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12回定例会会議録
日

時

令和元年12月24日（火） 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 、
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11回定例会の承認
日程第２ 令和元年第12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
公の施設の指定管理者の指定について
日程第４ 議事
議案第43号 四国中央市全国学力・学習状況調査平均正答率公表検討委
員会要綱について
日程第５ その他
第４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12月補正予算について
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12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
「光陰矢の如し」と言うが、今年４月１日に新元号「令和」が発表され、
５月１日から令和元年になって８か月、早いものでその令和元年もあと１週
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間となった。そのような年末の大変お忙しい中、第12回定例会にご出席いた
だき、お礼申し上げる。
インフルエンザの流行が心配される時期となったが、今月17日から３日
間、土居小学校の２年生が出席停止の措置を行った。その後、大事には至ら
なかったようだが、本日四国中央市全体で罹患している児童生徒は34名で、
川之江小学校が増加傾向にある。これから学校が休みに入り状況把握が難し
くなるが、大きな流行にならないことを願う。
さて、本日は今年最後の定例会ということで、今年１年を振り返る挨拶と
して「今年の漢字」を引用させていただく。ご存知のとおり、令和の「令」
の文字が「今年の漢字」として選ばれたが、新しい元号の「令」和に明るい
時代を願う国民の思いが集約された１年だったと思う。また、「令」の文字
に係る出来事を思い起こすと、法「令」改正による消費増税や芸能界で起き
た闇営業、薬物使用などの問題で法「令」順守が重視されたり、全国各地で
自然災害による警報や避難勧告の発「令」が相次いだりしたこと等が巡って
くる。また、今年の流行語大賞「ワンチーム」を象徴する、日本中を熱狂の
渦に巻き込んだラグビー日本代表の活躍という話題もあった。皆さんにとっ
てはどんな１年だっただろうか。様々な出来事があり、人の思いも百人百様
だと思うが、令和の時代、次世代を生きる子どもたちにとって、平和で明る
い世の中であってほしいと願ったのは誰もが同じであったと思う。
私も、重責を拝命して６か月が経った。四国中央市の教育に関してありが
たいニュースもたくさんあり、様々な場面で生き生きと活動する子どもたち
の姿に力をもらい、各課の職員の取り組みに感謝してきた。それと同時に考
えなければならない課題もたくさんあり、しっかりやっていかなければなら
ないと強く思う。また、石川卓委員、星川光代委員から新しい力をいただく
ようになったことも、教育委員会として心強い１年となった。教育委員、事
務局の皆さまと知恵と力と心を共にし、前進していきたいと思うので、よろ
しくお願いする。この１年、大変お世話になりましたことを心よりお礼申し
上げる。
さて、教育委員の皆さまには、来月、四国中央市成人式へのご出席や総合
教育会議に向けての勉強会等お願いすることになる。また、時間が許すよう
であれば、新春競書大会や学校保健研究大会、コミュニティスクール研修会
等も予定しており、大変お世話になることが多くあるが、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11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11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11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

承認の旨確認し、令和元年第11回定例会会議録の原案を承認する旨宣す
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る。既に指名の教育委員には、それぞれ後ほど会議録に署名を願う。

東教育長

東教育長

会議録署名委員の指名
令和元年第12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
先般、四国中央市議会の議長に石津千代子議員、副議長に山川和孝議員、
教育厚生委員会については委員長に石川秀光議員、副委員長に吉原敦議員が
就任した。12月議会では、教育委員会について特筆すべき内容はなかった
が、２学期から東部学校給食センターや中学校のエアコンの供用が開始され
ているが、年度末から来年度にかけて金生公民館の完成、小学校のエアコン
整備完了、ブロック塀の改修工事、歴史考古博物館の供用開始に向けた準
備、また、2020東京オリンピック・パラリンピックに関わる事業の推進、令
和３年度に開校する特別支援学校分校に関わる県との調整と準備、ICT 環境
の整備、北地区交流センター（仮称）の具体的な計画の推進、学校教育にお
ける今年度の仕上げ・評価と来年度の計画・体制づくり等、どの課において
も大きな事業が目白押しで、ハード面・ソフト面等、気の抜けない状況にあ
るが、事務局においては鋭意よく努めていただいている。

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。
12/2 令和元年第１回市議会臨時会が行われた。教育長の報告にもあった
ように新たに議長、副議長が選任された。
12/3～20 令和元年第４回市議会定例会が開催された。
12/10～12 令和元年第４回市議会定例会の一般質問が行われた。
12/13 令和元年第４回市議会常任委員会（教育厚生委員会）が行われ
た。
12/27 仕事納め式を予定している。
1/6 仕事始め式を予定している。
1/28 総合教育会議を予定している。スケジュール等については後ほど報
告させていただく。

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。
10月頃からの各地区での文化祭は12月8日、全て無事終了している。
12/10 人権・同和教育推進者養成講座修了者会が開催され、68名の参加
を得ている。
12/20 人権教育協議会役員会が行われた。今年度の取り組みや、今後の
課題について協議を行った。また、12月議会の中で人権条例が改正された
が、この人権条例を周知・啓発していく必要があるとの意見があった。
1/5 四国中央市成人式が開催される。詳細は後ほど説明させていただく
が、今年度の新成人は899名となっている。
1/10 人権教育講演会を予定している。大阪企業人権協議会の芝本先生を
お招きし、講演していただく。
1/14 北地区交流センター（仮称）建設委員会を予定している。
1/15 新規採用・転入教職員等人権・同和教育研修会の第４回目を予定し
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ている。研修を受けてのこれまでの取り組みについてのレポートの提出とそ
れについての意見交換を行う予定である。
金生公民館については予定どおり工事が進んでおり、１月末に完成、４月
に供用開始予定である。
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。
12/6～8 四国中央市文化協会文化祭（後期）が開催され、1909名が来場
した。
1/19 第９回新春競書大会を予定している。
1/25 第119回四国中央ふれあい大学講座「夏井いつき句会ライブ」を予
定している。
12/1 第16回四国中央市駅伝競走大会が開催され、103チーム791名の参加
を得ている。
12/15 第15回四国中央市綱引大会が開催され、35チーム376名の参加を得
ている。
12/17 2020東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーランナー・
ルートが発表され、スタートは愛媛県紙産業技術センター、ゴールはしこち
ゅ～ホールを予定している。また、ランナーは、吉岡桃子さん（17歳）、高
橋健太さん（27歳）となった。
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。
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。
11月中旬から各小学校で音楽会があり、11月末に市内小学校親善音楽会が
開催された。
12月上旬、各小学校でマラソン大会、中学校では合唱コンクールが開催さ
れた。
12/4 松柏小学校で道徳教育推進校中間発表会が開催された。
12/5 市教育支援委員会が開催され、来年度の特別支援学校、支援学級の
進路について、ほぼ最終的な意見が決定している。
12/10 県学力診断調査（小５、中２）・市学力診断調査（小３・４、中
１）が行われた。
12/25 各小中学校で終業式を予定している。
現在、各小中学校で個人懇談が行われているが、小学校の個人懇談では令
和３年４月開校予定の新居浜特別支援学校分校への希望調査を行っている。
1/8 各小中学校で始業式を予定している。
1/9～10 来年度の人事異動に係る校長面接を予定している。
1/14 令和３年度新居浜特別支援学校四国中央分校（仮称）に関する保護
者説明会を予定している。
1/15 コミュニティスクール研修会を予定している。
1/16 学校保健研究大会を予定している。
1/20 四国中央市防災教育推進連絡協議会を予定している。
1/22 小中授業実践交流会を予定している。
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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石川卓委員
品川学校教育課長

東教育長

東教育長

品川学校教育課長

12/10の学力調査の教科は何かお聞きしたい。
市学力診断調査の小３・４については国語・算数、県学力診断調査の小５
については国語・算数・社会・理科、市学力診断調査の中１、県学力診断調
査の中２については国語・数学・社会・理科・英語となっている。
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。
議事
議案第43号｢四国中央市全国学力・学習状況調査平均正答率公表検討委員
会要綱ついて｣を上程し、議案の説明を求める。
議案第43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、全国学力・学習状況調査に係る各教科の平均正答率の
数値の公表について検討するため、本要綱を制定するものである。

東教育長

只今の議案第43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43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43号｢四国中央市全国学力・学習状況調査平均
正答率公表検討委員会要綱ついて｣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
「第４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

「第４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。今回、教育委員会関係については７名の市議会議員より質問を受け
ている。

東教育長

意見質問等ないか問う。
意見質問等ない旨確認し、続いて「令和元年度一般会計12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

「令和元年度一般会計12月補正予算について」資料に基づき説明する。

東教育長

只今の説明に意見質問等ないか問う。

石川卓委員

石川教育管理部長

全体的に光熱水費の補正予算が多く見られるが、空調設備の設置による増
額が見込まれていても、当初予算では計上しないのか。
市の財政状況が厳しいため、当初予算では前年並みの予算を計上し、増額
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が見込まれる分を補正予算で計上している。
東教育管理部長

只今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、他に報告事項等がないか問う。

窪田生涯学習課長

令和元年度成人式について資料に基づき説明する。

東教育長

只今の説明に意見質問等ないか問う。

篠原祥子委員

今回から１箇所での開催ということで、どうなるのか不安もあるが、今後
は新成人や高校生が中心となって成人式を変えていこうという計画はあるの
か。

窪田生涯学習課長

どのようになるのか読めない状況であるが、今回の成人式の状況を見て考
えていきたい。また、昨年度までは教育委員会全体の職員で行っていたが、
今回は１箇所開催のため生涯学習課職員のみで行うこととなる。

篠原祥子委員

１箇所開催にあたり、美容院等から意見はあったのか。

窪田生涯学習課長

現在のところ、意見は聞いていない。

東教育長

只今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、他に報告事項等がないか問う。

森実教育総務課長

総合教育会議について資料に基づき説明する。

東教育長

只今の説明に意見質問等ないか問う。
特にない旨確認し、その他案件として報告事項等ないか問う。

品川学校教育課長

小中学校における視力・体力の低下について資料に基づき説明する。

東教育長

只今の説明に意見質問等ないか問う。
特にない旨確認し、その他案件として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

次回、教育委員会第１回定例会を令和２年１月31日（金曜日）午後4時00
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３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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