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生涯学習課長補佐 岸井 宏次 、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 松林 永子

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９回定例会の承認
日程第２ 令和元年第10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
日程第４ 議事
議案第41号 四国中央市いじめ防止対策委員会委員の委嘱について
日程第５ その他
全国学力テスト平均正答率の公表を求める要望書について
閉会宣言
会議の概要
事務局

東教育長

開会
午後１時30分 定刻になったので、令和元年第10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
教育委員の皆様には、幼稚園の運動会や小学校陸上運動記録会などへのご
出席に感謝申し上げる。前回の定例会で台風15号の被害について触れたが、
それにも増してその後に発生した台風19号は、東日本の各地で甚大な水害を
もたらした。一夜明けた光景に驚いたがその後、日に日に報道される被害の
すさまじさと懸命に復旧に立ち向かわれている人たちの姿に心が痛んだり、
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災害の少ない当市に住んでいることをありがたく思ったりしている。離れた
地からではあるが、皆様と一緒に犠牲になった方にお悔みを申し上げ、被災
された方々にお見舞いを申し上げる。
一気に秋がやってきたように感じるが、各地域の秋祭りが好天に恵まれ、
事故なく終えられたことに感謝したいと思う。秋が深まるにつれ、市内各地
でスポーツ大会や文化祭などが開催される。11月16日（土）、17日（日）に
は、しこちゅ～ホールで市民ミュージカル「あした来い来い恋の池」が上演
される。お時間が許すようであればご観覧いただきたい。また、大きなホー
ルでの開催なので、お知り合いの方にもご紹介いただきたいと思う。
教育委員の皆様におかれては、来月開催される人権・同和教育研究大会や
授業実践交流会、ＩＣＴ活用に係る研究大会、教育視察研修等、多くの行事
に出席いただくことになるがよろしくお願いする。
事務局

東教育長

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９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９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９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９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10回定例会会議録署名人に、篠原理委員、石川卓委員を指名す
る。
報告事項
10月19日（土）に令和２年度新宮小中学校入学・転入学希望者説明会が開
催された。当日は対象児童32名、ご家族を含めると67名の方に参加いただい
た。小中一貫、小規模特認校制度の下、現在は児童・生徒数61名、その内、
校区外から28名（小学校19名、中学校９名）が通学している。来年度、４年
目を迎えるが、地元の皆様をはじめ、愛媛大学や三島高校、放課後わくわく
教室など学校に関係する皆様のお力添えのお陰で特色ある学校づくりの成果
が上げられていると思う。
新居浜特別支援学校分校については、令和３年度の開設に向け、現在三島
小学校北校舎の改修工事が進められている。来月からは、分校となる東校舎
の大規模改修工事が開始される。学校、保護者、子どもたちに工事への理解
や協力をいただくとともに、特別支援学校分校開校に対する理解、インクル
ーシブ教育に関する意識の醸成が図られることを期待している。
10月は市内中学校において修学旅行があり、台風19号の影響で多少の予定
変更をした学校もあったが、大きな混乱もなく有意義な旅行になったと聞い
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ている。学校からの報告では、宿泊先の支配人等から「今シーズン最高に素
晴らしい生徒さんでした」と褒めていただいたほか、他何校かも生徒の態度
を褒めていただいたとのことで、学校の指導にも感謝するが、学力学習状況
調査の結果にも出ていた「当市生徒のまじめさ」を語っている１コマだと感
じた。学力ももちろん大事であるが、「宇摩の子の誓い」に示されている人
としての育ちも大事だと思った。
10月28日（月）には、宇摩法人会様より市内全小中学校に100台のタイム
タイマーを寄贈いただける。このタイムタイマーは残り時間が赤い面積で示
されるので、どの児童・生徒にとっても分かりやすく、見通しを持って活動
に取り組むことができ、授業のユニバーサルデザイン化において効果的なも
のとなっている。
10月19日（土）には、四国中央市ゴルフ協会よりチャリティゴルフ大会の
参加者、協賛企業からの支援金を市並びに福祉や教育の関係団体へ寄付いた
だいた。教育委員会へは、毎年、特別支援教育育成会に助成をいただいてい
る。両団体の皆様には、長年にわたり教育環境の整備にご支援をいただいて
いることをこの場をお借りしてご報告とお礼を申し上げる。
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。
10/7 新庁舎駐車場竣工式が行われた。
10/16～18 決算特別委員会が行われ、教育委員会に関しては特段の問題
もなく終了している。
10/25 本日、教育委員会第10回定例会である。
10/27 新居浜市にて「えひめ教育の日」推進大会が実施される。教育
長、篠原祥子委員が出席予定である。
11/6 西条市にてＩＣＴを活用したスマートスクール実証実験事業研究大
会が実施される。全委員が出席予定である。
11/11～13 尾道市、福岡市にて教育委員視察研修を予定している。

岸井生涯学習課長
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
補佐
る。
10/7 東予地区人権・同和教育研究協議会事前報告会が朝日文化会館にて
行われた。
10/24 県人権・同和教育研究大会及び東予地区人権・同和教育研究協議
会事前報告会が行われている。
10/9 市就学前人権・同和教育研究大会が松柏保育園にて行われた。次回
の研究大会は、11/6に東保育園にて開催される予定である。
10/19 第36回嶺南ふれあい祭が嶺南体育館にて開催された。10～12月に
かけて各公民館・交流センターで文化祭・公民館祭が開催される予定であ
る。
10/21 新宮地域集会所学習会が秋田・程野集会所で行われた。その他、
10/30までに市内４か所で学習会が開催される予定である。
11/7 松山市にて県人権・同和教育研究大会が予定されている。
11/9 四国中央市ＰＴＡ連合会研究大会及び愛媛県ＰＴＡ大会を予定して
いる。今年度は愛媛県ＰＴＡ大会が四国中央市で開催されるため、市のＰＴ
Ａ研究大会と同日開催となる。
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11/14 西条市にて東予地区人権・同和教育研究協議会が予定されてい
る。就学前、小学校、中学校、高校、社会教育の５本の発表が行われる。
11/30～12/1 全国人権・同和教育研究大会が三重県にて開催される。２
本の発表を予定している。
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。
10/27 第118回四国中央ふれあい大学講座「茂本ヒデキチ×桜 men」を予
定している。茂本さんは世界的な墨絵アーティストである。今回は桜 men と
いう和楽器のグループとのコラボレーションであり、音楽と同時に墨絵を書
きあげるというパフォーマンスを予定している。
11/7～9 四国中央市文化協会文化祭 菊花展・山草展を予定している。
11/16～17 四国中央市民ミュージカル「あした来い来い恋の池」を予定
している。今回はしこちゅ～ホールを題材とし、開館を記念した講演となっ
ている。
11/29～12/1 四国中央市文化協会文化祭（前期）を予定している。後期
は12/6～8を予定している。
10/6 第14回市民スポーツ祭が実施される予定である。
11/4 第14回スポーツアドベンチャーＩＮ四国中央市を予定しており、各
種スポーツの催しが開催される。
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

東教育長

学校教育に関し、資料に基づき事務報告する。
10/8 市内小学校陸上運動記録会を実施している。
10/9 チャリティゴルフ贈呈式が行われ、市全体で300万程度、小中学校
育成会に200万程度の寄贈があった。有効に活用していきたいと思う。
10/28 宇摩法人会の贈呈式を予定しており、タイムタイマーが贈呈され
る。
10/29 新宮小中学校公開授業が予定されており、52組の親子の申し込み
をいただいている。
11/1 市内各小中学校にて学校人権・同和教育研究大会が開催される。
11/13 コミュニティ・スクールモデル校活動報告会がしこちゅ～ホール
にて開催される。
11/23から小規模特認校申請者親子面談が予定されている。
11/24 ＳＩＦＡ海外派遣事業の出発式が予定されている。市内６中学校
から各３名、計18名がニュージーランドへ出発する。
11/29 市小学校親善音楽会が開催される。
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。
秋祭りは、大きな事故もなく無事終了した。
11/5 第３回児童生徒をまもり育てる日の一環として、県下一斉で見回り
活動を予定している。
11/25 子どもを育てる市民会議「健全育成講演会」でネットモラルにつ
いての講演を予定している。
只今の各報告について、意見質問等がないか問う。
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篠原祥子委員

秋祭りについて、小学校で太鼓台と触れ合ったという話を聞いた。これは
とても良いことだと思う。以前は小学校の校庭に太鼓台は入れないというこ
とだったが、今年が特別なのか、また今後も続けるのか。

品川学校教育課長

学校の中でのお祭り行事については、かなり制限されていた頃もあった
が、近年は地域の方々との行事を大事にするようになってきている。各学校
でも、お祭り集会というものがある。豊岡小学校では、学校の保護者で太鼓
台を２台持っており、以前のように厳しい制限はない。

東教育長

東教育長

品川学校教育課長

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。
議事
議案第41号｢四国中央市いじめ防止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。
議案第41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任期満了に伴
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41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41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

異議ない旨確認し、議案第41号｢四国中央市いじめ防止対策委員会委員の
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終了したことを宣し、続いてその他の案件に
移る。
その他
「全国学力テスト平均正答率の公表を求める要望書について」の説明を求
める。

品川学校教育課長

「全国学力テスト平均正答率の公表を求める要望書について」資料に基づ
き説明する。

東教育長

私から補足説明をさせていただく。要望書の概要は、「市民からは何故当
市だけ公表しないのかとの疑問や公表してほしいとの要望も多く聞かれる。
教育は地域に根差したものであり、地域全体で支えていくものである。多く
の市議会議員が、当市だけ公表しないことに大いに違和感を感じている。市
民感情も同じと推測される。教育について市民とともに考えていくためにも
公表は必要である。」であった。
市議会議長からは、色々なところで今から議論をスタートさせてほしいと
のコメントをいただいている。これからの対応として、市議会議員は、市民
の代表として要望や意見を市政に反映させ、市民に代わって市民生活の課題
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について、市民の付託と信頼に応えるべく活動をされているため、その声は
重く、真摯に受け止め対応していく。また、非公表についての市民からの意
見は本市教育委員会に過去２件あった程度で、近年あるいは今年もない。学
校からの意見もないが実際はどうなのか、保護者、教職員、一般の方等から
広く意見を聞く場を設け、客観的な事実に基づいて考えていく必要があると
考えている。子どもにとってベストな方法はどうあるべきかという視点を大
事にしなければならない。教育委員の皆様には、教育委員会で協議を重ねて
いくことにご協力をお願いしたい。
東教育長

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

何故、急にこのような話が出てきたのか不思議に思う。これから保護者等
とも一緒に考え、良い方向になればと思う。

東教育長

毎年、全国学力テスト結果の公表については、教育委員の皆様にご意見を
いただき、６月初め頃に県教育委員会に報告しているが、それまでに考えを
まとめていきたいと思う。

石川卓委員

これは来年度に向けてということか。

東教育長

お見込みのとおりである。

東教育長

他に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。

森実教育総務課長

繰り返しにはなるが、11月６日に西条市にてＩＣＴに係る研究大会、11月
11日から13日に教育委員視察研修を予定しているのでよろしくお願いする。
次回定例会の招集を願う発言。

東教育長

次回、教育委員会第11回定例会を令和元年11月22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。

東教育長

閉会
午後２時00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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