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令和元年四国中央市教育委員会第９回定例会会議録
日

時

令和元年９月26日（木） 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 東
誠 、委員
委員
石川 卓 、委員

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 、
こども課長 藤田 泰 、こども課長補佐 髙橋 恵子 、
こども課長補佐 尾﨑 智恵子 、こども課長補佐 庄司 宗和 、
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 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

篠原 祥子 、委員 篠原 理 、
星川 光代

日程第１ 令和元年第８回定例会の承認
日程第２ 令和元年第９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
教育委員会各課長より事務報告
四国中央市認定こども園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38号 四国中央市立幼稚園規則の一部を改正する規則について
議案第39号 四国中央市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則を廃止す
る規則について
議案第40号 四国中央市教育施設等使用条例施行規則及び四国中央市体
育施設条例施行規則の一部を改正する規則
日程第５ その他
第３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９月補正予算について
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９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
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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
ようやく涼しくなってきたが、今年の夏も日本全国を見ると、猛暑と災害
の夏だったように思う。本市は、幸い災害に見舞われることはなかったが、
台風15号による千葉県の広域停電の長期化による影響等、大きな被害に他人
ごとではない思いになった。今や日本の国のどこで、いつ台風や地震による
被害、自然災害の恐ろしさを受けるか予想がつかない状況にあり、改めて誰
もが普段から備えをする重要性を感じた。また、学校教育の中での防災教育
の位置づけも大変重要な視点になっていることも強く感じた。
別件の話になるが、昨日、本市の消防職員の意見発表選考会があり、私も
初めて出席した。推薦された５名の勤務歴５年未満くらいの若手の職員が、
業務に対する提言や取り組むべき課題を５分以内にまとめて発表をし、最優
秀賞受賞者は、県大会、四国大会、全国大会とつながっていく選考会であっ
た。昨日の発表は、内容はもちろんよく推敲されていたが、全文暗唱する中
で一言も言いよどまず、声の大きさ、抑揚、態度、表現力、それに加え、す
がすがしささえ感じられ本当に素晴らしく優秀な職員の姿に感動した。これ
は是非他の人にも伝えたいと思った時間であった。発表者は、先輩の前で何
度も練習し、指摘や助言を受けながら当日を迎えたそうだが、これからの時
代を担う若い人が頑張っている姿を子どもたちが直接目にし、聞いたならよ
い刺激になるだろうという思いであった。キャリア教育等において、こうい
う人からの学びも学校現場につなげたらよいと思った次第である。
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８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

令和元年第８回定例会会議録案の概要を説明する。

東教育長

令和元年第８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。

東教育長

東教育長

東教育長

承認の旨確認し、令和元年第８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９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
教育委員の皆様におかれては、小・中学校の運動会・体育祭を巡回してい
ただき感謝申し上げる。小学校の運動会については、悩ましい天候への対応
に学校も大変苦慮したと思う。実施すると決めても、テントを設営した学校
では風が強く心配であったり、テントを張らなかった学校では日差しが強か
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ったり、再順延したにもかかわらず朝からなかなか小雨が止まなかったり
と、色々あったが当日の早朝からの準備や土入れにＰＴＡの方や地元の業者
の方が協力してくださった学校もあり、校長先生も大変感謝をされていた。
町民運動会を兼ねている学校、グラウンドの水はけがよい学校や悪い学校、
全面芝生の学校など、状況が違うため学校によって対応が異なっていたの
で、教育委員の皆様には、２日連続で巡回していただいた方もおられたかと
思う。ご理解に感謝申し上げる。
小・中学校のエアコン設置については、教育委員の皆様もご存じのよう
に、昨年の９月議会最終日に追加で設備設計に要する補正予算の承認をいた
だき担当課の相当な労力や早急な対応の中、この２学期から川之江、三島、
土居地域の６中学校の供用が開始された。中学校の校長先生からは、残暑の
厳しい中での体育祭の練習等もエアコンのお蔭で助かったことや、生徒の教
室移動や着席が早くなっていること、給食の残菜が少なくなったなどという
話も聞いている。新宮小・中学校を含む小学校19校についても年度内の完成
を目指して順次工事が進んでいるところである。
新設された東部学校給食センターについては、２学期から三島地域の小学
校６校、中学校３校、幼稚園２園の計11施設で約3,200食の給食を提供して
いる。初めはどうしても調理の際の機械設備に慣れることや、幼稚園２園が
加わった中での複雑な配送に万全を期すことなどに時間を要することもあっ
た。何事も新しい事業を始めたり新しい環境になったりすることについて
は、労力が必要になるが職員各位の頑張りと学校の理解をいただきながら、
安全・安心な給食の提供が行われているところである。
金生公民館の新築事業については、屋根が姿を現し近くを通られた方は、
完成時の建物に期待も湧くところかと思うが、来年１月末工事完了、４月の
供用開始に向けて順調に工事が進捗している状況にある。
書道パフォーマンスに関連することだが、インドネシア日本国大使館よ
り、「ジャカルタ日本祭」において、書道パフォーマンスを行ってほしいと
いう依頼を受け三島・川之江高校書道部の合同チームが参加された。私もＤ
ＶＤを見させていただいたが、「絆 書を架け橋に新たな一歩を踏み出そ
う」という書とパフォーマンスに大勢の観客が引き付けられ、大好評だった
ようで書道パフォーマンスが国際親善にも活躍した事象であった。高校生た
ちも貴重な経験に得るものが多くあったようだ。
その他、９月の定例市議会が開催され、９月10日から12日に一般質問があ
った。教育委員会へは、11人中４人の市議会議員から質問があったので、後
ほど説明させていただきたい。
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。
9/3より令和元年第３回市議会定例会が開催されており、10日から12日に
かけ一般質問、13日に教育厚生委員会が行われ、20日が議会最終日であっ
た。
学校給食について、２学期が始まったが東部学校給食センターにおいて配
送時間の遅れもなく今のところ順調である。

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。
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9/5、6 公民館中四国研究大会が徳島市にて開催された。当市からは、館
長、主事を含め18名が参加している。
9/12 人権・同和教育推進者養成講座（第５回）が開催され、242名の方
が受講された。
9/26 本日、全国人権・同和教育研究大会発表事前検討会が朝日文化会館
にて行われる。
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。
9/6〜9 三島・川之江高校書道部インドネシア派遣事業を実施している。
現地では、４回の公演と書道のワークショップを行い大変好評であった。
9/7 四国中央ふれあい大学特別講座「徳永進講演会」を行っている。
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。
暁雨館では、9/13、14に観月会を開催している。お茶席と演奏会の催しも
行われ大変好評であった。
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。
9/2 各小中学校、公立幼稚園で始業式が行われた。
9/7 教職員敬老会がグランフォーレで開催された。
9/15 中学校体育祭、新宮大運動会が開催された。
9/22 川滝小学校が町民運動会を兼ねて体育館で運動会を実施している。
また、9/23、24でそれぞれの小学校（豊岡小学校、新宮小学校を除く）で運
動会が開催された。
9/24からは、市中学校新人体育大会（球技・武道）が始まっている。
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。
９月には、各地区で補導委員会が開催されている。また、10月には、秋祭
りの特別補導を実施予定である。
これまで三島地域のお祭りにおいて、中学校の教員が各太鼓台に付き添っ
ていたが、今年からは地域の保護者に責任を委ねることとしている。

東教育長

続いて、第３回市議会定例会において議決された１議案について報告を求
める。

藤田こども課長

「四国中央市認定こども園条例の一部を改正する条例について」資料に基づ
き報告する。
これは、四国中央市立川之江こども園及び四国中央市立金田こども園を設
置することに伴い、本条例の一部を改正するものである。

東教育長

東教育長

藤田こども課長

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38号｢四国中央市立幼稚園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38号について、資料に基づき議案を説明する。
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提案理由としては、川之江幼稚園及び川之江みなみ幼稚園を廃止し、川之
江こども園及び金田こども園を設置するため、四国中央市立幼稚園規則の一
部を改正するものである。
東教育長

只今の議案第38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38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38号｢四国中央市立幼稚園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39号｢四国中央市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則を
廃止する規則について｣を上程し、議案の説明を求める。

藤田こども課長

議案第39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、子ども子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴
い、幼稚園就園奨励費補助事業が廃止され、私立幼稚園において子育てのた
めの施設等利用給付に移行するため、四国中央市私立幼稚園就園奨励費補助
金交付規則を廃止するものである。
幼児教育無償化についての経緯に関しても補足説明を行う。

東教育長

只今の議案第39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39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39号｢四国中央市私立幼稚園就園奨励費補助金
交付規則を廃止する規則について｣の原案を可決する旨宣する。
続いて、議案第40号｢四国中央市教育施設等使用条例施行規則及び四国中
央市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則｣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40号について、資料に基づき議案を説明する。
これは、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したため、同規則の一部を改正するものである。

東教育長

只今の議案第40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40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40号｢四国中央市教育施設等使用条例施行規則
及び四国中央市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則｣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。
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東教育長

その他
「第３回市議会定例会一般質問要旨及び答弁について」の説明を求める。

石川教育管理部長
「第３回市議会定例会一般質問要旨及び答弁について」資料に基づき概要
古川教育指導部長 を説明する。今回、教育委員会関係については、４名の市議会議員より質問
を受けている。
東教育長

只今の説明について、意見質問等がないか問う。

石川卓委員

全国学力・学習状況調査の結果について、当市は「非公表」としている
が、これまでの経緯を伺いたい。

品川学校教育課長

全国学力・学習状況調査の結果公表に関して、当市のこれまでの経緯を説
明する。

東教育長

全国学力・学習状況調査の結果公表については、毎年、本教育委員会にて
協議を行い決定している。来年度についても同様に協議を行うことになるの
で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、続いて「令和元年度一
般会計９月補正予算について」の説明を求める。

石川教育管理部長

「令和元年度一般会計９月補正予算について」資料に基づき概要を説明す
る。

東教育長

只今の説明について、意見質問等がないか問う。特にない旨確認する。
以上で日程に示された案件を全て終了したが、その他に報告事項等ないか
問う。

篠原祥子委員

今回、天候不順の影響もあり24日に運動会を開催した小学校も多かった。
24日は、丁度、市中学校新人体育大会も実施され保護者から大変であったと
の声もあった。また、３連休後の開催ということでどうしても休暇が取れな
い保護者もおられたようだ。校長先生に春の運動会開催の話をしてみたが、
春は行事も多いことや１年生が練習できないこともあり難しいとのことであ
った。ただし、町民運動会を開催している所では、負担も考え春と秋を兼ね
ての運動会がよいとの意見もあった。そのことを学校側からは言い辛い面も
あると思うので、地域や保護者からの働きかけでそのような方向になれば先
生方の負担も軽減できると思う。

東教育長
篠原祥子委員

他に報告事項等ないか問う。
三島地域の給食の際のスプーンについてだが、大きくて子どもの口に入ら
ないとの話を伺っている。確認いただければと思う。

石川教育管理部長

その件については、確認させていただく。

東教育長

他に報告事項等ないか問う。
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篠原理委員

運動場の芝生化について実施が進んでいないようだが、その状況を伺いた
い。

品川学校教育課長

芝生の運動場が快適であるのは間違いないが、水捌けが悪いことや手入れ
にかなりの労力を要する。現状、そのようなデメリット等の故に芝生化実施
が進んでいないところである。

東教育長

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。

東教育長

東教育長

次回、教育委員会第10回定例会を令和元年10月25日（金曜日）午後１時30
分から、市庁４階４０１会議室に招集する。
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35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

7

