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令和２年四国中央市教育委員会第12回定例会会議録
日

時
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場

所

四国中央市庁４階

401会議室

委員定数
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出席委員

教育長 東
委員 石川

誠 、委員
卓

欠席委員

委員

光代

会議に出席した
公務員の職氏名

参与 眞鍋 葵
教育管理部長 石川 正広 、教育指導部長 古川 拡延 、
教育総務課長 森実 啓典 、学校教育課長 渡邉 真介 、
生涯学習課長 窪田 壮哲 、文化・スポーツ振興課長 田邉 真二 、
教育総務課長補佐 鈴木 崇士 、教育総務課係長 佐藤 崇 、
教育総務課 戸田 浩史

傍聴人

なし

日

開会宣言
教育長挨拶

程

星川

篠原 祥子 、委員 篠原 理 、

日程第１ 令和２年第11回定例会会議録の承認
日程第２ 令和２年第12回定例会会議録署名人の指名
日程第３ 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４ 議事
議案第42号 四国中央市立小中学校ドリル型学習ソフトウェア選定委員
会要綱について
議案第43号 公民館長の任命について
議案第44号 四国中央市立小中学校ドリル型学習ソフトウェア選定委員
会委員の任命について
日程第５ 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
令和２年度一般会計12月補正予算について
閉会宣言
会議の概要
事務局

開会
午後２時30分 定刻になったので、令和２年第12回定例会を開会する。
なお、星川光代委員から欠席の届けがあったが、出席委員が定足数に達し
ているので、本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。
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東教育長

教育長挨拶
今年も残すところ１週間となり何かと気忙しくご多忙の中、12月定例会に
ご出席をいただき感謝申し上げる。本年最後の定例会になるので挨拶を考え
ていたが、頭はコロナ一色の2020年から離れることができなかった。
年初めは、オリンピック・パラリンピックが開催される年として輝かしい
スタートを切った。暖冬で穏やかなお正月であった。しかし、既にその頃、
新型コロナウイルス感染症の猛威はすぐそばに忍び寄っていた。２月頃から
新型コロナウイルス感染症の報道が増え、マスクを探してドラッグストアを
はしごするというような話題が尽きなかったことを思い出す。それ以降は、
国内も世界的にも新型コロナウイルス感染症によりパニックとなった。初の
緊急事態宣言が発令され、不要不急の外出自粛や学校の休業要請などが行わ
れたほか、様々な事業が中止となり経済への打撃も著しい状況であった。現
在も日々感染者数が増加している中、数字にも驚かなくなっている自分がい
るが、あの頃はまさに緊迫した状況であった。前例もなく正解もわからない
中での判断や決断は相当に厳しく、誰もが不安を募らせていたものと思う。
私たちは、新型コロナウイルス感染症が流行してから、初めての冬、年末
年始を迎えることになる。ウイズコロナの生活の中で、夏の初めのころは今
辛抱をしていれば年末年始こそはお酒を酌み交わし、親戚や親しい人たちと
旧交を温められると考えていた。しかし、１年を終える今、私たちの社会に
とって特別な時期である年末年始も、命と暮らしを守るために静かに過ごす
ことが求められる状況にある。今年はまさに青天の霹靂、誰もが環境を一変
してしまった。そして、まだまだ感染症対策を緩めることはできないが、関
係者の皆様のご理解とご協力のおかげでどうにか今日を迎えることができて
いることを有難く思う。
コロナ一色ではあったが、この１年を振り返ってみると様々な出来事があ
った。東京オリンピック・パラリンピックの開催が延期されたが、新型コロ
ナウイルス感染症の流行がなければ、今頃、年末特番でオリンピックの特集
が流され歓喜の声がテレビ等からあふれていただろうと思う。安倍政権が終
わり菅内閣が発足したが、コロナの終息が見えない中、厳しい政治手腕が問
われている。頑張っていただきたいと思う。当市においては、11月の市議会
議員選挙では新しく６人の議員が誕生し、12月議会においては議場の雰囲気
も大きく変わった気がした。新人議員の中には、子育て環境や教育に関心を
もたれている方が多いようなので、その面においても新しい風が吹き込まれ
るのではないかと思っている。教育委員会において成果のある内容も多くあ
った。歴史考古博物館高原ミュージアムの開館、市民プールのオープン、書
道パフォーマンスへの熱い思いを継承した代替事業、また、コロナには関係
なく中学校教科書の採択、新宮小中学校特認校の充実、みしま分校の開校に
向けた準備、ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ環境の整備等々、今年度
の事業が粛々と進められた。大きな変更を余儀なくされた小学校の修学旅行
も、12月11日で全小学校が無事終えることができた。私の安堵していること
の一つである。様々な学校行事や文化・スポーツ、社会教育行事等に影響が
生まれ対応に苦慮することも多々あったが、担当課において知恵を出し工夫
を凝らしながら進めていただいた。これまでのやり方が踏襲されることが多
い行事の在り方について、見直しをする良い機会になったこともある。ソフ
ト面においては、保護者から学校に寄せられる意見や要望や苦情が価値観の
多様化や保護者自身の不安感の増大に伴い対応が益々困難な状況が増えてい
る。場合によっては教職員の心身への大きな負担や日常の業務への支障とな
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り、児童・生徒の教育活動に大きな影響を及ぼす事も出てきている。これら
のことは、今後の学校における大きな課題の一つになってくるのではないか
と思っている。また、いじめについてはＳＮＳに係る問題が多くなったり、
不登校については小学生が増えたりしている。これは当市だけでなく東予管
内においても同じ状況にあり、不登校については昨年度の総合教育会議にお
いて皆様からいただいたご意見のとおりだと分析ができる。加えてこの件に
ついても、コロナにより年度初めに休みが続いたことも少なからず影響をし
ているのではないかと考える。いずれにしても学校としては、子どもたちの
命に関わるようなことは絶対に避けなければならない。また、長引けば長引
くほど子ども自身に与える影響の大きさを考え、保護者等との連絡を綿密に
行い教育委員会も関わって解決に向かうために多くの労力を注いできたとこ
ろである。
来年１月の行事である成人式の方針決定については、教育委員の皆様から
もご意見をいただき感謝申し上げる。当市においても延期ということになっ
たが、経緯等については後ほど報告させていただく。その他、やまじっこマ
ラソン大会、新春競書大会、コミュニティ・スクール研修会、学校保健研究
大会、総合教育会議に向けての勉強会等、多く予定されていることがあるの
でお時間の許す範囲でご出席いただければと思う。
皆様にはこの１年間大変お世話になった。コロナ禍にはあるが、新年を迎
えることができることを皆様に感謝申し上げる。新薬やワクチンの開発につ
いて急ピッチで進められているとの報道がされているが、希望者すべてが接
種できるようになるにはまだまだ先のようである。来年の早期収束を願い議
事に入る前の挨拶とさせていただく。
事務局

東教育長

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。令和２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。

事務局

令和２年第11回定例会会議録案の概要を説明する。

東教育長

令和２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。

東教育長

東教育長

東教育長

承認の旨確認し、令和２年第11回定例会会議録の原案を承認する旨宣す
る。既に指名の教育委員には、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
令和２年第12回定例会会議録署名人に、篠原理委員、石川卓委員を指名す
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。
続いて、各課から事務報告を求める。
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森実教育総務課長

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 市議会臨時会が開催され、新たに議長、副議長が選任された。
12/8～24 令和元年第４回市議会定例会が開催された。
12/15～17 令和元年第４回市議会定例会の一般質問が行われた。
12/18 令和元年第４回市議会常任委員会（教育厚生委員会）が行われ
た。
ＧＩＧＡスクール関係、新居浜特別支援学校みしま分校工事の進捗状況に
ついて説明する。

窪田生涯学習課長

生涯学習課所管の社会教育・人権教育に関し、資料に基づき事務報告す
る。
12/7 人権・同和教育推進者養成講座の第３回目を昼夜で開催している。
例年は５回開催されるが、今年度は時期をずらして回数を３回に制限しての
開催としている。最終的に176名の方が修了された。
先ほど教育長からも話があった成人式の延期について、資料に基づきその
経緯等を説明する。

田邉文化・スポー 文化・スポーツ振興課所管の文化振興・スポーツ振興・図書館に関し、資
ツ振興課長
料に基づき事務報告する。
11/28～12/6 県展四国中央市移動展を開催し、1725名の来場があった。
12/12 第121回四国中央ふれあい大学講座が開催され、251名の参加を得
ている。
12/6 第17回四国中央市駅伝競走大会を開催し、62チーム、459名の方々
に参加いただいている。
12/20 第16回四国中央市綱引大会を開催し、20チーム、160名の方々に参
加いただいている。
各図書館については、新型コロナウイルス感染症予防策を講じながら開館
を続けているところである。
また、現在、第３期の子ども読書活動推進計画を策定しており、来月の教
育委員会定例会において案をお示しできればと考えている。
曉雨館については、12/8から企画展「宇摩の変わり者？！安藤正楽～書簡
でみる正楽像～」を開催している。
渡邉学校教育課長

東教育長

学校教育に関し、資料に基づき事務報告する。
12/3 教育支援委員会を開催している。
12/8、9 市学力調査を実施している。
12/19 教員キャリアアップ研修会を開催し、全５回の研修会を全て終え
た。
12/23
ＧＩＧＡスクール構想全体説明会を研修会と併せて開催してい
る。
12/25 本日、市内各小中学校の２学期終業式である。
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。
今月についても合同パトロールや各地区の補導委員会等を実施している。
只今の各報告について、意見質問等がないか問う。
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石川卓委員

成人式の延期後の予定等は決まっているのか。

窪田生涯学習課長

今後の概要等について説明する。

石川卓委員

会場となるしこちゅ～ホールとの調整はできているのか。

窪田生涯学習課長

お見込みのとおり、調整させていただいている。

石川卓委員

市内全小学校の修学旅行を終えることができたとのことだが、行先につい
ては近場に変更されたのか。

渡邉学校教育課長

お見込みのとおり、従来の予定を変更して実施している。

東教育長

他に意見質問等ないか問う。

篠原祥子委員

歴史考古博物館高原ミュージアムの入場状況について伺いたい。

田邉文化・スポー
ツ振興課長
篠原祥子委員

入場人数等、状況について説明する。
各学校から見学に訪れる際、バス等による送迎も考えているのか。

田邉文化・スポー コロナ禍という状況もあるので、学校側とも協議を行いながら進めていき
ツ振興課長
たいと考えている。
渡邉学校教育課長

昨年度から自然の家の活動と併せて、歴史考古博物館高原ミュージアムの
見学を計画している。

篠原理委員

先月末に北地区交流センター（仮称）建設委員会先進地研修が実施された
が、進捗状況は順調なのか。

窪田生涯学習課長

北地区交流センター（仮称）建設に関しての進捗状況を説明する。

東教育長

他に意見質問等ないか問い、特にない旨確認し議事に移る。

東教育長

渡邉学校教育課長

議事
議案第42号｢四国中央市立小中学校ドリル型学習ソフトウェア選定委員会
要綱について｣を上程し、議案の説明を求める。
議案第42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、小中学校にドリル型学習ソフトウェアを導入するに当
たり、選定委員会を設置することに伴い、本要綱を制定するものである。

東教育長

只今の議案第42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42号について異議ないか問う。

全委員

異議ない旨伝える。
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東教育長

異議ない旨確認し、議案第42号｢四国中央市立小中学校ドリル型学習ソフ
トウェア選定委員会要綱について｣の原案を可決する旨宣する。
続いて、議案第43号｢公民館長の任命について｣を上程し、議案の説明を求
める。

窪田生涯学習課長

議案第43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、小富士公民館長の辞任に伴い、社会教育法第28条及び
四国中央市公民館条例第３条の規定により、同館長を任命するものである。

東教育長

只今の議案第43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43号について異議ないか問う。

全委員

異議ない旨伝える。

東教育長

異議ない旨確認し、議案第43号｢公民館長の任命について｣の原案を可決す
る旨宣する。
続いて、議案第44号｢四国中央市立小中学校ドリル型学習ソフトウェア選
定委員会委員の任命について｣を上程し、議案の説明を求める。

渡邉学校教育課長

議案第44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ドリル型学習ソフトウェア選定
委員会要綱第３条第３項の規定により、四国中央市立小学校及び中学校にお
いて使用するドリル型学習ソフトウェアの選定を公正かつ適正に行うため、
四国中央市立小中学校ドリル型学習ソフトウェア選定委員を任命するもので
ある。

東教育長

只今の議案第44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44号について異議ないか問う。

全委員

異議ない旨伝える。

東教育長

東教育長

異議ない旨確認し、議案第44号｢四国中央市立小中学校ドリル型学習ソフ
トウェア選定委員会委員の任命について｣の原案を可決する旨宣する。
以上で日程に示された議案を全て終了したことを宣し、続いてその他の案
件に移る。
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」事務局の説明を求
める。

石川教育管理部長
「第４回市議会定例会一般質問要旨及び答弁について」を資料に基づき説
古川教育指導部長 明する。今回、教育委員会関係については５名の市議会議員より質問を受け
ている。
東教育長

只今の説明に意見質問等ないか問う。
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篠原祥子委員

森実教育総務課長
東教育長

学校のトイレ（和式、洋式）に関して、列をなすほど洋式トイレを使用す
る子どもたちが多いのか。
学校のトイレの使用状況について説明する。
その他に意見質問等ないか問う。特にない旨確認し、続いて「令和２年度
一般会計12月補正予算について」事務局の説明を求める。

石川教育管理部長

「令和２年度一般会計12月補正予算について」を資料に基づき説明する。

東教育長

只今の説明に意見質問等ないか問う。特にない旨確認する。
他に報告事項等ないか問う。

森実教育総務課長

次回定例会の招集を願う発言。

東教育長

東教育長

次回、教育委員会第１回定例会を令和３年１月22日（金曜日）午後１時30
分から、四国中央市庁４階401会議室に招集する。
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３時54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 鈴木 崇士
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