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10回定例会会議録
日

時

平成29年10月24日（火） 午後１時30分〜

場

所

四国中央市本庁５階第２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 、
こども課長 藤田 泰 、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９回定例会会議録の承認
日程第４ 平成29年第10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27号 四国中央市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の一部を
改正する規則について
議案第28号 四国中央市いじめ防止対策委員の委嘱について
日程第７ その他
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10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
えひめ国体も終わり、一気に秋が深まってきた。９月30日にこれ以上ない
というほどの快晴、秋晴れの下、開会式が行われた。大会期間中、雨により
日程が変更された競技もあったが、当市では各競技とも予定どおり開催され
た。一部、ラグビーフットボール少年男子では、雨の中での試合もあった
が、競技に大きく影響するほどではなかったようだ。それぞれの競技会場で
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は、多くの市民の皆様、国体協力会の皆様をはじめ小学生や幼稚園、保育園
児など、また、他府県から応援に来られた関係者の方など大勢の人が盛んに
声援を送り、各会場とも盛況であった。よく言われることであるが、当市に
おいても、今回の国体が一過性のイベントのように無事終わったからそれで
終わりではなく、この国体での取り組みや得られた成果などを、これからど
のような形で次の世代へ引き継ぎ、それを生かし、育てていくかが問われる
のではないかと思う。まずは、関係者各位に感謝申し上げる。
東予地域の地方祭は、ことごとく雨の中のお祭りであった。三島地域では
台風21号の影響でまともに太鼓台が運行できたのは最終日だけのようで、子
どもたちにはちょっと残念なお祭りだったかもしれないが、それぞれ大きな
事故もなく無事終えて何よりであった。
10月22日に行われた衆議院議員総選挙に関することであるが、当市の選挙
管理委員会が、この度の選挙において高校生が身近に投票できる環境づくり
と主権者意識の向上を目的に、市内の県立高校３校へ期日前投票所を県下初
の取り組みとして開設し、期日前投票が実施された。このことは、地元紙な
どでも紹介された。これから、益々、主権者教育の重要性やあり方などにつ
いて論議されるようになるし、考えていく必要があるのではないかと思っ
た。
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９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９回定例会会議録案の概要を説明する。

教育長

平成29年第９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９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10回定例会会議録署名人に、篠原祥子委員、鈴木千明委員を指
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。
10/10 11日間にわたり開催されたえひめ国体の閉会式が行われた。
10/24 本日、第10回教育委員会定例会である。
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市議会関係であるが、明日からの２日間、決算特別委員会が開催される予
定である。
学校給食に関しては、特に大きな行事等はなかった。
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。
10/12 第14回四国中央市小学校陸上運動記録会が開催された。教育委員
各位におかれては、ご参観お礼申し上げる。
10/25 市内で統一して小中授業実践交流会が行えるように推奨日として
いる。
10/28 四国中央市小規模特認校平成30年度生入学希望者説明会が開催さ
れる。
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。
各地で秋祭りの特別補導を実施している。今のところ大きな事故等の報告
はない。関係者の皆様のご尽力に感謝申し上げる。

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、10/11に婦人会地区会長会を開催している。
人権教育関係では、11/11、18に企業の従業員を対象とした人権・同和教
育研修を開催している。また、本日、今治市にて東予地区人権・同和教育研
究協議会が開催されており、当市から43名が参加している。
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。

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。
11月上旬より、文化協会のそれぞれの支部で文化祭を開催予定である。
11/11、12 今から300年ほど前、現在の土居町津根八日市に生まれたお作
さんのお姫様逸話を題材にした市民ミュージカル「おさく」を開催予定であ
る。教育委員各位におかれても、お時間があればご来場いただければと思
う。
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に観月会を開催している。中秋の名月とともに、演
奏会、お茶会、展示会が行われ、両日で約300名の方にお楽しみいただい
た。

教育長
東委員

生涯学習課長

只今の各報告について、意見質問等がないか問う。
生涯学習課所管の12月９日に行われる四国中央市ＰＴＡ研究大会のテーマ
等が決まっていれば教えていただきたい。
まだ決まっていないので分かり次第お伝えする。

篠原祥子委員

秋祭りの太鼓台について、以前は中学校の先生方が一緒について周ってい
たようだが、現在はどのようになっているのか。

学校教育課長

中学校の教職員を中心に補導は行っているが、常に太鼓台と行動を共にし
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ているわけではない。
篠原祥子委員

教育長

教育長

全委員

いずれにしても、責任は保護者にあることを自覚していただいておく必要
がある。
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。
議事
本日の議案は２件になっている。議案第28号「四国中央市いじめ防止対策
委員の委嘱について」は、人事案件であるため後ほど、非公開とし改めて審
議する旨発議し、異議ないか問う。
異議ない旨伝える。

教育長

異議なしと認め、議案第28号を非公開で後ほど審議することを宣する。
それでは、議案第27号｢四国中央市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則
の一部を改正する規則について｣を上程し、議案の説明を求める。

こども課長

議案第27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、当市在住で市外の該当幼稚園に通園する児童に対する就
園奨励費について、国が定める補助限度額に沿って、規則の一部を改正する
ものである。なお、この規則は、公布の日から施行し、平成29年４月１日か
ら適用する。

教育長

只今の議案第27号の説明に、意見質問等ないか問う。

鈴木委員

本人にはどのように知らせるのか。市が資料を作成し、該当幼稚園にお渡
しし伝えていただくのか。

こども課長

３名の方のみなので本人に直接お伝えし、補助を受けられるようにと考え
ている。

教育長

他に意見質問等がないか問う。
意見質問等ない旨確認し、27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

異議ない旨確認し、議案第27号｢四国中央市私立幼稚園就園奨励費補助金
交付規則の一部を改正する規則について｣の原案を可決する旨宣する。
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。

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11回定例会を平成29年11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。
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、議事を非公
開で再開する。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

学校教育課長

議事
議案第28号「四国中央市いじめ防止対策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28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、四国中央市いじめ防止対策委員会及び四国中央市いじ
め問題再調査委員会条例第４条の規定に基づく所掌事務を行うため、四国中
央市いじめ防止対策委員の委嘱を求めるものである。委員の任期は、委嘱の
日から２年とする。

教育長

只今の議案第28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28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

異議ない旨確認し、議案第28号｢四国中央市いじめ防止対策委員の委嘱に
ついて｣の原案を可決する旨宣する。
以上で提出された議案の審議等は全て終了したが、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10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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