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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２年第５回定例会会議録の承認
日程第２ 令和２年第６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31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32号 四国中央市学校給食費滞納審査会委員の委嘱について
議案第33号 四国中央市子ども読書活動推進計画策定委員会委員の委嘱
について
日程第５ その他
令和２年第２回市議会定例会一般質問要旨及び答弁について
令和２年度一般会計６月補正予算について
令和２年度教育要覧について
新型コロナウイルス感染症対策寄付について
金生公民館について
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２年第６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。
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東教育長

事務局

東教育長

教育長挨拶
本日は、新築された金生公民館での教育委員会定例会の開催である。新型
コロナウイルス感染症の影響等で開所式典も縮小して行われたので、中に入
られるのが初めての方もおられるかと思う。この快適な公民館が、これから
益々、人づくり・地域づくりの拠点施設として発展する様子が目に浮かぶよ
うである。
先般の第２回市議会定例会において、石川卓委員の再任について議会の同
意をいただいた。引き続き石川卓委員には、教育委員としてお力を貸してい
ただくことが多々あろうかと思うがよろしくお願いする。また、先に教育委
員の皆様にもご案内をしているとおり、明日６月30日に辞令交付式が行われ
るのでご出席くださるようお願いする。
新型コロナウイルス感染症についてだが、ご存知のように愛媛県内では感
染拡大が見られないことから、６月19日に県独自の３段階レベルで最も低い
「感染縮小期」に移行した。教育活動も段階を踏みながら徐々に通常の活動
に戻りつつある。国においても、都道府県境をまたぐ移動について全面的に
解除されたり様々な活動も再開されたりしており、一見コロナの感染は終息
したように見える光景が報道されている。しかし、感染防止策の徹底や感染
回避行動と社会経済活動のバランスを図りながらのウイズコロナの新しい生
活様式が進められている一方、首都圏での感染者の増加や全国では児童・生
徒に感染者が出たりしている状況に不安を感じざるを得ない。緩みというも
のが、学校の中で蔓延しないようにと強く思うところである。２学期に入る
と様々な学校行事があるが、その行事にはそれぞれに大事な教育的意味もあ
るので、いかに実施していくかを各学校と意識共有しながら検討を重ねたい
と思う。
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２年第５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２年第５回定例会会議録案の概要を説明する。

東教育長

令和２年第５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２年第５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６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
今年度の学校訪問は、感染症対応のために全ての学校を訪問いただくこと
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ができなかったのでここで少し触れさせていただく。
昨年度の訪問から変わったのは、まず、小・中学校に完備されたエアコン
である。特に今年のマスクをつけての授業等にも対応できる環境に大変感謝
している。
次に、ＩＣＴ機器を活用した授業が多くなっていることである。これまで
定例会においても担当者より「ＧＩＧＡスクール構想」の説明があったが、
当市においても今年度末を目標に全小・中学校の高速通信ネットワークやＷ
ｉ-Ｆｉ環境の整備、１人１台端末、大型提示装置、休校措置等の非常時の
際に学校と家庭の双方向での情報交換や家庭学習に必要な通信機器と学校側
でオンライン授業に必要なマイク・カメラ等の配備など、担当者は相当な労
力を駆使して事業を進めているところである。学校訪問の際に公開された授
業の中には、小学校でマッピング機能を使ってグループでまとめたものを大
型ディスプレイに表示したり、タブレットを使って学習クイズを行ったりし
ている授業など、色々な場面があったが、学校や教職員によってＩＣＴ機器
の活用については、大きな格差があると思われる。国の方針に基づき、ま
た、社会の変化に対応し、これからの時代を生き抜くために必要な資質・能
力を備えた子どもたちを育むために市として莫大な予算の中でハード面が整
備される中、学校においては、それに合った効果的な活用を進めることが求
められる。教職員の意識の向上と研修の充実を図らなければならないと強く
感じている。
もう一点、小学校においては、今年度から教科としての外国語の授業が始
まった。昨年までは外国語活動だったので、英語に親しむチャンツやゲーム
などの活動を見ることが多かったが、今年度においては例えば、６年生が授
業の終末には「Ｗｅｌｌ ｃｏｍｅ ｔｏ Ｊａｐａｎ」 を使って４から５の
センテンスを用いて英語で日本の紹介をしている学校が何校かあった。全員
の児童が躊躇せずに英語で発表している様子を見ながら、今年度からの小学
校の学習指導要領改訂を感じるとともに、中学校とのさらなる連携の必要性
を感じた。特に中学校の英語教育については課題もあるので、コロナが落ち
着いた中でさらに取り組まなければならない状況にある。
また、若い先生が年々増えているが、当市には他市や他県から来てくれて
いる先生も多くいる。元気で彼らの若さやそれぞれのよさを生かして頑張っ
てほしいと思うとともに、メンタル面への配慮も必要であることを学校にお
願いしているところである。
教育委員の皆様には、引き続き来週まで学校訪問をお願いする。教育委員
の皆様からいただいた多方面からのご意見を基に、これからの学校経営や児
童・生徒の指導、授業の改善などの教育活動の充実に努めていきたいと思
う。
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。
6/9より令和２年第２回市議会定例会が開催されており、16日から18日に
かけ一般質問、19日に教育厚生委員会が行われ、26日が市議会最終日であっ
た。
6/29 本日、教育委員会定例会である。
続いて、学校給食に関して報告する。
新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休校や分散登校の実施、また、
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午前中のみの授業や簡易給食の提供に伴う副食の持参等の変則的な学校運営
により保護者の皆様には大変ご負担をおかけした。その点を考慮し、負担軽減措
置として５月及び６月分の給食費を無償化とするため、６月補正予算にて計上して
いる。
吉岡生涯学習課長
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。
6/5 ３月末より延期となっていた金生公民館の開館式を行っている。新
型コロナウイルス感染症予防の観点から、市や地元関係者を含め25名の少人
数での開催であった。
公民館、交流センターについては、４月17日から閉館となっていたが５月
25日より条件付きで開館している。６月19日からは、「感染縮小期」に移行
したことに伴い条件の緩和を行っている。
6/10 新規採用転入教職員等人権・同和教育研修会（第１回）を開催して
いる。
田邉文化・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。
これまで延期されていた四国中央市歴史考古博物館の開館が、７月10日と
なった。それに伴い７月９日に開館記念式典及び内覧会を開催する。参加予
定者は20名で、新型コロナウイルス感染症予防の観点から少人数としてい
る。
スポーツ振興については、市民プールの開館を７月21日からの予定で準備
を進めているところである。
各図書館については、５月25日以降、新型コロナウイルス感染症予防策を
講じながら開館を続けているところである。そのような中、「おはなし会」
等は中止としていたが、７月より徐々に開催していくこととしている。
渡邉学校教育課長

学校教育に関し、資料に基づき事務報告する。
これまで新型コロナウイルス感染症対応で会合等ができない状況にあった
が、６月19日の「感染縮小期」に移行したことを受け、学校においても６月
22日より段階的に教育活動を広げているところである。
6/23 人権・同和教育主任を対象にシトラスリボン作りの講習会を実施し
ている。市内全ての学校で、新型コロナウイルス感染症による差別解消の取
り組みとして実施していく予定である。
6/23 学校訪問を再開させていただいている。残り７校であるが、よろし
くお願いする。
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。
各地区の補導委員会がスタートしている。本日、四国中央市の子どもを育
てる市民会議が開催される。
その他、夏季休業の短縮について報告する。20日間の臨時休業における授
業日数の不足を補充するため、夏休み期間の平日を12日間短縮して学びの機
会を確実に保障することとしている。
市の中学校総体については、７月20日から30日にかけ市内体育施設にて全
12種目を感染防止に万全を期して実施することとしている。
なお、感染防止のためプールでの学習及び夏休みのプール開放は中止とさ
せていただいている。
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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。
中学校へのスマートフォンや携帯電話の持ち込みについて、文科省は限定
的に持ち込みを認める素案をまとめている。当市においてはどのように対応
されるのか。

渡邉学校教育課長

生徒指導部会や校長会にて検討していきたいと考えている。

篠原祥子委員

持ち込み可という方向で検討を考えているのか。

渡邉学校教育課長

東教育長

東教育長

田邉文化・スポー
ツ振興課長

そもそも帰宅時間が遅くなる等の生徒の安全面を配慮してとのことであ
る。故に、そのような安全確保の状況が市内にあるかどうかを確認した後に
検討させていただく。
他に意見質問等ないか問い、特にない旨確認し議事に移る。
議事
議案第31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。
議案第31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31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32号｢四国中央市学校給食費滞納審査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費滞納審査会委員の任期満了に伴
い、四国中央市学校給食費滞納審査会要綱第３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費滞納審査会委員の
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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｢四国中央市子ども読書活動推進計画策定委員会委員
の委嘱｣を上程し、議案の説明を求める。
田邉文化・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、四国中央市子ども読書活動推進計画の第３期計画を策
定するため、四国中央市子ども読書活動推進計画策定委員会要綱第３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

東教育長

異議ない旨確認し、議案第33号｢四国中央市子ども読書活動推進計画策定
委員会委員の委嘱｣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
「令和２年第２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
「令和２年第２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
古川教育指導部長 基づき説明する。今回、教育委員会関係については、５名の市議会議員より
質問を受けている。
東教育長

只今の説明に意見質問等ないか問う。

石川卓委員

学校訪問をさせていただいた中で、手指消毒液が教室の入り口や玄関に置
かれている学校や玄関のみの学校もあった。これは学校独自で置く場所を決
めているのか。

渡邉学校教育課長

マニュアルを作成し各学校同様に扱っていただいているが、学校訪問のタ
イミングが「感染縮小期」への移行の前後となり、その違いによるものであ
る。

東教育長

その他に意見質問等ないか問う。特にない旨確認し、続いて「令和２年度
一般会計６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
東教育長

森実教育総務課長

「令和２年度一般会計６月補正予算について」を資料に基づき説明する。
只今の説明に意見質問等ないか問う。特にない旨確認し、続いて「令和２
年度教育要覧について」事務局の説明を求める。
「令和２年度教育要覧について」を資料に基づき説明する。
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東教育長

只今の説明に意見質問等ないか問い、特にない旨確認する。
ご一読いただき後ほどご意見等あればよろしくお願いする。
続いて「新型コロナウイルス感染症対策寄付について」事務局の説明を求
める。

古川教育指導部長

「新型コロナウイルス感染症対策寄付について」をこれまで教育委員会に
寄付された物品の一覧表に基づき説明する。

東教育長
篠原理委員

只今の説明に意見質問等ないか問う。
学校訪問の際、校長先生より企業を含め様々な方からの寄付に大変感謝し
ているとのお言葉があった。企業の運営が厳しい中でも、学校に関心を持た
れ子どもたちを大切に考えていただいていることに深く感謝したいと思う。

東教育長

他に意見質問等ないか問い、特にない旨確認する。
続いて「金生公民館について」事務局の説明を求める。

吉岡生涯学習課長
補佐
東教育長

「金生公民館について」を資料に基づき説明する。
只今の説明に意見質問等ないか問い、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するが、その他に報告事項等ないか
問う。
先ほど篠原祥子委員より質問のあった中学校へのスマートフォンの持ち込
みについて、教育委員の皆様の考えも伺いたい。

篠原祥子委員

今の世の中の状況を考え、防犯上スマートフォン等を持ち込むのはよいと
思うが、まずはルールをしっかりと決めておく必要がある。高校ではスマー
トフォンの持ち込みについて許可されているが、ルールを守らない生徒はほ
とんどいないとのことであった。故に、ルールをしっかり決めていれば持ち
込むことに関して問題ないと思う。

篠原理委員

近隣の市町の状況を見ながら判断しても遅くはないと思う。携帯端末を学
校に持ち込むとなるとかなりの制約が課せられることが考えられ、煩わしさ
の方が多いと思う。故に、もう少し時機を見計らっての方がよいと思う。

石川卓委員

持ち込みを許可した場合のルールについては、できるだけ生徒が主体とな
って決め、先生や保護者を納得させるような取り決めができるようであれば
意義があると思う。

星川光代委員

子どもが夜遅く１人で学校から帰宅することを考えると保護者としては不
安である。無論、それぞれの家庭状況にもよると思うので、そのあたりを
色々と考慮して進めていけばよいと思う。

東教育長
篠原祥子委員

他に意見質問等ないか問う。
今は、中学校での携帯端末の持ち込みは禁止となっているが、それは守ら
れているのか。

7

四国中央市教育委員会会議録
渡邉学校教育課長

守られている状況だと認識している。ただし、遠方から通学したり身体的
に色々な条件がある生徒もいたりするので、それらの生徒たちに関しては、
持ち込んだ携帯端末を預かっているケースもある。一般的に持ち込み可とな
れば、ルールづくりは必要であり慎重に進めたいと思う。

東教育長

この件に関する意見質問等ないことを確認し、他に報告事項等ないか問
う。

篠原祥子委員

四国中央市歴史考古博物館の開館が近づいているので案内看板の改善もお
願いする。

田邉文化・スポー
ツ振興課長
東教育長
星川光代委員

開館記念式典に間に合うように進めているところである。
他に報告事項等ないか問う。
現在、学校で使用されている学習用のタブレットパソコンには保険等を掛
けられているのか。

森実教育総務課長

現状、メーカー保証の１年間のみである。

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７回定例会を令和２年７月22日（水曜日）午前10時00
分から、四国中央市庁４階401会議室に招集する。
その他に報告等ないか問い、報告意見等ない旨確認する。
閉会
午後２時44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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