成績のよい高校を後ろにするとの
ことだが、これは高校生たちのアイデアなのか。

大西文化・スポー 成績のよい高校を後ろにする件については、参加校のアンケートの中でご
ツ振興課長
意見をいただいていた。それを受け今回、実行委員会の中で決定させていた
だいた。
篠原祥子委員

高校生ボランティアの役割はどのようなものがあるのか。

大西文化・スポー 公開抽選会については、司会や挨拶など例年と同様の役割を担っていただ
ツ振興課長
いた。
東教育長
篠原理委員

他に意見質問等ないか問う。
先日、土居地区の小学校水泳記録会を参観させていただいた。先生方の準
備や無駄のない進行や運営に毎年感心させられる。残念なのは、応援に来て
いただいている保護者の参観場所がないことだ。土居総合体育館のプールの
活用をご検討いただきたい。

品川学校教育課長

文化・スポーツ振興課を含め検討させていただくこととする。

東教育長

他に意見質問等ないか問う。

篠原祥子委員

中学生の職場体験についてだが、学校に行けていない子が職場体験に参加
できたとの非常によい報告も受けている。ただし、残念なこととして製造業
等の体験内容が制限されてしまうことだ。安全面等を考慮してとのことでは
あるが、もう少し子どもたちが興味をもてる体験内容にできないかと思っ
た。企業側にとっては、非常に大変なことであるがよろしくお願いしたい。

東教育長

職場体験は、中学校でのキャリア教育として力を入れ取り組まれていると
ころである。職場体験に向け国語科で敬語の勉強をしたり不登校の子が参加
したりとよい取り組みになってきている。篠原祥子委員が言われるように、
企業とも協議を進めよりよい取り組みにしていきたい。
他に意見質問等ないか問う。
特にない旨確認し、議事に移る。
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東教育長

森実教育総務課長

東教育長
石川委員

議事
議案第29号｢四国中央市教育委員会事務局内部組織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29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、三島学校給食センター、かわのえ高原ふるさと館及び
考古資料館を廃止し、東部学校給食センター及び歴史考古博物館高原ミュー
ジアムを設置するため、四国中央市教育委員会事務局内部組織規則の一部を
改正するものである。
只今の議案第29号の説明に、意見質問等ないか問う。
かわのえ高原ふるさと館の名称変更に関して、ご寄附等をいただいた企業
の同意は得られているのか。

大西文化・スポー
ツ振興課長
東教育長

お見込みのとおり、同意は得られている。

全委員

異議ない旨伝える。

その他に意見質問等ない旨確認し、議案第29号について異議ないか問う。

東教育長

異議ない旨確認し、議案第29号｢四国中央市教育委員会事務局内部組織規
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30号｢四国中央市職員の勤務時間の特例に関する規程の一
部を改正する訓令について｣を上程し、議案の説明を求める。

森実教育総務課長

議案第30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、三島学校給食センターを廃止し、東部学校給食センタ
ーを設置するため、四国中央市職員の勤務時間の特例に関する規程の一部を
改正するものである。

東教育長

只今の議案第30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30号について異議ないか問う。

全委員

異議ない旨伝える。

東教育長

異議ない旨確認し、議案第30号｢四国中央市職員の勤務時間の特例に関す
る規程の一部を改正する訓令について｣の原案を可決する旨宣する。
続いて、議案第31号｢四国中央市東部学校給食センター防犯カメラ等管
理・運用規程について｣を上程し、議案の説明を求める。

森実教育総務課長

議案第31号について、資料に基づき議案を説明する。
これは、四国中央市防犯カメラ等の設置及び運用に関するガイドライン第
14の規定に基づき、四国中央市立東部学校給食センター内の犯罪及び事故の
防止並びに適正な施設管理を図るため、本規程を定めるものである。

東教育長

只今の議案第31号の説明に、意見質問等ないか問う。
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石川委員

設置されたカメラに民家や個人の生活等が写らないように配慮されている
のか。

森実教育総務課長

全てのカメラの映像を確認し、プライバシー侵害がないようにしたい。

東教育長

その他に意見質問等ない旨確認し、議案第31号について異議ないか問う。

全委員

異議ない旨伝える。

東教育長

異議ない旨確認し、議案第31号｢四国中央市東部学校給食センター防犯カ
メラ等管理・運用規程について｣の原案を可決する旨宣する。
続いて、議案第32号｢四国中央市学校給食共同調理場運営委員会委員の委
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32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共同調理場運営委員会委員の任期
満了に伴い、四国中央市立学校給食共同調理場条例施行規則第４条の規定に
より、同委員を委嘱するものである。

東教育長

只今の議案第32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32号について異議ないか問う。

全委員

異議ない旨伝える。

東教育長

異議ない旨確認し、議案第32号｢四国中央市学校給食共同調理場運営委員
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33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。

大西文化・スポー
ツ振興課長

議案第33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。

東教育長

只今の議案第33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33号について異議ないか問う。

全委員

異議ない旨伝える。

東教育長

大西文化・スポー
ツ振興課長

異議ない旨確認し、議案第33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34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34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
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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。
東教育長

只今の議案第34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34号について異議ないか問う。

全委員

異議ない旨伝える。

東教育長

異議ない旨確認し、議案第34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35号｢四国中央市いじめ対策委員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35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、四国中央市いじめ防止対策委員会委員の辞任に伴い、
四国中央市いじめ防止対策委員会及び四国中央市いじめ問題再調査委員会条
例第６条第１項の規定により、同委員を委嘱するものである。

東教育長

只今の議案第35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35号について異議ないか問う。

全委員

異議ない旨伝える。

東教育長

東教育長
森実教育総務課長
東教育長

東教育長

異議ない旨確認し、議案第35号｢四国中央市いじめ対策委員会委員の委嘱
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
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８回定例会を令和元年８月21日（水曜日）午前８時30
分から、市庁５階大会議室に招集する。
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２時18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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