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令和３年３月 定例教育委員会 議事日程 

 

１ 日 時 令和３年３月１７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         渡 邉 博 隆 

教育長職務代理者    矢 野 ひとみ 

   教育委員        鷹 尾 秀 隆 

   教育委員        髙 橋 久美子 

   教育委員        水 口 良 江 

 

４ 会議に出席した事務局職員 

教育監理監         武 智 茂 記 

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   髙 石 達 也 

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 

社会教育課長      泉   一 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 

 

５  協議事項等 

⑴ 議案審議   

報告第2号 伊予市社会教育関係団体登録要綱の一部を改正する告示の専決について 

議案第4号 伊予市社会体育施設管理規則等において使用する様式を定める規則の制定 

について 

   議案第5号 伊予市公民館管理規則の一部を改正する規則について 

   議案第6号 伊予市立教育施設等使用条例施行規則の一部を改正する規則について 

   議案第7号 伊予市社会体育施設管理規則の一部を改正する規則について 
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   議案第8号 伊予市夜間照明施設管理規則の一部を改正する規則について 

   議案第9号 伊予市社会体育大会等出場助成金交付要綱の一部を改正する告示について 

   議案第10号 伊予市立双海中学校生徒タクシー通学支援事業実施要綱の一部を改正 

する告示について 

   議案第11号 伊予市教育委員会委員の辞職の同意について 

 

⑵ 報告事項等 

ア 4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 

〇佐々木正孝事務局長 開会 

○渡邉博隆教育長 ただいまより、今年度最後の３月教育委員会を開催させていただいたらと

思います。 

 早くも宇和島、あるいは松山で桜の開花が言われておりますけれども、今日はちょうど中学

校の４校の卒業式でございました。本来ならば、各委員さんに各学校へ行っていただいて、子

供たちに祝福をしていただくいい機会ではあったと思いますけれども、コロナ禍の中、昨年に

続き自粛という形を取らせていただいて、大変残念な形にはなっとるわけですけども、各学校

とも厳粛に卒業式を挙行して、そして本当に思い出深い学校生活が送れたという、子供たち自

身がそういうふうな思いで座っていたんではなかろうかと、このように思っております。また

機会がありましたら、子供たちへも激励をしていただければ大変にありがたいと思います。 

 ちょうど３月19日、明後日ですが、前方、教職員の異動に関して承諾というんですか、同意

していただきました案件が、教職員内示ということで19日に行われます。そういうことで、一

応お知らせだけしておき、辞令交付がひょっとしたら３月25、６日ぐらいになるんじゃなかろ

うかと思いますが、日にちはちょっと把握しておりませんので、３月19日が校長への内示とい

うことがありますので、一応お知らせをしておきます。 

 本日の会議録署名人、矢野委員さんということでお願いをいたします。 

 それから、１月の会議録報告についてはお手元に届いておると思いますので、御承認いただ

けますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 本日は、協議事項、議案審議がたくさんありますので、一括してできるところもございます
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ので、こちらのほうの進行でさせていただきます。 

 それでは、報告第２号について、伊予市社会教育関係団体登録要綱の一部を改正する告示の

専決についてということで、社会教育課長さん。 

 課長さん、お願いします。 

○泉 一人社会教育課長 それでは、議案書の１ページをお願いいたします。 

 報告第２号伊予市社会教育関係団体登録要綱の一部を改正する告示の専決について説明いた

します。 

 議案書２ページをお願いします。 

 提案理由として、伊予市社会教育関係団体登録更新に際し、要綱の一部を改正する必要が生

じたため、令和３年２月26日に専決処分をしたので、報告するものでございます。 

 議案書３ページをお願いします。 

 社会教育関係団体登録については、２年ごとに更新していただくことにしていますが、現行

の要綱では更新の際に添付する書類は新規登録の際と同じとしておりましたので、今回最低限

必要な書類のみの提出とし、負担軽減を図ろうとするものでございます。 

 改正文中の新旧対照表を御覧ください。 

 第７条において、書類の提出を「期間満了前の20日前」から「期間満了まで」に、提出する

書類を「第３条の各号に掲げる書類」から「次の各号に掲げる書類」とし、１号から３号を追

加しております。 

 改正により、規約または会則、収支予算書及び事業計画書の提出が不要となります。附則と

して、この要綱は令和３年２月26日から施行するとしています。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 社会教育関係団体登録要綱の一部を改正する告示ということで、御説明していただいたわけ

ですけど、これについて御質問、御意見ございましたらお願いいたします。 

 ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 御承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 それでは、この登録に関しての改正する告示、御承認されましたので、次の議案のほうに入

ります。 

 次の、議案第４号、それから議案第６号、議案第７号、議案第８号、関連がありますので、

一括説明をお願いいたします。 

 泉課長さん、お願いします。 
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○泉 一人社会教育課長 それでは、議案第４号、議案第６号、議案第７号、議案第８号は、

教育長さんがおっしゃられましたとおり関連がありますので、一括して説明させていただきま

す。 

 これらの議案は、議案第６号で改正しようとする伊予市立教育施設等使用条例施行規則、同

じく議案第７号の伊予市社会体育施設管理規則及び議案第８号の伊予市夜間照明施設管理規則

について、それぞれの規則で使用している使用許可申請書、使用許可証等の様式は同種類のも

のであり、その様式内容もほぼ同じであることから、事務の効率化及び利用者の利便性の向上

を図るため、様式を統一したものに改正するとともに、それぞれの規則の中に様式を定めるの

ではなく、様式を定める規則を制定し運用しようとするものでございます。 

 議案書18ページをお願いします。 

 議案第６号伊予市立教育施設等使用条例施行規則の一部を改正する規則について。 

 提案理由は、規則に使用する様式を別に定めることに伴い、規則の一部を改正する必要が生

じたので、提案するものでございます。 

 19ページをお願いいたします。 

 改正内容は、新旧対照表に記載しておりますとおり、第２条第１項で使用許可の申請の際の

様式について、「伊予市立教育施設等使用許可申請書（様式第１号。以下「許可申請書」とい

う。）」を、「使用許可申請書（以下、許可申請書という。）」に改めるものでございます。 

 以下、第２項において「使用許可証」に、第４条において「使用許可事項変更申請書」に、

第５条において「使用中止届出書」に、第10条第１項において「使用料還付申請書」に、同条

第２項において「使用料還付（不還付）決定通知書」に、第11条第１項において「特別設備設

置等許可申請書」に、同条第２項において「特別設備設置等許可（不許可）決定通知書」に表

記を改めるとともに、議案書21ページからの改正前欄に記載しております各様式を削除するも

のでございます。 

 24ページの附則において、この規則は令和３年４月１日から施行することとしております。 

 議案書25ページをお願いします。 

 議案第７号伊予市社会体育施設管理規則の一部を改正する規則についても、議案第６号と同

様の理由により提案するものでございます。 

 議案書26ページをお願いします。 

 具体的な改正内容についても、さきの議案と同様で第２条第１項、同条第２項、第４条、第

５条、第10条第１項、同条第２項、第11条第１項、同条第２項において規定する計８種の様式

の表記を改めるとともに、議案書27ページ下段からの各様式を削除するものでございます。 

 31ページ、附則において、この規則は令和３年４月１日から施行することとしています。 

 議案書32ページをお願いします。 

 議案第８号伊予市夜間照明施設管理規則の一部を改正する規則においても、さきの２つの規
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則改正と同様の理由により提案するものでございます。 

 議案書33ページをお願いします。 

 こちらの規則においては、改正する様式が６種となりますが、基本的には議案第６号及び議

案第７号と同様であり、第２条第１項、同条第２項、第３条、第４条、第７条第１項、同条第

２項において規定する様式の表記を改めるとともに、34ページ下段からの各様式を削除するも

のでございます。 

 37ページ、附則において、この規則は令和３年４月１日から施行するとしております。 

 議案第６号から議案第８号にて削除した様式を統一した様式として定め、運用しようとする

規則が議案第４号となります。 

 議案書４ページをお願いいたします。 

 議案第４号伊予市社会体育施設管理規則等において使用する様式を定める規則の制定につい

て、伊予市社会体育施設管理規則等において使用する様式を定める規則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す。 

 提案理由は、議案第６号から議案第８号において説明しました各規則に使用する様式を統一

することに伴い、新たに規則を制定する必要が生じたので、提案するものでございます。 

 議案書５ページをお願いします。 

 様式を定めるための規則であるため、第１条において、この規則において使用する様式を別

表に掲げるところによるものとすると定め、その様式は６ページの別記様式第１号の伊予市社

会体育施設等使用許可申請書から、13ページの別紙様式第８号伊予市社会体育施設等特別設備

設置等許可（不許可）決定通知書までの８様式としています。 

 附則において、この規則は令和３年４月１日から施行するとしています。 

 なお、国の押印見直しの方針を踏まえ、本市においても４月１日から押印を廃止することと

していることから、今回制定する様式においては申請者による押印の箇所をなくすようにして

おります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 関連があるということで、一括でたくさんの説明をしていただいたんですけども、要はそれ

ぞれの申請書のところに省略する申請用紙がそれぞれついておったわけですけども、それを全

部一括して統一しようじゃないかというふうな試みで、今回教育委員会に出させていただいた

ということで、議案第４号による、ここで集約いたしましたよという御説明でございました。 

 何か今の説明に関して御質問、御意見ございましたらお願いをいたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 大体、内容的には把握できましたでしょうか。 

 それぞれに様式がたくさんあったんですけど、一括して統一して対応しましょうというふう
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な形で見直しをかけてこられたんですけど、このような方向で御承認いただけますでしょう

か。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 それでは、議案第４号つながりに、議案第６号、議案第７号、議案第８号につきましては、

御承認いただいたということで、次の議案第５号について説明をお願いします。 

 泉課長。 

○泉 一人社会教育課長 それでは続きまして、議案書14ページをお願いいたします。 

 議案第５号伊予市公民館管理規則の一部を改正する規則について、伊予市公民館管理規則の

一部を別紙のとおり改正したいから、教育委員会の議決を求めるものでございます。 

 提案理由は、様式の見直しに伴い、規則の一部を改正する必要が生じたので、提案するもの

でございます。 

 議案書15ページをお願いします。 

 本文一番最後にございますよう、様式第１号及び第２号を改正しようとするものです。 

 議案書16ページをお願いします。 

 様式第１号においては、大きな変更はございませんが、申請者の丸印を削除し、使用料の減

免申請理由欄に登録番号記載欄を、施設使用料欄に確認欄を追加することが主な変更点でござ

います。 

 議案書17ページをお願いします。 

 様式第２号においては、現在の使用許可書の様式はほぼ第１号様式の記載事項と同じ内容で

あり、申請書に記載した公民館名をはじめとし、申請者が記載した内容を全て記載する必要が

あるなど、事務が煩雑な様式となっているため、今回何年何月何日付、第何号で受け付けた使

用許可申請書について、下記の条件をもって許可しますという表記にすることにより、事務の

効率化が見込めることから改正するものでございます。 

 17ページ下段、附則により、この規則は令和３年４月１日から施行するものとしておりま

す。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの公民館管理規則の一部を改正する規則についても、先ほど御説明したような、そ

ういうような趣旨と同じような内容で説明がございました。 

 これについて、何か御質問、御意見ございましたらお願いいたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 泉課長さんが言われておったように、４月１日から押印廃止というところ

で、できるだけ判をつくところは全部省略という形になっておりますので御認識していただけ
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たらありがたいと思います。 

 ございませんか。よろしゅうございますか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい。そしたら、議案第５号伊予市公民館管理規則の一部を改正する規則

について御承認をいただきました。 

 続きまして、議案第９号について御説明お願いいたします。 

 泉課長。 

○泉 一人社会教育課長 続きまして、議案書38ページをお願いします。 

 議案第９号伊予市社会体育大会等出場助成金交付要綱の一部を改正する告示について、伊予

市社会体育大会等出場助成金交付要綱、平成17年教育委員会告示第18号の一部を別紙のとおり

改正したいから、教育委員会の議決を求めるものでございます。 

 提案理由は、交付申請について、大会別に方法を定めることに伴い、要綱の一部を改正する

必要が生じたので、提案するものでございます。 

 本要綱で助成対象とする大会は、愛媛県スポーツ・レクリエーション祭と、愛媛県スポーツ

少年大会の２つの大会でございます。この２つの大会への参加申込方法が異なっているため、

今回それぞれの大会に応じた助成金交付方法を明確化するものでございます。 

 議案書39ページをお願いします。 

 対照表により御説明します。 

 第４条、第５条においては、条文の表記方法を他の助成金、補助金交付要綱に統一し、第４

条は助成金の交付を受けようとする団体は、助成金交付申請書様式第１号に関係書類を添えて

市長に提出しなければならないとし、第５条は規定による出場助成金交付申請に規定する申請

書に、「当該団体」を「申請者」に改めるものでございます。第６条においては、助成金の交

付については両大会とも大会前に全額交付することとしていましたが、改正後は１号において

愛媛スポーツ・レクリエーション祭に出場する団体に対しては、実績報告に基づき後払いと

し、２号において愛媛スポーツ少年大会に出場する団体に対しては前払いとするよう条文を整

理するものでございます。 

 40ページですが、旧要綱第７条を削除することにより、第８条、第９条をそれぞれ第７条、

第８条に繰上げ、第７条においては第４条等と同様に他の条項等と表記を統一し、「代表者」

を「助成団体」に改めるものでございます。また、様式第４条（第７条関係）を第６条関係に

改めます。 

 附則において、この告示は令和３年４月１日から施行することとしています。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 伊予市社会体育大会等出場助成金交付要綱の一部を改正する告示についてということで、御
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説明が終わりました。 

 何か御質問、御意見ございませんでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ないようでしたら、御承認いただけますでしょうか。 

 構いませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい。それでは、伊予市社会体育大会等出場助成金交付要綱の一部を改正

する告示について御承認いただきましたので、次へまいらせていただきます。 

 議案第10号伊予市立双海中学校生徒タクシー通学支援事業実施要綱の一部を改正する告示に

ついてお願いします。 

○事務局 それでは、議案書41ページをお願いいたします。 

 議案第10号伊予市立双海中学校生徒タクシー通学支援事業実施要綱の一部を改正する告示に

つきましては、提案理由にもありますとおり、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に、通

学バスにおける３密を回避するため、今後も引き続きタクシーと併用して通学することに伴

い、要綱の一部を改正する必要が生じたので、提案しております。 

 双海中学校へは、ＪＲ喜多灘駅から双海中学校へ生徒のほうを運んでおりますが、この通学

バスは運転手さんを含めて定員29名乗りですが、令和２年度におきましては定員数をオーバー

した生徒さんを運んでおることで、タクシーを併用した格好で生徒さんのほうを双海中学校ま

で運んでおりました。 

 令和３年度におきましては、その生徒数のほうが減少するということで、この要綱自体につ

きましては令和２年度、令和３年３月31日をもって廃止するというふうな格好で動いておりま

したが、先ほど申しましたとおり、新型コロナウイルス感染症予防対策のために、この通学タ

クシーのほうを併用して令和３年度も生徒さんのほうを学校まで運ぶ必要が生じたため、一部

改正するものでございます。 

 42ページをお願いいたします。 

 改正前におきまして、附則の施行期日１で、この告示は令和２年４月１日から施行する、２

で告示の執行といたしまして、この告示は令和３年３月31日限りでその効力を失うとしてお

り、告示の執行に伴う経過措置を第３項で規定しておりましたが、先ほど申し上げましたとお

り、この要綱のほうをまだ引き続き施行する必要がございましたので、施行期日並びに告示の

執行の部分を廃止し、この告示は令和２年４月１日から施行するに改めさせていただいており

ます。 

 43ページをお願いいたします。 

 附則といたしまして、先ほど申しました施行期日、それから告示の執行を省いた要綱につき

まして、この告示は令和何年何月何日から施行するとしておりますが、こちらにつきましては
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議決日から執行するような格好で考えております。 

 以上、簡単ではございますが説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 ただいま双海中学校の生徒タクシー通学支援事業実施要綱の一部を改正する告示について説

明が終わりました。 

 何か御質問はございますか。 

 タクシーと併用しておる、いわゆる生徒の利用人数はどれぐらいを想定していますか。 

○事務局 申し訳ございません。今はちょっと覚えてないんですが、令和２年度におきまして

は29人いました。令和３年度におきましては、若干数減っておりまして20数名でございますけ

ど、バスだけで運搬する場合でありましたら密の状態になるということで、バスの乗車定員数

を減らしてタクシーのほうを併用して学校まで運搬するというふうな格好で考えております。 

○渡邉博隆教育長 はい。人数的にはまだ確定してないようですが、３密を防ぐということで

バスのほうの乗車数をタクシーに回して運搬するというふうな、そういうふうな子供たちにと

ってはありがたいだろうと思います。そういう形での措置をしていただいております。 

 何かございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ないようでしたら、御承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 そしたら、議案第10号伊予市立双海中学校生徒タクシー通学支援事業実施要綱の一部を改正

する告示については御承認されました。 

 一応、議事日程の中に出ております、議案審議の中で出ておる議案第10号まで済んだんです

が、追加議案を上程させていただいたらと思いますので、伊予市教育委員会会議規則第10条

に、教育長が必要があると認めたとき、会議に諮り、議事の日程の順序を変更し、または追加

することができるとの規定に基づき、追加議案を上程させていただいたらと思いますが、御異

議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 そしたら、準備の都合上、暫時休憩させていただいたらと思います。 

午後２時00分 休憩 

            午後２時10分 再開 

○渡邉博隆教育長 大変長らくお待たせしました。ただいまより再開をいたします。 

 水口良江教育委員から、教育委員の辞職願が提出されています。 

 お諮りします。 
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 この際、伊予市教育委員会委員の辞職の同意についてを日程に追加し、議題とすることに御

異議ありませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 異議なしと認めます。 

 したがって、伊予市教育委員会委員の辞職の同意についてを日程に追加し、議題といたしま

す。 

 なお、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条第３項の規定により、水口良江教育

委員は本案件に参与することができませんので、退席をお願いいたします。 

 それでは、事務局より説明を求めます。 

○事務局 それでは、議案書その２をお願いいたします。 

 議案書１ページになりますが、議案第11号伊予市教育委員会委員の辞職の同意について御説

明申し上げます。 

 提案理由といたしまして、教育委員を辞職したい旨、水口良江教育委員から令和３年３月

17日に申出があったので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第10条に基づき提案いた

しております。 

 以上で提案理由の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 ただいま事務局より説明がありました。 

 質疑、御意見等がございましたら、お願いをいたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ないようでしたら、水口良江教育委員の辞職に同意することに御異議ござ

いませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 御異議なしと認めます。 

 よって、水口良江教育委員の辞職に同意することに決しました。 

 水口良江氏の入室を許可いたします。 

 この席から、水口良江氏に教育委員の辞職は同意されましたから口頭で通知をいたします。 

 この際、水口良江氏から辞任の挨拶がございます。 

○水口良江委員 私、一身上の都合で辞職をしたいという願いを出させてもらいました。皆さ

んに御同意をいただきまして、本当にありがとうございます。 

 ちょうど思い返せば、１期と２年にちょっと届かないんですけれど、６年足らず委員をさせ

ていただいたわけでございますが、専門性も何にもない私が今日までこられたのは、教育長さ

んをはじめ矢野委員さん、鷹尾委員さん、そして髙橋委員さんの、本当に皆さんに助けていた

だいたおかげだと感謝を申し上げております。 
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 そして、事務方のほうでは武智監理監をはじめ事務局長さん、そして指導主任の先生方、今

ここにいらっしゃる課長さんや課長補佐さんにも大変お世話をおかけいたしました。突然、私

も変なことを申し上げるもんだから、対応に困ったことも多かったんではないかと思いますけ

れど、丁寧に優しく寄り添っていただけたことを本当に感謝をいたします。 

 最後に、皆さんが、今の教育の現場っていうのはこの２、３年、目まぐるしい変化の過渡期

みたいなことになっておりまして、大変だなと私は思いながら、専門用語を理解するのになか

なか、この１、２年は私自身はとっても大変でした。それで、教育の現場の先生方、それから

子供たちがどうかいい方向にいってほしいなと、とても気にかかってはおります。 

 教育長さんをはじめ委員さん方がますますお元気で、その取組に御活躍いただけることを願

いまして、言葉は足りませんがお礼の挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございま

した。（拍手） 

○渡邉博隆教育長 大変長いことお世話になりましてありがとうございました。 

 特に、人権教育のほうでは社会教育指導員さんの経験を踏まえて、各校にその啓発を十分浸

透させていただいたこと、一つの功績ではなかろうかというふうに思います。どうぞ健康に留

意されて、また日々をお過ごしいただいたらありがたいと思います。本当にありがとうござい

ました。 

 以上をもちまして本日の議案審議を終わらせていただきます。 

続きまして、報告事項に入ります。「ア ４月教育委員会行事予定について」学校教育課から

お願いします。 

〇高石指導主事 ４月の学校教育課、学校関係の行事について説明を行った。 

〇渡邉博隆教育長 ありがとうございました。続きまして、社会教育課、お願いします。 

〇岡市課長補佐 ４月の社会教育課の行事について説明を行った。 

〇渡邉博隆教育長 「イ 事務局報告事項等について」お願いします。 

〇佐々木正孝事務局長 補正予算及び当初予算の説明を行った。 

〇渡邉博隆教育長 「ウ その他」についてお願いします。 

〇灘岡指導主幹 学校教育基本方針の改正の説明を行った。 

〇佐々木正孝事務局長 押印廃止方針の説明を行った。 

〇川本学校給食センター長 検食について説明を行った。 

○渡邉博隆教育長 以上で３月の定例教育委員会を閉じさせていただきます。 

○佐々木正孝事務局長 閉会。 

            午後３時00分 閉会 
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