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12回定例会会議録
日

時

平成29年12月19日（火） 午後３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 、
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

なし

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11回定例会会議録の承認
日程第４ 平成29年第12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32号 四国中央市立小中学校教育情報化推進委員会委員の委嘱に
ついて
日程第７ その他
第４回市議会定例会一般質問要旨及び答弁について
平成29年度一般会計12月補正予算について
平成29年度（平成28年度対象）教育委員会の点検・評価報告書について
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３時30分 定刻になったので、平成29年第12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。
教育長挨拶
教育委員各位におかれては、先般の総合教育会議で貴重なご意見やご提案
をいただき感謝申し上げる。協議いただいた以外にも懸案事項は沢山ある
が、引き続き教育委員各位、事務局各位とともに課題解決に向け取り組みを
進めたいと思うのでよろしくお願いする。
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今年も残り十日余りとなったが、今年の締めのニュースとして、大変嬉し
い報告がある。先週の土曜日に、ひめぎんホールで第８回えひめこども新聞
グランプリの表彰式があり出席させていただいた。各学年１名の最優秀賞グ
ランプリに１年生を除く、２年生から６年生まで本市の児童が選ばれ表彰さ
れた。大変素晴らしい作品ばかりであった。グランプリ以外でも多くの児童
が本市から選ばれ表彰された。また、学校賞についても11校中６校が本市か
ら選ばれた。グランプリや優秀賞等の作品については、新聞で紹介されてい
たが、巡回の作品展が１月13日から１月21日までフジグラン川之江店にて開
催される。お近くに行かれた際は、ご覧いただけたらと思う。
本年は、教育委員会においても様々なことがあった。今年を振り返ってみ
ると１月12日に新宮小中学校の落成式が行われ、これをもって校舎等の耐震
化が100％となった。１月14日には、川之江ふれあい交流センター起工式が
行われた。川之江ふれあい交流センターについては、来年２月末の竣工、４
月開設予定である。３月末には、新学習指導要領の公示があり、小学校の全
面実施が平成32年度、中学校が平成33年度となる。４月に入り組織機構改革
により、幼稚園事務が、こども課に移行された。新宮小中学校においても新
たに小規模特認校という形で、平坦部より８名の児童を迎え入れている。こ
れまで愛媛大学の方々、教員ＯＢ、地元住民の方々等、多方面からご支援い
ただき新たな取り組みを実施している。４月５日には、子ども若者発達支援
センター開所により少年育成センター、適応指導教室が移転している。４月
末には、文科省より教員勤務実態調査が公表され、学校内での勤務時間週60
時間以上の小学校教職員が33.5％、中学校では57.7％であった。本市におい
てもこれと似た状況にあり、できる点から改めているところである。４月30
日は、えひめ国体開催に伴い、中学校体育祭を実施している。６月30日に
は、篠原理委員が就任され、私たちとともに本市のこれからの教育に関して
色々と勘案いただいているところである。７月18日には、歴史考古博物館の
起工式が行われ、来年６月の竣工予定である。７月21日には、平成29年度第
１回目の総合教育会議を開催している。８月６日は、第10回書道パフォーマ
ンス甲子園が開催され、これまでにない多くの参加申込みをいただいた。８
月24日には、小学校用図書、特別の教科道徳の採択が行われ「東京書籍」を
採択している。９月29日には、東部学校給食センター起工式が行われた。東
部学校給食センターについては、平成31年２月の竣工、平成31年の２学期に
供用開始予定である。９月30日から10月10日までえひめ国体が開催された。
また、10月28日から10月30日にかけて、障がい者スポーツ大会愛媛大会が開
催された。11月に入り15、16日と教育委員視察研修を実施している。今年度
は、雲南市・出雲市を訪れた。12月４日には、第２回総合教育会議が行われ
た。
本年も様々なことがあり、課題も山積しているが、教育委員各位、事務局
各位とともにこれからも一歩一歩、前に向かって進んで行きたいと思うので
よろしくお願いする。この一年、皆様には大変お世話になった。心よりお礼
申し上げる。
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11回定例会会議録案について、事
務局より説明を求める。
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宮﨑補佐（教総）

平成29年第11回定例会会議録案の概要を説明する。

教育長

平成29年第11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11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12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。
12/1 臨時市議会が開催された。通常であれば、その場で新しい正副議長
が決まるが、今回、市議会初日に議長選挙が行われた。
12/15 教育厚生委員会が開催された。議会最終日は22日である。
12/4 本年２回目の総合教育会議が開催されている。
学校給食に関しては、11月に引き続き各小学校において交流給食会が開催
されている。後は、２月に行われる川滝小学校を残すのみとなった。

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。
12/1 小学校親善音楽会が開催された。教育委員各位におかれては、ご参
観お礼申し上げる。
12/2（2、3、9、10日） 小規模特認校申請者親子面談を実施している。
12/7 愛媛県教育委員会人権・同和教育訪問が南小学校にて実施された。
12/11 がん教育モデル校公開授業が土居中学校にて開催されている。
12/12、13 市学力診断調査が小学校３、４年生、中学校１年生を対象に
実施された。
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。
12月、１月に各地域で青少年健全育成のための様々な活動が実施される予
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、12/9に四国中央市ＰＴＡ研究大会が福祉会館４階多目
的ホールで開催され、175名が参加している。
12/14 第67回えひめ婦人大会が松山市で開催され、本市より44名が参加
している。
来月７日には、市内３会場にて成人式が開催される。教育委員各位におか
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れては、ご参加の方よろしくお願いする。
社会体育関係では、12/3に第14回四国中央市駅伝競走大会が開催され、
109チーム、817名のランナーが健脚を競った。
12/17 土居総合体育館にて第13回四国中央市綱引大会が開催され、40チ
ーム、413名が参加している。
人権教育関係では、12/2、3に島根県にて全国人権・同和教育研究大会が
開催され、本市から25名が参加している。
文化振興課長

教育長
篠原祥子委員

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。
文化振興関係では、年明けの1/14に第７回新春競書大会が開催される。教
育委員各位におかれては、ご出席の方よろしくお願いする。
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。
なお、三島図書館についてだが、１月末に曝書を兼ねて一般書架室改修工
事を予定（２月末まで）しているのでご了承願う。
只今の各報告について、意見質問等がないか問う。
土居中学校にて開催された、がん教育モデル校公開授業とはどのようなも
のか伺いたい。

学校教育課長

がん教育モデル校公開授業に関して概要を説明する。

教育長

他に意見質問等がないか問う。

篠原理委員

教育長

教育長

先ほど冒頭で教育長も触れられたが、私もえひめこども新聞グランプリ作
品を拝見させていただいた。内容が非常に素晴らしく感心させられる作品ば
かりであった。その他にも小学生読書感想文コンクールやＪＡ共済小・中学
生書道・交通安全ポスターコンクール等でも本市の児童・生徒たちが上位に
入賞しており感心させられた。私も本市の一市民として誇らしく思う。
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
議案第32号｢四国中央市立小中学校教育情報化推進委員会委員の委嘱につ
いて｣を上程し、議案の説明を求める。

学校教育課長

議案第32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、四国中央市立小中学校教育情報化推進委員会要綱の制
定に伴い、委員を委嘱するものである。委員の任期は、四国中央市立小中学
校教育情報化推進委員会要綱第４条の規定により、平成30年１月１日から平
成30年12月31日までの１年とする。

教育長

只今の議案第32号の説明に、意見質問等ないか問う。
本小中学校教育情報化推進委員会の今後の予定や計画、この会で得られる
成果はどのようなものか。
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学校教育課長

教育長
篠原理委員

これまでは、情報機器等に関して学校からのその場その場による要望的な
要素が強かった。また、学校教育課扱いの物、教育総務課扱いの物というよ
うに教育委員会内での連携も上手く統制されていないのが現状であった。そ
うした部分を根底から見直すことや情報セキュリティーポリシーについても
整備を進めることとしている。
他に意見質問等がないか問う。
資料１の本市小中学校教育情報化推進委員会要綱の抜粋について、内容と
は関係ないが第７条と第８条の順が前回資料と比べ入れ替わっているよう
だ。何か意味があるのか。

学校教育課長

確認し後ほど説明する。

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、32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

管理部長
指導部長

教育長

異議ない旨確認し、議案第32号｢四国中央市立小中学校教育情報化推進委
員会委員の委嘱について｣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
「第４回市議会一般質問要旨及び答弁書（教育委員会関連分）について」
及び「平成29年度一般会計12月補正予算（教育委員会関連分）について」事
務局の説明を求める。
「第４回市議会一般質問要旨及び答弁書（教育委員会関連分）」を資料に
基づき説明する。続いて、「平成28年度一般会計12月補正予算（教育委員会
関連分）について」を資料に基づき説明する。
只今の説明に、意見質問等ないか問う。

篠原祥子委員

寒川グラウンドについてだが、これまでどのような団体がどれ位の頻度で
利用していたのかを伺いたい。

生涯学習課長

スポーツ少年団やサッカー競技等で利用されていた。使用頻度に関して
は、週１回程度である。現在、その団体については、別のグラウンドを使用
いただいている。

篠原祥子委員

これまで学校の運動場を使用できない団体が利用していたのか。

生涯学習課長

社会人の団体等が利用していた。

篠原祥子委員

グラウンドとして使用されない土地は、どのように活用されるのか。
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管理部長

売却の方向で考えている。

教育長

他に意見質問等ない旨確認し、続いて「平成29年度（平成28年度対象）教
育委員会の点検・評価報告書について」事務局の説明を求める。

教育総務課長

「平成29年度（平成28年度対象）教育委員会の点検・評価報告書につい
て」及び教育委員会の点検・評価報告書に係る評価委員の意見・要望への対
応方針について資料に基づき説明する。
なお、本報告書については、第４回市議会最終日に市議会議員各位への配
布を予定している。

教育長

只今の説明に、意見質問等ないか問う。
特にない旨確認し、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

教育長

次回、教育委員会第１回定例会を平成30年１月24日（水曜日）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４時25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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