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２回定例会会議録
日

時

平成29年２月27日（月） 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
生涯学習課長 篠原 正二 、文化振興課長 合田
教育総務課長補佐 宮﨑 卓哉 、教育総務課係長
教育総務課 戸田 浩史

傍聴人

１名(報道関係者)

日

日程第１ 開会宣言
日程第２ 教育長挨拶
日程第３ 平成29年第１回定例会会議録の承認
日程第４ 平成29年第２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
３月市議会定例会上程議案について
「四国中央市少年育成センター条例の一部を改正する条例について」
教育委員研修会について
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
宮崎補佐（教総）

教育長

宮崎補佐（教総）

開会
午後１時30分 定刻になったので、平成29年第２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。報道関係の傍聴者に、写真撮影は最初の５分間のみ許可する旨伝える。
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
教育委員各位におかれては、学校保健研究大会、少年式等、お忙しい中、
ご出席いただき感謝申し上げる。また、市内各小中学校の卒業式、入学式が
それぞれ行われるのでご出席よろしくお願いする。
これよりの議事進行については、教育長にお願いする。
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教育長

会議録承認
会議録の承認について諮る。平成29年第１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29年第１回定例会会議録案の概要を説明する。

教育長

平成29年第１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29年第１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２回定例会会議録署名人に、近藤達之介委員、鈴木千明委員を
指名する。
報告事項
学校教育法施行規則の一部を改正する省令案並びに幼稚園教育要領案、小
学校学習指導要領案及び中学校学習指導要領案に対するパブリック・コメン
トが募集されているが、実際の教育現場の声を届けることは重要であると考
えている。教育委員各位におかれても、そのパブリック・コメントに関する
資料をお目通しいただきたい。
「教育委員研修会について」は、その他の案件にてご報告させていただく
のでよろしくお願いする。
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。
2/9 市監査員による定期監査（教育総務課）が実施されている。
2/15、16 伊予三島奨学会及び川之江奨学会の奨学生選考委員会が開催さ
れ、来年度の奨学生予定者が選考された。
続いて、学校給食に関し、資料に基づき事務報告する。
2/2 学校給食会理事会が開催され、来年度の給食費単価等について協議
された。その結果、来年度の給食費については、今年度と同額の据え置きで
決定している。
2/23、24、3/6 市内各地域での物資購入委員会及び平成29年度前期分入
札会が資料のとおり開催及び開催予定である。

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。
2/1 教務・研修・学力向上推進主任研修会が、福祉会館４階多目的ホー
ルにて実施されている。
2/3 市内各中学校で少年式が行われた。教育委員各位には、教務・研
修・学力向上推進主任研修会及び少年式にご出席いただきお礼申し上げる。
３月には、市内中学校、小学校、幼稚園の卒業式及び卒園式が行われる。
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。
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市内各地域の補導委員会、児童生徒をまもり育てる協議会、東予地区・愛
媛県等の補導委員連絡協議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、2/26に四国中央市連合婦人会防災学習会が開催され、
約170名が災害時の高齢者に対するケアの指導を受けている。
人権教育関係では、2/2、3に名古屋市で第31回人権啓発集会が開催され、
本市より７名参加している。また、市内各公民館にてサークル人権・同和教
育研修を資料のとおり開催及び開催予定としている。
地域ふれあい座談会の代わりに実施されるケーブルテレビ人権啓発番組の
収録が終わり、３月より放送される予定となった。
社会体育関係では、2/5に開催予定であった第13回四国中央市小学生駅伝
大会が悪天候のため中止となった。

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。
2/5 ふれあい大学講座第106回として「森麻季ソプラノ・リサイタル」を
土居文化会館にて開催し、417名の来場があった。
2/15〜19 第65回県展移動展を福祉会館４階で開催し、1076名の来場があ
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。
暁雨館では、2/25、26に俳諧の里土居俳句大会を開催している。若葉の部
では、4500名から8267句の応募があった。成人の部では、事前投句が126名
から223句が応募され、当日投句が72名216句で非常に大きな大会となった。
また、暁雨館大学として2/26に「俳句にかかる深川正一郎を語る」と題し
て川口利夫先生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。

鈴木委員

見守りシステムを利用して不審者情報の配信を行っているのか。

学校教育課長

不審者情報については、少年育成センターより発信され、その情報は、各
学校のホームページともリンクしている。不審者情報が校区に近い場合は、
当該学校より、注意喚起のプリントを子どもたちに配布したり、見守りシス
テムを利用して不審者情報の配信を行っている。

鈴木委員

見守りシステムを利用してインフルエンザの発症情報や、注意喚起につい
ての情報を配信していないのか。

学校教育課長

インフルエンザによる学年や学級閉鎖情報については、市ホームページに
掲載している。当該学校については、プリント等を配布し、お知らせしてい
る。

鈴木委員

他市では、そのような場合の注意喚起も見守りシステムを活用されている
ようだ。本市においてもその活用方法をさらに検討いただければと思う。
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教育長

他に意見質問等ないか問う。

篠原委員

児童クラブについて定員があるのか、あるとした場合どのような方法で定
員を決めているのか。

教育総務課長

児童クラブはこども課所管であり、詳しいことはわかりかねるが、知り得
る範囲でお答えする。定員については、以前は設けられていたが、その後廃
止されたようだ。

教育長

他に意見質問等ないか問う。

近藤委員

ケーブルテレビ人権劇について、その運用イメージを教えていただきた
い。

生涯学習課長

５分ぐらいのスポット番組枠で放送されるのと、30分程度の結婚差別に関
する人権劇が高齢者向けに放送される。人権劇の放送サイクルについては、
まだ確認できていない。

教育長
生涯学習課長

人権劇の出演者はどのような方か。
宮内先生や演劇をされている方で構成されており、クオリティの高い芝居
内容となっている。

教育長

出演者は全て成人者か。

生涯学習課長

お見込みのとおりである。

管理部長

５分のスポット番組は、本市人権教育協議会の心を育てるための５つの目
標について扱われる。「はきものを脱いだらそろえる人に」の項目では、実
際に本市中学校の野球部が、はきものをそろえて練習に励んでいる様子等が
撮影されている。

教育長

本市中学校で生徒たちが演じて人権劇が行われているが、それらについて
は、ケーブルテレビで放送されていないのか。

管理部長

今のところ放送されていないが、それに関する企画等は行われている。

教育長

生徒たちが演じる人権劇は、市民の方に関心をもって見ていただけるので
はないかと思う。
他に意見質問等ないか問う。

東委員

適応指導教室に関して、来年度よりパレットが開設される。現在休室中の
適応指導教室ユーミールームがそこに配置されるのか。

学校教育課長

お見込みのとおりである。旧３地域にそれぞれ適応指導教室が配置される
ことになる。
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東委員

学校教育課長

不登校の子どもたちが増えているようだが、現在、適応指導教室対象の児
童は、何名ぐらいいるのか。
詳細な数値については、後ほど確認しご連絡する。

教育長

他に意見質問等ないか問う。
先ほど、篠原委員より、放課後児童クラブについて質問があったが、当教
育委員会所管の放課後子ども教室についてその活動状況を伺いたい。

管理部長

放課後子ども教室については、市内に４教室在る。地域の方が講師とな
り、陶芸を教えたり昔遊びを教えたりしている。これらについては、毎日行
うものではなく、月に一度のペースぐらいで行っている。

教育長

他に意見等ないか問い、その他案件に移る。
その他

教育長

３月市議会定例会上程議案「四国中央市少年育成センター条例の一部を改
正する条例について」の報告を求める。

学校教育課長

３月市議会定例会上程議案「四国中央市少年育成センター条例の一部を改
正する条例について」の報告を資料に基づき行う。
これは、少年育成センターを移転することに伴い、本条例の一部を改正す
るものである。

教育長

只今の報告に、意見質問等ないか問う。特にない旨確認し、続いて「教育
委員研修会について」を資料に基づき提案させていただく。
教育委員研修会については、定例会の開催日に合わせ、概ね１時間程度の
研修を定例会とは分けて非公開で考えている。議題については、教育委員に
おいて設定いただき、事務局からの説明、報告に基づき協議・検討を行いた
い。また、視察など屋外での研修は、別途、日程を調整し開催したい。この
研修会等に関して意見質問等ないか問う。

近藤委員

宇和島市は子育て支援強化の取り組みとして、市立小中学校全児童生徒の
給食費を４月から無料にする方針を決めた。本市でも検討の余地があるの
か。また、それに至った宇和島市の情勢等を含め研修会で取り扱っていただ
くことは可能か。

教育長

この件に関しては、本市の学校給食に関わる基本的なところを含め研修会
のテーマとして取り上げたい。

篠原委員

市内公民館の統一化について以前より話されていたが、その現状、問題点
等についても研修会で詳しく扱っていただきたい。

東委員

年度始めが好ましいが、次年度の各課の重点施策及び具体的な事業予定を
説明いただければと思う。
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鈴木委員

書道パフォーマンス甲子園の今後の方向性については、単発的な研修だけ
で答えが出ないと思われる。その様なテーマに関しては、定期的に取り扱っ
ていただきたい。また、成人式についても何年か後に開催形式が大きく変わ
ると思われるので、それに向けての計画等の説明も随時含めていただきた
い。

教育長

研修会については、そのような形で順次調整・計画させていただいても構
わないか。

全委員

全委員了承する。

教育長

他に意見等ない旨確認し、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

教育長

次回、教育委員会第３回定例会を平成29年３月29日（水曜日）午後３時30
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２時30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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