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７回定例会会議録
日

時

平成29年７月21日（金） 午後２時10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 篠原 祥子 、委員 鈴木 千明 、
委員 東 誠 、委員 篠原 理

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 品川 弘樹 、
生涯学習課長 篠原 正二 、文化振興課長 合田 路彦 、
教育総務課長補佐 宮﨑 卓哉 、教育総務課 大西 祐実

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６回定例会会議録の承認
日程第４ 平成29年第７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 議事
議案第 22 号 教育機関の敷地を選定することについて
日程第７ その他
教育要覧について
日程第８ 閉会宣言

程

会議の概要
宮﨑補佐（教総）

教育長

開会
午後２時10分 定刻になったので、平成29年第７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
先ほどの総合教育会議で市長からの提案もあった通り、教育委員会定例会
のように総合教育会議でもいろいろな意見を出し合い、課題を話し合える場
にしたいと考えている。教育委員各位のいろいろな意見を頂きたい。
今日から、子どもたちは待ちに待った夏休みを迎える。安全で安心した楽
しい夏休みを過ごしてもらいたい。
教育委員各位もご承知の通り、６月30日から篠原理委員が就任され、これ
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から一緒に学校の現場、公民館、社会教育、文化関係についてご意見、協
議、研修などお願いしたい。この後就任の挨拶をお願いしたい。
篠原委員

〜 篠原委員就任のご挨拶 〜

宮﨑補佐（教総）

これよりの議事進行については、教育長にお願いする。

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６回定例会会議録案について、事
務局より説明を求める。

宮﨑補佐（教総）

平成29年第６回定例会会議録案の概要を説明する。

教育長

平成29年第６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

教育長
教育総務課長

承認の旨確認し、平成29年第６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７回定例会会議録署名人に、東誠委員、篠原理委員を指名す
る。
報告事項
現在、教育委員の視察研修について事務局で検討中であるが、もう一点、
視察研修以外の教育委員の研修の件について提案がある。文化財等の文化に
関する件について、今まであまり研修を行ってこなかったため、向山古墳を
はじめとする文化財等について、文化振興課で担当し、９月頃研修を実施し
たいと考えている。教育委員の方々にもこれからの研修についてご意見があ
ればいただきたい。以上が私からの提案である。
各課から事務報告を求める。
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。
7/3 坂上副市長の辞令交付式が行われた。
7/19 平成29年度愛媛県市町教育委員会連合会定期総会があり、教育長が
出席された。
7/21 13時より総合教育会議が開催された。
7/22,23 岡山で行われるトップリーダーセミナーには眞鍋指導部長が参
加される。
続いて、学校給食に関し、資料に基づき事務報告する。
7/20 三島地域の物資購入委員会及び後期分入札会が行われ、同様に7/25
に土居地域、7/27に川之江、新宮地域で予定されている。
8/1 夏季調理員研修会、8/26に土居町長津干拓で第12回学校給食米収穫
祭が開催される。
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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。
7/12 新宮小中学校への学校訪問が行われた。今年度の学校訪問の成果を
今後の学校教育活動推進の参考にしたいと考えている。特に学校業務の改善
については活かしていきたいと考えている。ご協力感謝申し上げる。
7/20 各小中学校・公立幼稚園で終業式が行われた。
7/25 小学校の水泳記録会が開催される。
8/1 中学校親善音楽会がユーホールで開催される。
8/2,4,7 教育委員会学習会が開催される。
8/24 いじめ STOP 愛顔の子ども会議が防災センターで開催される。市内
各小中学校の一学期のいじめ防止の実践を持ち寄り、情報交換しながらその
成果を持ち帰り、学校、児童会、生徒会での実践に活かしていきたいと考え
ている。
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。
7/2 川之江地区夏祭り地区補導が行われた。これから各地域で行われる
夏祭りでも引き続き補導を行っていく。
7/8 市町少年補導委員「ブロック別」東予地区研修大会「四国中央市大
会」が福祉会館にて開催された。
8/30 四国中央市いじめ防止対策委員会が開催される。

生涯学習課長

生涯学習課所管の人権教育・社会教育・社会体育に関し、資料に基づき事
務報告する。
人権教育関係に関し、資料に基づき事務報告する。
7/13 四国地区人権教育研究大会が松山市で開催され、のべ187名の方の
参加があった。
8/3,17 人権同和研究大会が開催される。
社会教育関係に関し、資料に基づき事務報告する。
8/14 新宮成人式が行われる。
8/26 中曽根公民館の完成祝賀式が開催される。また後日ご案内差し上げ
る。
社会体育関係に関し、資料に基づき事務報告する。
7/20 伊予三島運動公園のプールがオープンしている。8/27まで無休で営
業している。

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。
文化振興関係に関し、資料に基づき事務報告する。
7/2 第108回四国中央ふれあい大学講座「原晋講演会」が開催され、358
名の参加があった。
7/16 第18回高校演劇祭が行われ、約200名の参加があった。
8/6 第10回書道パフォーマンス甲子園が伊予三島運動公園体育館にて開
催される。
8/20 第109回四国中央ふれあい大学講座「井村雅代講演会」が開催され
る。
8/22 由紀さおり・安田祥子コンサート2017が開催される。
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。
かわのえ高原ふるさと館では、企画展は現在実施していない。
暁雨館では、暁雨館大学「四国中央の遍路道」として文化財保護委員の村
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上先生の講演が予定されている。
教育長

只今の各報告について、意見質問等がないか問う。

篠原祥子委員

生涯学習課の7/8に行われた第23回 熱と光を！中学生フォーラムという
ものは、どのようなことを行うものなのか、参加者はどのような方なのか、
を教えていただきたい。

生涯学習課長

今回は大阪で行われ、参加者は中学生である。現在、人権サークルを作ろ
うという動きがあり、市内からは４名参加した。内容は人権サークルの立ち
上げ方法や様々な事例紹介、中学生による発表等も行われている。

教育長
篠原祥子委員

他に意見質問等がないか問う。
学校教育課の8/24いじめ STOP 愛顔の子ども会議の荒天延期は、具体的に
はどのような状況で延期になるのか。

学校教育課長

小中学生が参加するため、台風等で警報が出た場合は延期になる。

教育長

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

教育長

議案第22号｢教育機関の敷地を選定することについて｣を上程し、議案の
説明を求める。

生涯学習課長

議案第22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、金生公民館の移転新築に伴う新たな敷地を選定する。な
お、新たな金生公民館は平成31年度（平成32年１月）併用開始の予定であ
る。

教育長

只今の議案第22号の説明に、意見質問等ないか問う。

東委員

敷地の選定とは異なるが、この金生公民館には以前川之江地域にあった適
応指導教室「キトリ」のような公民館以外の機能が備わっているのか。

生涯学習課長

これから基本設計に入っていくため、そういったことも含め学校教育課と
も協議しながら進めていきたいと考えている。

教育長
教育長

他に意見質問等ない旨確認する。
委員からの質問がなければ、私から質問がある。この公民館の規模はどの
程度のものか。

生涯学習課長

１階平屋建て延べ床面積1,400平米となる。

教育長

現行の公民館と比較してどのくらいなのか。
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生涯教育課長

金生地区は市内でも人口が多く１万人近くいるため、大きいものになる。
新設の中曽根公民館が960平米、一番大きな三島公民館が３階建てで1,500平
米となっており、今回予定している金生公民館は大きな部類となる。

教育長

他に意見質問等ない旨確認し、22号について異議ないか問う。

全委員

異議ない旨伝える。

教育長

教育長
教育総務課長

異議ない旨確認し、議案第22号｢教育機関の敷地を選定することについて｣
の原案を可決する旨宣する。
その他
平成29年度教育要覧について事務局へ説明を求める。
平成29年度教育要覧について例年６月末頃発行しているが、本年は少し遅
れ、この時期の発行となった。配布先は市長・副市長をはじめ、議員、市内
各学校、公民館、図書館等となっている。内容については教育委員会の資料
集のようなものであり、構成については大きな変更はないが、昨年度と比較
し公民館活動についての説明を簡潔にしている。

教育長

只今の説明に、意見質問等ないか問う。
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。
次回、教育委員会第８回定例会を平成29年８月24日（木曜日）午後１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45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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