四国中央市教育委員会会議録
平成29年四国中央市教育委員会第１回定例会会議録
日

時

平成29年１月25日（水） 午後１時30分〜

場

所

四国中央市本庁５階第１委員会室

委員定数

５名

出席委員

教育長 伊藤 茂 、委員
委員 鈴木 千明 、委員

欠席委員

なし

会議に出席した
公務員の職氏名

管理部長 石川 寿一 、 指導部長 眞鍋 葵 、
教育総務課長 田辺 敏文 、学校教育課長 原田
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教育総務課 戸田 浩史

傍聴人
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日

日程第１ 開会宣言
日程第２ 教育長挨拶
日程第３ 平成28年第12回定例会会議録の承認
日程第４ 平成29年第１回定例会会議録署名人の指名
日程第５ 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６ その他
日程第７ 閉会宣言

程

篠原 祥子 、委員 近藤達之介 、
東 誠

尋 、
路彦 、
星川 直子 、

会議の概要
開会
宮崎補佐（教総）
午後１時30分 定刻になったので、平成29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

教育長挨拶
１月は成人式、新宮小中学校の落成式、新春競書大会、学校保健研究大会
等、色々な行事が目白押しであった。教育委員各位におかれては、寒い中で
あったが、ご出席いただき感謝申し上げる。また、市の行事関係では、川之
江地域交流センター新築工事安全祈願祭、新庁舎安全祈願祭が行われた。
ご存じのとおり、他市にて小学校の女性講師が酒気帯び運転の疑いで警察
に検挙されたとの報道があった。この件を受け、県下では臨時の校長会が開
かれ、綱紀粛正についての話が行われた。この時期は、飲酒の機会も多いと
思うが、普段から自分を律する必要があると改めて感じた。
今治市波止浜小学校でアクティブ・ラーニングの実証研究を行っていると
今朝のニュースで報じられていた。児童がタブレット端末で記録した記述内
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容や発言を分析し、効果を検証するようだ。本市においても電子黒板を配置
し検証を行っているところであるが、増設にあたり活用方法等を含め今後さ
らに詰めて行く必要があると考えている。
宮崎補佐（教総）

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。平成28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。

宮崎補佐（教総）

平成28年第12回定例会会議録案の概要を説明する。

教育長

平成28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。

教育長

教育長

教育長

承認の旨確認し、平成28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
平成29年第１回定例会会議録署名人に、篠原祥子委員、東誠委員を指名す
る。
報告事項
諸般の報告については特別に私から申し上げることはなく、各課から報告
の後ご審議いただきたい。
各課から事務報告を求める。

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。
1/12 新宮小中学校落成式が行われた。教育委員各位には、ご出席いただ
きお礼申し上げる。
1/24 教育厚生委員会管内視察・意見交換会が行われ、教育委員会関連で
は中曽根公民館、妻鳥小学校の二か所が視察された。
続いて、学校給食に関し、資料に基づき事務報告する。
2/2 保健センターにて学校給食会理事会の開催を予定している。

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。
1/10 少し長めの冬休みを終え、公立幼稚園、小・中学校で無事に３学期
の始業式を迎えている。
1/20 第13回四国中央市学校保健研究大会が開催された。子どもたちの主
体的なメディアとの付き合い方というテーマで発表や講演が行われ、非常に
有意義な内容であった。
1/23 台風18号により延期になっていた四国中央市いじめ防止対策委員会
が開催された。１学期に挙がってきたいじめの認知例について、対応を含め
さらに改善できる点等ないか色々な視点からお話しいただいた。弁護士、ス
クールカウンセラー、校長や警察ＯＢなどそれぞれの専門的な立場からの意

2

四国中央市教育委員会会議録
義深いお話であった。
2/3 各中学校にて少年式を予定している。教育委員各位におかれては、
ご出席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。
各地区での青少年健全育成会議、補導委員会が資料のとおり開催及び開催
予定である。
生涯学習課長

生涯学習課所管の社会教育・社会体育・人権教育に関し、資料に基づき事
務報告する。
社会教育関係では、1/8に成人式が市内３会場にて開催された。教育委員
各位におかれては、ご出席いただきお礼申し上げる。３会場での出席者数
は、対象者937名に対し668名（出席率71.3％）であった。前年度出席率が
77.3％であり、出席率が下がっているが、当日の悪天候の影響と思われる。
1/9 親子ふれあい凧揚げ大会が、伊予三島運動公園にて開催され、約300
名の親子に参加いただいた。
社会体育関係では、1/8に第30回新春やまじっこマラソン大会が、土居ふ
るさと広場周辺にて開催され、県内外から1462名のランナーが参加してい
る。
人権教育関係では、1/23に人権教育講演会が福祉会館４階ホールにて開催
され、約400名の方に参加いただいた。

文化振興課長

文化振興課所管の文化振興・図書館に関し、資料に基づき事務報告する。
1/15 第６回新春競書大会が281名の参加を得て開催された。
1/29 土居文化会館にて NHK 交響楽団メンバーによる金管五重奏団が予定
されている。なお、チケットについては完売している。
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、暁雨館大学として「女性史から見た近世代の宇摩」と題して
近藤学芸員に講演いただいている。

教育長

只今の各報告について、意見質問等がないか問う。

近藤委員

四国中央市いじめ防止対策委員会が開催されたが、いじめの認知に関して
何かガイドラインのようなもので決められているのか。

学校教育課長

学校から挙がって来たもの全てについて事実確認し、いじめの認知を行っ
ている。いじめの認知については、広く認める方向で本人が心身の苦痛を感
じている場合はいじめとして認知している。

近藤委員

学校側でいじめと認知されたもの全ては、教育委員会に挙がって来るの
か。

学校教育課長

お見込みのとおりである。

近藤委員

いじめ事象発生後、そのいじめが解消されたと判断する基準はあるのか。

学校教育課長

基準が定められているわけではなく、その判断は非常に難しいが、子ども
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同士が話し合い納得した時点で解消したと判断する。但し、解消されたと見
える場合でも、続いているかもしれないし、別の形で現れるかもしれないと
の認識をもって対応いただくよう学校側にお願いしている。
教育長

いじめ防止対策推進法に基づき本市でもいじめ防止対策基本方針、いじめ
防止対策委員会及びいじめ問題再調査委員会条例を定めている。いじめ防止
推進法が定められた後も、ご承知のとおり様々ないじめ問題が全国的に取り
沙汰されている。それらを受けいじめ防止対策推進法も見直しが行われてお
り、その内容に応じ本市も対応していく必要がある。

近藤委員

いじめ問題については、今後も広く認知していただけるようお願いした
い。また、いじめ問題に関して解消されたと思える場合でも長い目で確認し
ていただけるような体制・方策をより一層整えてほしい。

学校教育課長

いじめ問題については、常に起こり得るという目線で今後も取り組んで行
きたい。

鈴木委員

四国中央市いじめ防止対策委員会では、本市で生じたいじめ事案全てにつ
いて取り扱われたのか。

学校教育課長

全てではない。検証したいと考えていたものを選び、それらの事案が取り
扱われた。

教育長

他に意見質問等ないか問う。

篠原委員

第６回新春競書大会で感じたことだが、他市からの参加も含め参加人数が
随分増えてきた。また、審査の際の空き時間も有意義に使われるようになっ
た。ただ気になるのが、表彰される子どもたちの「はい」の返事に元気がな
いことである。それと競書中の子どもたち全体に、スタッフの目配りができ
ていないことが気になった。また、審査員の中に現役の校長がおられること
に違和感があるがどのように考えられているのか。

文化振興課長

審査員については、書道家や文化協会の方、小・中学校より審査員を選考
していただいているが、その中に校長先生もおられる。今回のご指摘につい
ては、運営委員会中で報告し協議させていただく。返事については、毎回ご
指摘いただいており、それ故に校長先生に名前を呼んでいただいている背景
もある。今後も引き続き声をしっかり出してもらえるよう、何らかの方策を
取って行きたい。また、ご指摘のスタッフの対応についても改善を図りた
い。

学校教育課長

挨拶等については、他の場面でも気になるところはある。宇摩の子の誓い
と合わせて今後も引き続き広く周知、浸透させたい。

東委員

競書大会で入賞することは良いことだが、それだけでなく書道の楽しさを
子どもたち皆に理解してもらい、市内全ての学校から少しでも多く参加して
もらえればと思う。
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教育長
東委員

他に意見質問等ないか問う。
宇摩の子の誓いに関して、広く周知していただくために新入児の説明会の
機会を捉えたり、資料をお配りするなどあらゆる機会をとおして保護者を含
め周知いただくようお願いする。

学校教育課長

ご指示いただいた方法も含め、より一層周知いただくよう取り組みたい。

教育長

他に意見等ないか問い、その他案件に移る。

教育長

その他
その他案件について報告を求める。

文化振興課長

三角寺奥之院道史跡指定に関する件及び登録有形文化財（建造物）につい
て、資料に基づき報告する。

教育長

只今の説明に、意見質問等ないか問い、その他報告事項等ないか問う。
教育委員各位におかれては、各会場での成人式にご参加いただいたが、お
気付きの点等あれば報告願う。

全委員

各会場での成人式の様子を報告する。

生涯学習課長

いただいたご意見を参考に、今後の成人式に活かしたい。

教育長

その他報告事項等ないか問う。

鈴木委員

教育長

昨日、妻鳥小学校増築校舎完成記念式典が行われた。地域の方からお祝い
の会をしてはどうかとのお声掛けいただき、この式典が開催されたとのこと
である。妻鳥小学校の歴史について地域の方が話され、その上で子どもたち
に増築された校舎についても大切に使ってほしいとの話もなされ、非常に興
味深く良い式典であった。子どもたちにとって地域の支えや、学校施設を大
切することの認識が高められる良い機会になったと思う。
その他報告事項等ないか問う。

管理部長

「新教育委員会制度の効果的な活用に向けて」について、資料に基づきそ
の概要を報告する。

教育長

新教育委員会制度における各自治体の取り組み事例等も参考に、良い面を
取り入れて行きたいと考えている。教育委員各位におかれてもお気付きの点
やご要望等、ご意見いただければと思う。
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、その他
報告事項等ないか問う。

教育総務課長

次回定例会の招集を願う発言。

教育長

次回、教育委員会第２回定例会を平成29年２月27日（月曜日）午後１時30
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分から、本庁５階第１委員会室に召集する。
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３時05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 宮﨑 卓哉
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