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令和２年四国中央市教育委員会第１回定例会会議録
日

時

令和２年１月31日（金） 午後4時00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12回定例会の承認
日程第２ 令和２年第１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２号 四国中央市公民館運営審議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

東教育長

開会
午後4時00分 定刻になったので、令和２年第１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、成人式をはじめ、新春競書大会、コミュニ
ティスクール研修会、学校保健研究大会、授業実践交流会等で大変お世話に
なった。特に、先日行われた総合教育会議では、２回の勉強会の後、当日に
臨んでいただき、貴重なご意見をいただきお礼申し上げる。テーマであった
「不登校問題への対応」及び「地方スポーツ推進計画の策定にむけて」につ
いては、今後も随時報告させていただき、また、皆様からもご意見をいただ
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きながら鋭意取り組んでいきたい。
今週、市内１小学校でインフルエンザによる学級閉鎖となっていたが、本
日、市内のインフルエンザによる欠席者は68名で、急増という状況にはない
が、これから大きな流行に拡大しないよう願う。それにも増して、新型コロ
ナウイルスについて世界保健機関から国際的な緊急事態と宣言されたが、今
後の拡大が懸念される。私事だが、東京に住む子どもはマスクが全く手に入
らない状態で、ネット通販などの価格も高騰しているとのことだった。夏に
はオリンピックも控えている。早く終息に向かうことを願うばかりである。
本日は、諸般の報告とその他として令和元年度成人式の概要、GIGA スクール
構想についての報告などを予定しているので、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12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12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12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12回定例会会議録の原案を承認する旨宣す
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。
会議録署名委員の指名
令和２年第１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
嬉しい報告であるが、今年度の「文部科学大臣表彰」を川之江小学校鈴木
宰紀教諭と三島南中学校合田義教教諭が受賞した。日頃からの熱意ある教育
活動が認められたものであり、心よりお祝いを申し上げる。
市議会議員から要望書が提出された「学力調査の平均正答率数値公表」に
ついて、保護者や教員の意見の取りまとめに加え、先日、第１回目の検討委
員会を開催した。今後においてもご意見をいただき、資料とさせていただく
予定である。
その全国学力テストについて、本日の愛媛新聞によると、文部科学省は
2023年度をめどに、従来の紙に記載する方式から、出題も解答もパソコンで
行う方式へ全面移行する方針を固めた。政府は2023年度までに、小中学校全
ての児童生徒に１人１台のパソコンを配備するとしているが、これらを活用
し、文部科学省は、パソコンの整備が進まない場合は学力テストに参加でき
なくなる可能性もあるとして、各自治体の積極的な導入を求めるとしてい
る。また、その内容に加えて、学力テストを巡って、近年、自治体や学校間
の競争の過熱化が問題視されていることも記載されていた。例えば、高知県
の土佐町議会では、「子供たちはテスト漬けの状態。教員も分析と対応に追
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われている」としてテストの在り方に対する意見書を採択したことや、福井
県議会は「学力日本一を維持することが、教育現場に無言のプレッシャーを
与え、教員と生徒のストレスの要因となっている。」として県の教育行政の
在り方を見直すよう求める意見書を採択した。解説には、福井県に限らず、
学校現場では点数を上げるため、テスト前に過去問を何度も練習させるよう
な取り組みが広がっており、本来の授業時間を圧迫しているケースもある。
文科省も過度な競争に警鐘を鳴らしながらも、都道府県別の平均点を公表
し、事実上あおっている実態がある。得点をめぐる自治体や学校間の競争は
過熱しており、実施方式の大きな変更に当たっては、学力テストがもたらす
ひずみを直視し、改善策を合わせて示していくことが求められるとあった。
今後、新たな対応策が打ち出されるかどうか注目されるが、当市の学力テス
ト平均正答率公表に係る考え方がどうであるかを考える記事でもあり、ここ
で紹介をさせていただいた。
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。
1/6 仕事始め式が行われた。
1/8 教育委員会臨時会が開催された。
1/21 総合教育会議に向けての教育委員勉強会が行われた。
1/28 総合教育会議が開催された。
1/31 本日、教育委員会定例会である。

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。
1/5 令和元年度成人式を実施した。対象者899名に対し629名が出席し、
69.6％の参加率であった。大きな混乱もなく天候に恵まれ、実施することが
できた。詳細については後ほど報告させていただく。
1/10 人権教育講演会を実施し、大阪企業人権協議会の芝本事務局長をお
招きし、同和問題とパワハラ問題について講演をしていただいた。400名を
超える参加があり、パワハラ問題がテーマということもあり、企業関係の参
加も多くあった。
1/14 北地区交流センター（仮称）建設委員会の第３回目を実施した。
1/15 新規採用・転入教職員等人権・同和教育研修会の第４回目を実施
し、103名が参加している。研修を受けてのレポートの提出と班別協議を行
った。
2/17 金生公民館引き渡しを予定している。建築関係については本日で全
て完了している。今後はネットワーク工事や備品の搬入等を行い、4/1オー
プンに向けて準備を進めていく。また、３月末には記念式典を予定してい
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。
1/19 第９回新春競書大会が開催され、282名の参加を得ている。
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」を開
催し、740名の参加を得ている。
2/15～22 第68回県展四国中央市移動展をしこちゅ～ホールで予定してい
る。
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2/16 第120回四国中央ふれあい大学講座「ねば～る君ののびーる教室＆
サイエンスマジックショー」を予定している。現在、チケットの売れ行きは
好調である。
1/12 第33回新春やまじっこマラソン大会を実施し、1008名の参加を得て
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

東教育長
篠原祥子委員

東教育長

学校教育に関し、資料に基づき事務報告する。
まず、報告であるが、先程、教育長より文部科学大臣表彰について報告が
あったが、学校表彰で愛媛県から２校が表彰された。健康教育優良校として
金生第二小学校、交通安全教育優秀校として松柏小学校が表彰された。
1/6 校長会を実施している。
1/8 市内小中学校において始業式が行われた。冬休み中の事故もなく３
学期を迎えることができた。
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
者説明会を実施した。新居浜特別支援学校に通う子どもの保護者、特別支援
学校に就学するのが適当と認められた市内の小学校に通う子どもの保護者を
対象に愛媛県発達支援課より説明があった。また、新年度にも説明会を行う
予定である。
1/15 コミュニティスクール研修会を実施した。
1/16 学校保健研究大会が開催された。
1/20 四国中央市防災教育推進連絡協議会を実施した。
1/22 小中授業実践交流会を実施した。
1/22 SIFA 中学生海外派遣事業 研究成果報告会を実施した。
1/29 教務・研修・学力向上推進主任研修会を実施した。
1/30 特別支援教育コーディネーター研修会を実施した。
2/15 小規模特認校制度入学者説明会を予定している。
只今の各報告について、意見質問等がないか問う。
先日、暁雨館で開催されている白木豊展に行かせていただいた。資料が豊
富であり、白木さんの人生がわかる素晴らしい回顧展であった。白木さんは
土居中学校や三島高校の校歌を作詞されているが、広島で原爆の体験をされ
ており、平和への思いが込められた校歌である。どの学校においても、校歌
を作詞・作曲した人の思いが児童・生徒に分かると、校歌の重みも分かって
くると思う。
他に意見質問等がないか問う。

篠原理委員

小中学校でエアコンの供用が始まっているが、使用については各学校に任
せているのか、マニュアル等があるのか。

森実教育総務課長

エアコンの設定温度、ピーク電力等に留意し、電気代削減に努めてもらう
ため、教育総務課で指針を定め、それに従って使用をしてもらうようにして
いる。
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星川光代委員
森実教育総務課長

東教育長

東教育長

窪田生涯学習課長

冬は、ストーブを使用しないのか。
中学校についてはエアコンを使用しているが、小学校については原則スト
ーブを使用し、補完的にエアコンを使用している。
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２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。
議案第２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。

東教育長

只今の議案第２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２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２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。
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
その他案件として報告事項等ないか問う。

窪田生涯学習課長

令和元年度成人式の概要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

ビデオメッセージについて、当時の担任の先生からのビデオメッセージが
ない学校があったということだが、生涯学習課から校長等を通じて依頼等を
しているのか。

窪田生涯学習課長

生涯学習課から各学校長宛に依頼文書を送付し、当時の担任の先生に連絡
を取っていただいている。その中で、承諾の返事をいただいた先生に生涯学
習課から連絡をするという形を取っている。退職されている先生や、四国中
央市内に居ない等の理由もあり、協力いただける先生にのみお願いしてい
る。

石川卓委員

ビデオメッセージをお願いする先生は中学校３年生の時の担任の先生か。

窪田生涯学習課長

お見込みのとおりである。今回の件を受けて、中学校１・２年生の時の担
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任の先生や教頭先生にお願いするなど検討していきたい。
篠原祥子委員

成人式の来賓紹介の際の間延びについて、検討していただきたい。

窪田生涯学習課長

来賓紹介については再度検討したいと思う。

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

GIGA スクール構想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。

品川学校教育課長

テストをパソコンで実施する際に、操作ができないと答えがわかっていて
も答えることができないということも出てくると思う。そうなると、教員の
指導が重要となってくるため、研修も必要になると思う。その一方で、授業
はより楽しく、便利になっていくと思う。

星川光代委員

選択問題ではなく、記述問題になってくると、キーボードの操作もできな
いといけないと思うが、小学生のうちからキーボードの操作はしているの
か。

品川学校教育課長

小学校でキーボードの操作も行っているが、児童によって差があるのが現
状である。

石川卓委員

パソコンで授業等をするとなると、答えを導き出すまでの過程がわかりに
くいのではないか。

品川学校教育課長

クロームブック等を使い、班別で授業をする場合は、誰がどの考えかとい
うことを残す機能もある。また、ノートに書いたものを写真に撮り、クラス
で共有するということもできる。

東教育長

その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２回定例会を令和２年２月21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４時57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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