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令和３年７月 定例教育委員会 議事日程 

 

１ 日 時 令和３年７月２１日（水）午後１時３０分から 

 

２ 会 場 伊予市役所４階 大会議室 

 

３ 出席委員  

 教育長         上 岡   孝 

教育長職務代理者    矢 野 ひとみ 

 教育委員        片 岡 英 富 

 教育委員        長 見 美 保 

 

４ 欠席委員 

 教育委員        髙 橋 久美子 

 

５ 会議に出席した事務局職員 

事務局長          佐々木 正 孝 

学校教育課指導主幹     灘 岡 雅 人 

学校教育課指導主事   松 山 香 織 

学校教育課課長補佐   福 岡 富美子 

学校教育課課長補佐     田 中 富 美 

学校教育課 

学校給食センター所長 川 本 英 人 

社会教育課課長補佐     岡 市 裕 二 

社会教育課課長補佐     北 岡 康 平 

社会教育課課長補佐   堀 内 和 美 

 

６  協議事項等 

⑴ 議案審議   

議案第 21号 伊予市立小中学校の児童生徒に対するタブレットの貸出しに関する要綱の 

制定について 

議案第 22号 伊予市立図書館課題図書展示及び貸出等事業運営要綱の制定について 
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⑵ 報告事項等 

ア 8月教育委員会行事予定について 

イ 事務局報告事項等について 

ウ その他 

 

 

            午後１時 30分 開会 

〇佐々木局長 開会 

〇上岡教育長：それでは、日程に沿って進めさせていただきます。昨日 7月 20日、伊予市内の

各幼稚園、それから小学校、中学校では 1学期終業式を行って、無事夏休みを迎えることがで

きました。42日間の夏休みですが、子どもたちが 9月 1日の 2学期始業式に全員元気に登校で

きることを願っております。 

 今年はコロナ感染等というのがあったわけですけれども、年度初めに伊予中学校のほうで入

学式を延期しましたが、この 1学期間は各学校において感染予防対策もしていただいて、臨時

の休校があったり、臨時で帰したりということが一切ありませんでした。そういうこともなく

全ての 1学期の教育活動が無事できたことを大変うれしく思っております。 

 それでは、会議のほうを始めさせてもらいます。日程に沿って進行をしてまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 日程第 3ですが、本日の会議録署名人は、高橋委員さんが欠席のため、片岡委員さんになっ

ております。よろしくお願い申し上げます。 

 日程第 4、5月定例会議録につきまして、各委員さんに事前にお配りしましたが、ご承認いた

だけますでしょうか。 

（異議なし） 

〇上岡教育長：ありがとうございました。 

 それでは、5月の会議録につきましては承認とさせていただきます。 

 それでは、日程第 5、協議事項等（1）の議案審議に入ります。 

 本日は、2件の議案審議となっております。まず、議案第 21号、伊予市立小中学校の児童生

徒に対するタブレットの貸出しに関する要綱の制定について、事務局から説明をお願いします。 

 佐々木事務局長さん、お願いします。 

〇佐々木局長：それでは説明させていただきます。議案第 21号、伊予市立小中学校の児童生徒

に対するタブレットの貸出しに関する要綱の制定について。 

 伊予市立小中学校の児童生徒に対するタブレットの貸し出しに関する要綱を別紙のとおり制

定したいから、教育委員会の議決を求めるものでございます。 

 提案理由といたしましては、伊予市立小中学校に在学の児童生徒が行う学校教育活動におい
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て必要となるタブレットを貸し出すことに伴い、要綱を制定する必要が生じたので、提案いた

しております。 

 2ページをお願いいたします。 

 第 1条で目的といたしまして、伊予市立小学校および中学校に在籍する児童生徒に対し、伊

予市教育委員会が所有するタブレットを貸し出すことにより、児童生徒の学校、家庭および校

外での ICTを活用した学習を支援し、学力の向上を図ることを目的とするものでございます。 

 第 2条で対象者といたしまして、学校に在籍する児童生徒とすると規定しております。 

 第 3条で貸し出し機器として、本要綱に貸し出しするタブレットは別表のとおりとすると規

定し、議案書 5ページのほうで、その名称および数量のほうを規定しております。 

 第 4条で貸し出し期間として、タブレットの貸し出し期間は対象者が申請時に在籍する学校

を卒業するまでの間とする。ただし、教育長が必要と認めたときは期間を別に定めることがで

きるとしております。 

 第 5条で貸し出し費用といたしましては、タブレットの貸し出しは無料とする。ただし、家

庭での学習に伴う電気料金および通信料金は保護者の負担とするとしております。 

 第 6条で貸し出しの同意といたしまして、タブレットの貸し出しを受けようとする対象者は、

保護者の同意を得て、様式第 1号を学校長に提出するものと規定しております。 

 3ページをお願いいたします。 

 第 7条で遵守事項として、第 1号から第 4号までを規定しております。第 8条といたしまし

て、貸し出しの取り消しといたしまして、第 1号から第 3号までを規定し、第 2項において、

校長は前項の規定により貸し出しを取り消したときは、タブレット貸し出し取り消し通知書に

より、当該対象者等に通知するものとすると規定しております。 

 第 9条において返却を規定し、対象者等が第 4条に規定する貸し出し期間が終了したとき、

または第 8条第 1項の規定により貸し出しを取り消されたときは、当該事由が生じた日から起

算して 7日以内にタブレットを返却しなければならないとしております。 

 第 10条で報告といたしまして、タブレットの利用について重大な事故等が発生したときは、

学校長は速やかに教育長に報告しなければならないとし、第 2項において、教育長はタブレッ

トの利用状況に関し、必要に応じて校長に報告を求めることができるとしております。 

 第 11条において損害賠償とし、対象者等がタブレットを紛失し、または故意もしくは重大な

過失により毀損（きそん）したときは、タブレット紛失破損等報告書、様式第 3号でございま

すが、こちらを校長に提出するとともに、対象者等の負担において損害を賠償しなければなら

ないとしております。 

 第 2項において、第 9条に規定する返却期限までにタブレットの返却に応じないとき、また

は前項に該当するときは、教育長が相当と認める額をタブレット相当額請求書、様式第 4号に

より対象者等に請求するものとする。 
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 第 3項で、特別の事情があると教育長が認めたときは、この限りではないとしております。 

 補足で説明いたしますが、タブレットにおける通常の破損等におきましては、伊予市の公費

のほうで修繕するということにしておりますので、普通の故障等につきましては、保護者の方々

の負担というふうなところは発生しないというふうにしております。この点につきましては、

7ページの貸し出しに関する留意事項の中で、（3）のところでございますが、2行目辺り、市が

修理交換等の対応をいたしますというふうに規定しております。 

 4ページにお戻りいただければと思います。 

 第 12条で、その他とし、この要綱に定めるもののほか、タブレットの貸し出しに関し必要な

事項は教育長が別に定めるとし、この告示は令和 3年 9月 1日から施行すると規定させていた

だいております。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わります。よろしくご審議のほうをお願いいたします。 

〇上岡教育長：どうもありがとうございました。 

 いよいよ 2学期よりタブレットの使用が開始になります。私も昨日、県の教育長会に行って

まいりましたが、各市町においても、この貸し出しとか、そういったことに関しては大変試行

錯誤を重ねてやっている途中であります。県の教育長からも、いろいろ失敗はあるけれども失

敗を参考にしながら使用、それから、ICTの活用ができるようにと県の教育長も言われました。

どうぞ教育委員さん、客観的に今日は見ていただいて、いろいろご質問やら意見やら頂けると

ありがたいと思っています。 

 それでは、ただ今の事務局からの説明に対して、ご質問、ご意見等ないでしょうか。なかな

か一遍に全てを理解するのは難しいと思いますので。 

〇片岡委員：1ついいですか。 

〇上岡教育長：はい。片岡委員さん、お願いします。 

〇片岡委員：損害賠償についてなんですけれども、最大賠償価額はどれぐらいになりますか。 

〇上岡教育長：佐々木事務局長さん、お願いします。 

〇佐々木局長：ただ今のご質問にお答えいたしますが、タブレット 1 台の購入価格が約 6 万

3,000 円となっております。ですので、もしこのタブレットのほうが破損し、修繕しても使え

ないよというふうなことになった場合は、その買い換え額ですので、6 万 3,000 円辺りが上限

額になろうかというふうに考えております。 

 ただ、あくまでも先ほど申しましたとおり、通常の使用において破損等したときには公費の

ほうで修繕を行うとか、あるいは代替え機のほうを用意しておりますので、故意に壊したとか

というふうなことがない限りにおきましては、保護者の負担というふうなところは発生しない

というふうに考えております。 

 以上です。 

〇上岡教育長：ただ今のご説明でよかったでしょうか。 
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〇片岡委員：はい、大丈夫です。 

〇上岡教育長：他に何か。 

 矢野委員さん、お願いします。 

〇矢野委員：2点お尋ねします。 

 まず 1点目は、11条について、もうちょっと詳しくご説明いただけましたらと思います。 

 それと 2点目は、保護者に対しての説明ですよね。それをどのようにして行うのか。教育委

員会のほうからある程度、同じ文書を出すのか。それとも、各学校のほうで声を基に考えて文

書を出すのかどうか。 

 さっきも片岡委員さんのほうからお話がありましたが、やっぱり高価な物を扱うということ

で、保護者のほうもかなり持って帰ることについては心配しているところもあるんじゃないの

かなとも思いますし、低学年と高学年ではまたその扱い、それこそ簡単に言えば、重たいもの

を持ちますから、まず、そこら辺りからもう扱いによって故障が生じることもあるんじゃない

かと思いますので、保護者に対しての説明の在り方、周知の仕方という。 

 また、どこまで、例えば、1 台が 6 万なんぼ何とか、全部これ、壊れたらこれだけ要ります

よとか、そういうふうなことはその辺りどうでしょう。 

〇上岡教育長：ありがとうございました。 

 11条の詳しい説明等の 2点、保護者に対しての説明、教育委員会がするのか、また学校がす

るのか、佐々木事務局長さん、お願いします。 

〇佐々木局長：それでは、ただ今の矢野委員さんのご質問に、説明させていただきます。 

 まず、第 11条のほうを詳しくということでございます。まず、対象者の方が故意にタブレッ

トを紛失したり、または故意であったり、重大な過失により壊したようなときにつきましては、

様式第 3号を校長先生に提出していただき、一応、規定上ということで、対象者の方の負担に

おいて損害を賠償していただきたいというふうなところを考えております。 

 それに伴いまして、教育長はこの対象者の方が、第 9条ですので、返却の部分になります。

返却の部分に規定する返却期限までに、7 日間以内にタブレットの返却に応じないときには、

またタブレット相当額請求書により、対象者等に請求するものとするということで、先ほど申

しましたとおり、上限額が約 6万 3,000円ぐらいになろうかと思いますけれども、そちらのほ

うを請求させていただくと。 

 これはあまり考えにくい、起こりにくいことだとは考えておりますけれども、一応、規定上

はそういうふうに規定しておかなければならないということで、このような格好にさせていた

だいております。 

 第 3 項といたしまして、特別な事情。この 1 項、2項以外にいろいろな事情があろうかと思

いますが、そういうふうないろんな事情が想定されますが、そういうふうな事情があると教育

長が認めたときは、この限りではないというふうなことで、一応、規定をさせていただいてお
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ります。 

 損害賠償ということで、第 11条を規定させていただいておりますけれども、本当に先ほども

申しましたとおり、あくまでも保護者の方への請求というふうなところは発生しないのではな

いかというふうには考えておりますが、損害賠償というふうなことが発生し得ることも想定い

たしまして、このような条項を入れさせていただいております。 

 2 点目の保護者に対しての詳細な説明はということでございますが、これにつきましては、

今後、学校のほうとも打ち合わせをさせていただいて、学校、あるいは教育委員会のどちらが

するかというふうなところは今後煮詰めさせていただきたいと考えております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

〇上岡教育長：ありがとうございました。 

 今のご説明のほう、どうでしょうか。 

 特に持ち帰りについては、どの市町もやはり大変不安に感じております。先ほど矢野委員さ

んが言われましたように、特に低学年、それから、いろんな破損が生じたときにどういうふう

にすればいいのかということで、市町の教育長さんも大変ご苦労をなさっているようです。 

 やはりこの段階では、やっぱり実行しながら、子どもたちに使わせながら、あるいは、ちょ

っと持ち帰らせるのをまだ待っている市町もあるんですけれども、やりながらいろいろ条件を

変えていったり、先ほど言ったように、子どもたち自体に損害賠償がないように、できるだけ

そういったふうにルールを改正、その都度、その都度見直していくしかないだろうということ

でご意見も出ておりました。 

 うちとしましても、これが完璧という、たぶんルールはまだ出来ていませんので、その都度、

その都度、これから学校の意見、それから、生徒、保護者の意見を取り入れながらやっていき

たいと思っております。 

 他は何かご意見、ご質問はないでしょうか。 

 長見委員さん、お願いします。 

〇長見委員：すみません。モバイルワイファイルーターの貸し出しが校長が必要と認める場合

にあるということなんですけれども、これは無料で貸し出しなんですか。 

〇上岡教育長：佐々木事務局長さん、お願いします。 

〇佐々木局長：ただ今のご質問でございますけれども、まず各家庭において、そのワイファイ

環境というふうなのが違っていると思います。ワイファイ環境が既に整っているご家庭、諸事

情により整っていないご家庭があることは認識しています。 

 今回は、ワイファイ環境が整っていないご家庭に対しまして、貸し出しとなりますが、基本

的に通信料は、ご負担いただくように考えています。ただし、一定の基準を満たすご家庭に対

しては、通信料無料での貸し出しも必要になってこようかと考えています。これに関しては、

今後、要綱等の整備も必要と考えています。 
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 ワイファイルーターは、台数の制限がありますので、基本的には各ご家庭で環境整備を整え

ていただきたいと考えております。 

 以上です。 

〇長見委員：ありがとうございます。 

 すみません。ちなみに、通信量の制限はあるんですかね。何ギガまでとかというのは。すみ

ません。 

〇上岡教育長：事務局長、お願いします。 

〇佐々木局長：通信量については、50ギガまでとなっています。 

〇長見委員：分かりました。 

 この機会に伊予市の隅々まで光回線を。できれば私のほうもやっぱり来ていなくて、たくさ

んワイファイ環境、契約して使っていますので、そういう家庭は多いと思うので、またいろい

ろその辺りを考えていただければと思います。 

 すみません。ありがとうございました。 

〇佐々木局長：補足。 

〇上岡教育長：佐々木事務局長、お願いします。 

〇佐々木局長：先ほども申しましたとおり、ワイファイルーターにつきましても台数が限られ

てきておりますので、できる限り今現在環境が整っていないご家庭につきましても環境整備の

ほうに努めていただいて、なるべく市の負担というふうなところが少なくなるように保護者の

方にもご協力いただければと思っております。 

 また、市のほうの考え方といたしましても、市内全域に光回線を今後整備していくというふ

うな考え方も持っておりますので、それと併せて今後家庭における ICTを活用した学習という

ふうなところが伊予市でも進展していくというふうなところになれば、非常に有意義なもので

あるというふうに考えておりますので、また教育委員さん方におきましても、そのようなご家

庭のお話になりましたら、できる限りご協力をいただくようお話しいただければと考えますの

で、よろしくお願いいたします。 

〇上岡教育長：ありがとうございました。 

 今の説明でよかったでしょうか。 

〇長見委員：はい。 

〇上岡教育長：他にご意見、ご質問はないでしょうか。 

 それでは、議案第 21号につきましては承認することとしてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

〇上岡教育長：これからまた、いろいろ改訂とか付け足しとかあると思いますけれども、まず

議案第 21号、異議のないものと認め、つきましては承認といたします。ありがとうございまし

た。 
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 次に、議案第 22号、伊予市立図書館課題図書展示及び貸出等事業運営要綱の制定について、

北岡課長補佐、説明のほうをよろしくお願いします。 

〇北岡課長補佐：失礼をいたします。 

 11ページをお開きください。 

 伊予市立図書館課題図書展示及び貸出等事業運営要綱の制定について、伊予市立図書館課題

図書展示および貸し出し等事業運営要綱を別紙のとおり制定したいから、教育委員会の議決を

求めるものでございます。 

 提案理由といたしましては、伊予市立図書館による課題図書展示および貸し出しの事業を効

果的に実施するため、要綱を制定する必要が生じたので、提案をいたしました。 

 12ページをお開きください。 

 まず、第 1条、趣旨でございますけれども、この要綱は伊予市立図書館が実施する課題図書

の展示および貸し出しにおいて、伊予市立図書館設置条例及び伊予市立図書館設置条例施行規

則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものといたします。 

 第 1条の定義なんですけれども、この要綱において課題図書とは、青少年読書感想文全国コ

ンクールおよび愛媛新聞小学生読書感想文コンクールにおいて課題図書とされたもののうち、

図書館が選書したものをいいます。 

 第 3条の課題図書の貸し出し数および期間でございますけれども、図書館は当該事業を実施

する年度において選書した課題図書について、展示の日から 8 月 31 日までの間における館外

貸し出しは 1回につき 1点とし、期間は 1週間以内とする。 

 2 項でございますけれども、前項の展示の日以前に貸し出しされた課題図書は当該課題図書

の貸し出し期間内に返却を受けるものとするとしておりますけれども、ちょっと補足なんです

けれども、通常の図書館資料は伊予市立図書館設置条例施行規則の第 7 条において、1 回につ

き 5点以内、期間は 2週間以内と定められているところでございますけれども、限られた図書

をできるだけ多くの利用者の方に貸し出しできるように、1 回につき 1 点とし、期間は 1 週間

というふうに定めるものでございます。 

 第 4条の課題図書の展示および推奨ですが、図書館長は課題図書の円滑な貸し出しに必要な

措置を講ずるとともに課題図書の展示および推奨に係る計画を策定し、読書推進による青少年

の健全育成に努めるものとすると規定しております。 

 第 5条、委任ですけれども、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定め

るとしております。 

 13ページのほうをご覧ください。 

 これにつきましては令和３年８月１日から施行することとしております。 

 説明は簡単ですけれども、以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇上岡教育長：ありがとうございました。 
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 ただ今の事務局からの説明に対して、ご質問、ご意見等がありましたら、よろしくお願いし

ます。 

矢野委員さん、お願いします。 

〇矢野委員：大した質問ではないんですが、予定として、この課題図書は各学年何冊ぐらい準

備されるんですか。 

〇上岡教育長：北岡課長補佐、お願いします。 

〇北岡課長補佐：すみません。各学年ではあれなんですけど、全部で 40 冊、40 種類です。で

すから。 

〇矢野委員：低中高出ているんですか。 

〇北岡課長補佐：低中高です、はい。 

〇矢野委員：を全部で 40冊。 

〇北岡課長補佐：40冊ですね。40種類というか、40冊で。 

〇矢野委員：これは全国読書感想文コンクールで 40冊。 

〇北岡課長補佐：この 2つのが 20冊、大体 20冊ずつで、20冊と 18冊で 38冊だと思います。 

〇矢野委員：両方で 40冊。 

〇北岡課長補佐：両方で 40冊。 

〇矢野委員：そうすごい数じゃないんですね。 

〇北岡課長補佐：そうですね。これは複本もございませんので、本当にみんなが上手に借りて

いただかないと、なかなか回らないと。 

〇矢野委員：回りませんよ。 

〇北岡課長補佐：はい。 

 たぶん学校のほうでもご用意はいただているんじゃないかなと思うんです。 

〇矢野委員：そうです、そうです。 

〇北岡課長補佐：図書館として用意しているのは、こういったところになります。 

〇矢野委員：分かりました。すみません。 

〇上岡教育長：他にご質問等はないでしょうか。 

 では、議案第 22号につきましては承認することとしてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

上岡教育長：異議のないものと認め、議案第 22号につきましては承認といたします。 

次に、⑵報告事項等に進めさせていただいたらと思います。「８月教育委員会行事予定につい

て」松山指導主事お願いいたします。 

〇松山指導主事 ８月の学校教育課の行事について説明を行った。 

〇上岡教育長 ありがとうございました。続きまして、社会教育課の行事予定について岡市課

長補佐お願いします。 
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〇岡市課長補佐 ８月の社会教育課の行事について説明を行った。 

〇上岡教育長 ありがとうございました。学校教育課、社会教育課からの説明ございましたが、

何かご質問等ございましたら、お願いいたします。 

〇上岡教育長 それでは「イ 事務局報告事項等について」に移ります。 

〇佐々木局長 特にありません。 

〇上岡教育長 「ウ その他」についてお願いします。 

〇灘岡指導主幹 特にありません。 

〇上岡教育長 それでは、本日会を閉会いたします。 

○佐々木局長 閉会。 

            午後 2時 10分 閉会 

 


