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平成29年四国中央市教育委員会第９回定例会会議録
日

時

平成29年９月26日（火） 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 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 、
学校教育課指導監 篠原 隆輔 、教育総務課長補佐 宮﨑 卓哉 、
教育総務課係長 井川 季代 、教育総務課 大西 祐実 、
教育総務課 戸田 浩史

傍聴人

報道関係者１名

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８回定例会会議録の承認
日程第４ 平成29年第９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
請願第 26 号 平成 29 年度全国学力・学習状況調査の調査結果の公表に
ついて
日程第７ その他
第３回市議会定例会一般質問要旨及び答弁書（教育委員会関連分）
平成29年度一般会計９月補正予算（教育委員会関連分）について
平成29年度全国学力・学習状況調査の調査結果
日程第８ 閉会宣言

程

会議の概要
開会
宮﨑補佐（教総）
午後１時30分 定刻になったので、平成29年第９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
教育委員各位におかれては、幼稚園、小学校の運動会のご参観お礼申し上
げる。幼稚園の運動会は、台風で順延になりご面倒をおかけしたが、翌日秋
晴れの下開催することができた。小学校では、曇り空ではあったが、それぞ
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れ予定どおりに開催することができた。お気づきの点があれば、後ほどご意
見をいただきたい。
なお、台風18号による教育関係施設の被害については、小富士小学校のグ
ラウンドの冠水はあったが、その他、報告するような被害はなかった。
いよいよ、えひめ国体も９月30日の土曜日が開会式である。式典や競技な
どそれぞれ順調に行われ、更に最終的には、大きな栄冠が得られればと愛媛
県民の一人としても祈るような気持ちであるが、何よりも大過なく無事終え
ることが一番だと思う。事務局各位におかれては、準備や競技の管理運営、
選手等のおもてなしなど大変だと思うがよろしくお願いする。
先日の９月20日に、宇摩法人会より市内全ての小中学校にデジタルカメラ
を寄贈いただいた。また、９月22日には、四国中央市ゴルフ協会よりチャリ
ティゴルフ大会の参加者、協賛企業からの支援金を市並びに福祉や教育の関
係団体へ寄付いただいた。両団体の皆様には、長年にわたり教育環境の整備
にご支援をいただいている。この場をお借りして、お礼申し上げたい。
本日は、議案１件とその他の事項として９月議会の一般質問や補正予算な
どについての報告、教育委員会の所管事務である文化財などについての研修
も予定しているので、よろしくお願いする。
宮﨑補佐（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29年第８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８回定例会会議録案の概要を説明する。

教育長

平成29年第８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

教育総務課長

承認の旨確認し、平成29年第８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９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
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。
9/5より第３回市議会定例会が開催されており、12日から14日にかけ一般
質問、15日に教育厚生委員会が行われ、22日が議会最終日であった。
9/30 国体開会式が行われるが、当課においては、10/1から4までの日程
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で開催されるフェンシングの大会に運営参加予定である。
続いて、学校給食に関し、資料に基づき事務報告する。
9/1に中学校、9/4に小学校の二学期学校給食が開始されている。
9/29 東部学校給食センター起工式が行われるので教育委員各位におかれ
てもよろしくお願いする。
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。
9/1 夏休み中に大きな事故もなく無事に市内各公立幼稚園、小・中学校
にて始業式が行われ、二学期がスタートした。
国体開催の関係で半月から一月ほど前倒しで、幼稚園運動会、中学校新人
体育大会が開催（9/12から13、9/19）された。特に、幼稚園の運動会は台風
の影響で１日順延となり、教育委員各位にご面倒をおかけした。
9/20 宇摩法人会によるデジタルカメラ寄贈式が行われた。
9/22 チャリティゴルフ贈呈式が行われた。
9/24 今年は天候にも恵まれ各小学校の運動会を実施することができた。
教育委員各位におかれては、ご参観お礼申し上げる。
中学校の体育祭については、今年度４月に実施された。それゆえ、当初、
教職員も二学期はゆとりをもって学校生活を送れてよいとの意見も多かった
が、いざ二学期が始まると中学３年生のモチベーションを保つのが難しく、
スポーツイベントを生徒会独自で企画する学校等もあった。また、学校経営
上盛り上げに欠けるとの意見もあり、春に行うか、秋に戻すか意見が分かれ
ているところである。その辺りを含め、決まり次第報告する。
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。
９月には、各地区で補導委員会が開催されている。また、10月には、秋祭
りの特別補導を実施予定である。

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、9/2に東予地区愛護班活動研究集会が福祉会館にて開
催され、当市からは29名参加している。
人権教育関係では、9/12に今年度５回目の人権・同和教育推進者養成講座
が開催され、243名が修了している。また、企業の従業員を対象とした研修
や保育園、幼稚園での就学前人権・同和教育研究大会が開催、または、開催
予定である。
社会教育関係では、10/29に第12回四国中央市民スポーツ祭が伊予三島運
動公園や市内各会場にて開催予定である。例年月初めに開催されているが、
今年度は国体の関係上、月末の開催となっている。

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。
各図書館において、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、10/4、5に観月会を予定している。演奏会や展示会等も計画
されているのでお寄りいただけたらと思う。

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

小学校の運動会についてだが、三島地区の４校を参観させていただいた。
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その内の１校で怪我をした児童が、救急車で運ばれ治療を受けているとの話
を聞いた。休日に怪我をすると市内で受け入れてくれる病院は、現状ほとん
どない。そのような中、救急車を呼んで対応した学校の判断は的確でよかっ
たと思う。
寒川小学校は、秋季運動会に町民運動会を上手に含め合同で実施されてい
る。少子化の中、地域の方々がふれあう上で大切な町民運動会の存続を考え
た場合、これはよい例であると思う。学校や地域の方々からは、提案し辛い
面もあると思われるので、教育委員会からの提案としていただければお互い
前向きに検討できるのではないかと思う。
また、同小学校では、団体競技等において本来の楽しさを失わずに安全面
での配慮、工夫がなされていた。こうしたよい面は、校長会等を通して情報
共有していただきたい。
教育長

町民運動会の件を含め校長会で提案させていただく。
他に意見質問等がないか問う。

篠原理委員

土居東幼稚園の運動会を参観させていただいたが、前日の台風による豪雨
にもかかわらず、当日は芝生の水はけもよく絶好の運動会日和であった。芝
生の維持管理の大変さは重々承知しているが、子どもたちの伸び伸びとした
動きや楽しそうな様子を見ると芝生化の大きなメリットを感じる。今後も運
動場の芝生の維持管理に努めていただきたい。

教育長

三島東幼稚園では、芝生の水はけが悪く近隣中学校の体育館で運動会が行
われた。三島南幼稚園については、芝生の水はけもよく問題なく運動会が行
われている。
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。

教育長

学校教育課長

議事
議案第26号｢平成29年度全国学力・学習状況調査の調査結果の公表につい
て｣を上程し、議案の説明を求める。
議案第26号について、資料に基づき議案を説明する。
これまで、学力の結果の公表については、平成24年度を基準とした経年変
化で学力の状態を表してきた。しかし、愛媛県学力向上推進５か年計画が終
了し、本年より愛媛県学力向上推進３か年計画（第２期）になることに伴
い、本市の公表の仕方について見直すものである。

教育長

只今の議案第26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、26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

異議ない旨確認し、議案第26号｢平成29年度全国学力・学習状況調査の調
査結果の公表について｣の原案を可決する旨宣する。
なお、調査結果につきましては、その他の案件の中で非公開とし、後ほど
改めて報告する旨発議し、異議ないか問う。
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全委員
教育長

教育長
教育総務課長
教育長

異議ない旨伝える。
異議なしと認め、調査結果の報告に関しては、非公開で後ほど行うことを
宣する。
続いてその他の案件に移る。
その他
その他の案件で報告事項等ないか問う。
次回定例会の招集を願う発言。
次回、教育委員会第10回定例会を平成29年10月24日（火曜日）午後１時30
分から、本庁５階第１委員会室に召集する。
続いて、「第３回市議会定例会一般質問要旨及び答弁(教育委員会関係分)
について」及び「平成29年度一般会計９月補正予算(教育委員会関係分)につ
いて」説明を求める。

管理部長・指導部 「第３回市議会定例会一般質問要旨及び答弁(教育委員会関係分)につい
長
て」資料に基づき説明する。
続いて、「平成29年度一般会計９月補正予算(教育委員会関係分)につい
て」資料に基づき説明する。
教育長

只今の説明に、意見質問等ないか問う。

東委員

通級指導教室については、西中学校のみでなく他の中学校にも必要であ
る。他の中学校でもその必要性のある生徒がいるものの送迎の問題、途中で
授業を抜けなければならない等、他校より通うには課題が多い。結局のとこ
ろ西中学校の生徒のみとなっているのが現状である。ゆえに、今後、中学校
における通級指導教室のあり方を十分に考える必要があろうかと思う。
また、答弁協議の中で学校の統廃合について挙がっていたが、市長のお考
えも伺いたい。

学校教育課長

小学校で通級対象になっていた子どもたちに関しては、中学校に入っても
お願いしたいとの要望はあった。但し、川之江・土居地域の方々は、日中の
移動手段の確保が難しいゆえにその要望を取り下げられた経緯がある。県教
委では、訪問指導という形も含めて考えられている。今後、通級指導教室の
新たな開設は難しいが、訪問式、巡回式の形での対応の可能性が高いと思わ
れる。現在、それらに関する情報を集めているところである。

指導部長

学校の統廃合については、その答弁内容に市長も物足りなさを感じたかも
しれない。しかしながら現時点では、それ以上踏み込んだ答弁を行うことは
難しいことをお伝えしているしだいである。

教育長

学校の統廃合については、私が答弁しているが、この件に関しては特別支
援学校の分校設置案件等も含め広い意味で勘案し、考えを進めてはどうかと
いうことを市長ともお話しさせていただき、その意思確認はできている。
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他に意見質問等がないか問う。
鈴木委員

エアコン設置に関して、年々夏が暑くなってきており、９月に入り新学期
が始まってからの暑さも年々深刻になっている。他市の運営状況も参考にし
ながら設置の検討を進めていただきたい。

管理部長

県下公立小中学校においては、ＰＴＡからエアコンに係る負担金をいただ
くという話しは聞いていない。私立や県立高校の一部はＰＴＡがエアコンを
設置し、ＰＴＡが電気代を徴収するという仕組みもある。松山市は非常に多
くの施設を抱えているため、ＰＦＩといった目的を達成するための会社をつ
くり、その会社が設置から運営まで全部実施するというような総額60億位の
事業を行っている。但し、ＰＦＩを実施する場合、民間が行った時と公共が
行った時の差額(value for money)が、調査費（10億円以上）を上回る事業
費でないと難しい。本市の場合、その試算が９億円のため、恐らくＰＦＩ事
業を導入しても差額が生じないことが想定される。ゆえに、他会社に全てリ
ース契約する等、現在色々な方法を検討しているところである。ただ何れに
しても、エアコンの維持費等を単純計算すると毎年１億円の市単独費用を捻
出する必要があり、そこもクリアしなければならない。

教育長

他に意見質問等がないか問い、特にない旨確認する。
この他に公開案件として何かないか問い、特にない旨確認し、その他案件
を非公開で引き続き審議する。非公開審議により傍聴人に退出を求める。
〜 傍聴人は退出（以降の再入場なし）〜

教育長

その他案件を非公開にて引き続き審議する。
「平成29年度全国学力・学習状況調査の調査結果」及び「児童生徒質問紙
結果」について説明を求める。

篠原指導監

「平成29年度全国学力・学習状況調査の調査結果」及び「児童生徒質問紙
結果」について資料に基づき説明する。

教育長

只今の説明に、意見質問等ないか問う。

鈴木委員

市内中学校の電子黒板の設置状況はどのようになっているのか。

篠原指導監

中学校については、各学校概ね３台から５台の設置となっている。

鈴木委員

東委員

コストを掛け設置しているにも関わらず、成績につながっていないことが
残念である。
以前より中学生の家庭学習形態に問題があるのではと感じている。土、日
曜日の学習時間が短いのは、単純に考えると宿題が少ないのではないかと思
われる。予習復習を行っている自覚が少ないのも、その状況で学校に行って
も困らないという背景があるのではないかと思う。その辺りの分析を各学校
で進めていただきたい。
課題点、分析状況の詳細は、また教えていただきたい。
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篠原祥子委員

教育長

教育長

電子黒板は容易に移動ができず、その場所でしか使用できない。また、十
分な活用ができていないのが現状だと思う。今後、成績向上に結び付けるた
めには、活用の工夫や先生方のその分野における資質の向上が望まれるが、
現状は難しいようである。
他に意見質問等がないか問い、特にない旨確認する。
その他報告事項等ないか問う。その他に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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