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7月 定例教育委員会 議事日程 

 

１．日 時 平成28年7月20日（水）午後1時30分から 

２．会 場 教育委員会 三世代交流室 

３．出席委員  

教育委員長    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 

  教育長      渡 邉 博 隆 

４．会議に出席した事務局職員 

教育監理監     井 上 伸 弥 

事務局長      靏 岡 正 直 

学校教育課指導主幹 大 西 聡 

学校教育課指導主事 久 保 田 貴 章  

学校教育課課長補佐 小 田 忠 幸 

社会教育課長   森 田 誠 司 

社会教育課課長補佐 矢 野 真 人 

社会教育課課長補佐 安 田 敦  

学校給食センター所長  大 西 昌 治 

５．協議事項等 

(1) 議案審議 

議案第38号  伊予市教育支援委員会規則の一部を改正する規則について 

議案第39号 伊予市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示について  

議案第40号 伊予市指定文化財保護事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示について 

 

（2）報告事項等 

ア 5月会議録報告 

イ 8月教育委員会行事予定について 

ウ 事務局報告事項等について 

エ  その他 

 

６．閉 会 
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○靏岡局長 開会を宣言 

○矢野委員長 それでは７月の定例教育委員会を開会したいと思います。 

 今日は市内各小・中学校で終業式があったと思います。また後で一学期終了の様子等お知ら

せいただけるとありがたいかなと思います。よろしくお願いします。 

 今回の会議録の承認のほうは鷹尾委員さんになっておりますので、よろしくお願いします。 

それでは、協議事項等に入りたいと思います。 

 １、議案審議。議案第38号伊予市教育支援委員会規則の一部を改正する規則について説明を

お願いします。大西先生お願いします。 

○大西指導主幹 資料の１ページをお開きください。伊予市教育支援委員会規則の一部を改正

する規則について、伊予市教育支援委員会規則の一部を別紙のとおり改正したいので、教育委

員会の議決をお願いします。提案理由、業務内容の変更と見直しを行う必要が生じたので提案

をしました。資料の３ページに新旧対照表を載せておりますので、それで説明をさせていただ

きたいと思います。 

 右側が現行、左側が改正案を載せています。現行のほうにありますように、教育支援委員会

の規則の中に診断という言葉が非常にたくさん使われております。実際に診断を行うのは医師

であることから、ここの表現としては適切ではないのではないかということを、前年度から御

指摘を受けておりました。そこで、今から申します改正案のほうに変更をさせていただきたく

提案をします。 

 １番目、診断に必要な諸検査、教育相談及び診断依頼というところに関しまして、適切な就

学先等の決定を支援するために必要な諸検査に関すること。 

 ２つ目、専門医による医学的診断の依頼、ここを就学、入級または通級等についての教育相

談及び診断に関すること。 

 ３番目、検査、診断等の結果の判別、これを関係機関との連絡調整に関すること。 

 ４番目、診断に必要な研修を、諸検査や判断等に必要な研修に関すること。 

 最後５番目については、その他適切な就学及び一貫した教育支援の充実を図るために必要な

業務という後に、関することというのをつけさせていただきました。これによりまして、伊予

市教育支援委員会の業務の内容が少し広がったような形で取り組むことができるようになると

思います。 

 以上で説明を終わります。 

○矢野委員長 はい、ありがとうございました。御説明をいただきました。何か御質問等ござ

いませんでしょうか。 

〈｢異議なし｣と呼ぶ者あり〉 

○矢野委員長 それでは改正案、原案等に決定してよろしいでしょうか。 

〈｢異議なし｣と呼ぶ者あり〉 
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○矢野委員長 はい、決定しました。よろしくお願いします。続きまして、議案第39号、伊予

市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示について、説明をお願いしま

す。靏岡局長さんお願いします。 

○靏岡局長 それでは、議案第39号、伊予市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改

正する告示について。提案理由、子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴い、要綱の一部

を改正する必要が生じたので提案したものでございます。この内容につきましては、私立幼稚

園に就園している児童の属する世帯について、多子世帯の保護者負担軽減と、ひとり親世帯等

の保護者負担の軽減を行うために、就園奨励費補助金の扶助限度額を変更するものでございま

す。改正案の概要につきましては、多子世帯の保護者負担の軽減としまして、市町村民税の所

得割課税額が７万7,100円以下の世帯について、これまで小学校３年生を上限としていた多子

世帯の計算に係る年齢制限を撤廃しまして、第２子を半額、第３子以降を無償化ということで

実施いたします。それと、ひとり親世帯等の保護者負担の軽減としましては、市町村民税所得

割課税額７万7,100円以下の世帯のひとり親世帯と、在宅障害児のいる世帯、その他の世帯の

子どもにつきまして保護者負担額の軽減措置を実施するものでございます。また、このあと説

明しますが、補助金算定額を第２方式から第３方式へ変更します。それと18ページの附則にあ

りますように、この要綱は平成28年４月１日から適用いたします。 

 それでは、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。19ページからになります。なお、

この新旧対照表、文字が非常に小さくなっておりますので、その前の５ページからの別表を合

わせて見ていただけたらと思います。別表１と２につきましては、幼稚園に子供さんが１人、

２人、３人以上就園している場合でございます。別表３と４につきましては、小学生以上の兄

弟がいる場合の表になります。全てにおきまして、補助限度額の最高額が20万4,000円でござ

います。まず、先ほどいいました２点、第２方式から第３方式へ変更ということにつきまし

て、現行の要綱の区分３及び区分４、新旧対照表の変更の区分３、区分４を見ていただきたい

と思いますが、適用の範囲は市町村民税所得割額が計算によって金額が変わってきます。つま

り、金額に幅があります。これが第２方式と呼ばれるものです。それが今回の改正案のように

区分３では７万7,100円以下、そして区分４では21万1,200円以下として金額が固定しているの

が第３方式で、今回はこの第３方式に変更するものでございます。 

 次に、ひとり親世帯の保護者負担の軽減でございますが、別表の２と別表４、これがひとり

親世帯等になります。それぞれその前の表、つまり別表１、別表３のうち区分１から３までの

世帯、つまり市町村民税所得割額が７万7,100円以下の世帯が対象となっております。補助限

度額が増額されております。それと多子世帯の保護者負担軽減につきましては、別表３をごら

んいただきたいと思いますが、補助限度額の区分におきまして、現行制度では小学校１年生か

ら３年生までの兄や姉がいる場合は、その兄弟を第１子としまして園児を第２子第３子、小学

校３年生までの兄弟が２人いた場合には園児を第３子として計算しておりましたが、今回の改
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正案では、この区分１から３までの市町村民税所得割課税額が７万7,100円以下の世帯につき

ましてはその年齢制限を撤廃しまして、生計を一にする兄または姉というふうにしておりま

す。あと、様式につきましては、改正に伴いまして全ての様式を変更しようとするものでござ

います。以上でございます。 

○矢野委員長 はい、ありがとうございました。 

 子ども・子育て支援法施行令が変わりました。変わったことによる援助額の設定、詳しく御

説明をいただきました。 

法に基づいて変わったということで。 

御質問等ございませんでしょうか。 

〈｢なし｣と呼ぶ者あり〉 

○矢野委員長 それでは、よろしいでしょうか。 

〈｢異議なし｣と呼ぶ者あり〉 

○矢野委員長 それでは続きまして、議案第40号伊予市指定文化財保護事業費補助金交付要綱

です、同要綱の一部を改正する議案です。説明をお願いします。 

○森田課長 それでは資料32ページになります議案第40号伊予市指定文化財保護事業費補助金

交付要綱の一部を改正する告示について、提案理由、文化財の保存顕彰事業の補助対象範囲を

拡大するため告示の一部を改正する必要が生じたので提案をいたしております。といいますの

は、先般、伊予稲荷神社の関係者より愛媛県指定文化財であります楼門の塗装を行うため市の

補助金の交付を受けたいとの申し出がございました。この伊予稲荷神社でございますが皆さん

御承知だと思いますが、一応こちら朱塗りの楼門でございます。これの塗り替えの申請を受け

たわけでございますが、現要網を確認いたしましたところ、この要網の補助対象となっている

文化財につきましては、伊予市指定のものに限られておりまして、県指定文化財につきまして

は対象外というふうな取り扱いとなっております、これから先につきましては、新旧対照表を

見ながら説明をさせていただきたいと思いますので、35ページをお開きください。 

 新旧対照表の右側は現行でございますが、第１条の２行目の最後のほうになりますが、伊予

市指定文化財の保存管理及び修理の事業に対し補助金を交付するというようなことでございま

して、先ほど申し上げましたとおり、伊予市指定の文化財のみこの補助金交付要綱は対象とな

っております。それで、今回の県指定文化財の修復では県補助金が３分の１交付されますが市

の継ぎ足し補助がないということで残りの３分の２が地元関係者負担というふうになります。

これが県指定ではなくて市の指定文化財でしたら２分の１市から交付されますので、地元負担

２分の１で済むというようなことでございます。文化財の重要度等から考えても全体の補助率

に矛盾を生じておりますので、今回市の補助対象範囲を広げようというものでございます。ま

ず、改正案といたしまして要綱の名前でございますが、伊予市指定文化財保護事業費補助金交

付要綱、こちらのほうを伊予市文化財保存顕彰事業費補助金交付要綱というふうにいたしまし



- 5 - 

た。それから、第１条では左側の改正案４行目あたりになりますが、伊予市指定文化財の伊予

市をとりまして指定文化財というふうにしております。 

 それから、第４条でございますが、２行目に補助対象経費に国費及び県費の対象となった補

助残額を追加をいたしまして、それぞれ国、県指定の文化財にも対応できるようにいたしてお

ります。補助率及び補助限度額については現行制度と変更はございませんので、大きな形で負

担を生じるものではないというふうに考えております。この改正によりまして今回対象とする

県指定文化財の補助率は県補助金が３分の１、及びその補助残の２分の１が市から補助という

ことになりますので、全体の３分の２の補助金の交付を受けることができます。したがいまし

て、残り３分の１が地元関係者の負担というふうになります。改正前と比較をいたしますと地

元関係者の負担は半額になるというようなことでございます。以上が今回の改正内容です。以

上です。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 

 御質問等ございますでしょうか。 

○鷹尾委員 いいですか。保護事業じゃなくて顕彰としたのはどういうことですか。 

○森田課長 はい。現行では伊予市の指定文化財というふうなことになっておりますが、あら

ゆる文化財の保存顕彰事業をこれで進めていこうということで、国、県のほうに対しても補助

残に対する市の継ぎ足し補助をこの要綱で始めようとするものですので、こういった保存顕彰

という事業名に変更いたしました。 

○矢野委員長 よろしいでしょうか。 

○鷹尾委員 はい。 

○矢野委員長 ほかございませんか。はい、水口委員さん。 

○水口委員 全国的にこの文化財の保護に対して、積極的に進めようというような、国の方針

に基づくということではないんですか。 

○森田課長 近年そういった改正があったというわけではございません。ですが、近隣自治体

とも国、県の文化財に対しましても文化財に対する自治体の単独補助というのはやってござい

ます。この近辺でやってないのは砥部町ぐらいで、今砥部町さんもそういった事例がないか

ら、要綱改正に至ってない、もし該当することがあれば考えますというような内容でございま

して、一応近隣市町とも合わせたような改正内容になっております。 

○矢野委員長 はい、高橋委員さん。 

○高橋委員 はい。比較対象が変かもしれないんですが、例えば犯罪だとかあったときに現行

の法律に照らし合わせてなので、改正された後っていうのはそれ以前のものは対象にならなか

ったりするんですが、今回の場合は稲荷神社を対象にすることが目的ということのようです

が、これ改正がいつ施行されることになるのか。そして、改正された後にもう一度稲荷神社の

ほうに改めて申請書を申請していただくような形になるんでしょうか。それとも、さかのぼっ
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て適用することもできるということになるんでしょうか。 

○森田課長 はい、本申請自体まず相談があっただけでございまして、一応県補助の申請を必

要としますので、県のほうにも問い合わせをいたしましたところ、本年度事業費についてはも

ういっぱいだと。一応、来年度以降の申請にしてくださいということでございますので、今回

市のほうをこれに合わせてこの補助要綱の改正し、来年度以降の事業に対してこの要綱に乗っ

た形で進めていくということになります。 

○矢野委員長 高橋さんよろしいですか。 

○高橋委員 はい。 

○矢野委員長 ほかにありませんか。ないようですので、原案どおり決定でよろしいでしょう

か。 

〈｢異議なし｣と呼ぶ者あり〉 

○矢野委員長 原案どおり決定いたしました。 

 それでは、２番目の報告事項等に進みたいと思います。８月の教育委員会の行事予定につい

てお願いします。久保田先生お願いします。 

○久保田指導主事 8月の学校教育課、学校関係の行事について説明を行った。 

○矢野委員長 はい。社会教育課のほうお願いします。安田課長補佐お願いします。 

○安田課長補佐 8月の社会教育課の行事について説明を行った。 

○矢野委員長 はい、ありがとうございました。何か質問等ございませんか。 

○渡邉教育長 郡中地区公民館の運営は、８月１日からですかね。 

○森田課長 はい。今、社会教育課は中央公民館、この向こうの建物の２階に郡中地区公民館

と一緒に入っておりますが、その郡中地区公民館につきましては、今のふるさと創生館、そち

らの方に移転をし、ふるさと創生館という名前も外しまして郡中地区公民館という形で８月１

日から運営をいたします。残りました社会教育課それと中央公民館につきましては、この建物

の１階の一番奥に調理室がありますが、そこを事務所に改修いたしまして、8月20日21日の両

日で事務所移転を行います。ですから、それ以降についてはもう向こうは無人という形になり

ます。その１週間後に先ほども言いました郡中地区公民館のさよならイベントもそちらのほう

で行われる予定となっております。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 

○高橋委員 そしたらふるさと創生館もずっと郡中地区の公民館になってしまいますか、仮住

まいではなくて。 

○森田課長 はい、そうなります。 

○矢野委員長 はい、よろしいでしょうか。 

○渡邉教育長 それともう一つ構わんですか。８月25日教育委員会所管の子ども総合センター

が総合福祉センターの一角でつくられておるんですけども、９月１日開室予定で8月25日にい
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わゆる開室式をする予定です。先日案が届いたんですけども、どこが主催をするのか軸足がし

っかりしていないので、軸足をしっかりしてもう一回案を練り直してくれということでお願い

しとるわけです。その案の中には教育委員会所轄ということで、開室式に教育委員さん方の案

内を入れておりましたので、予定が入ってくる可能性がありますので、一応知っとっていただ

いたら思います。 

○矢野委員長 はい、また８月もいろんな会があるようです、お忙しいとは思いますが教育委

員さんまた御協力のほうよろしくお願いします。 

 そしたら、行事予定についてはよろしいでしょうか。 

 はい、それでは２番の事務局報告事項等に進みたいと思います。久保田先生お願いします。 

○久保田指導主事 はい、それでは、教育委員さん方と関係者の皆様に人権同和教育研修会の

開催の案内と要項、それからいじめストップ愛顔のこども会議の御案内の文章と、それから開

催要項の方をお配りしております。できましたら御出席をいただけたらと思いますが、出席に

ついてもし本日わかるようでしたらこの後、靏岡局長さんのほうにお伝えいただけたらと思い

ます。どちらの会におきましても、ウエルピア伊予の２階銀河の間が会場となっとります。銀

河の間の入り口で受付を行った後、控室、ひな菊の間を用意しておりますので、そちらのほう

にお入りいただけたらと思います。また、万が一欠席される場合につきましては私のほうに連

絡をお願いできたらと思います。矢野教育委員長さんにおかれましては、お手数なんですけれ

ども、閉会の御挨拶のときに講師の謝辞を兼ねましてお願いできたらと思いますので、どちら

の会もなんですけれどもよろしくお願いいたします。以上です。 

○矢野教育委員長 はい、大西先生お願いします。 

○大西指導主幹 はい、今のに合わせて市内の教職員の特別支援教育の研修会、御案内を先般

お受けしていると思います。こちらの方の出欠につきましても22日までにということでした

が、もし本日おわかりでしたら、あとで同じように靏岡局長さんのほうにお伝え願えたら思い

ます。あわせまして矢野委員長さんにおかれましては閉会の御挨拶、こちらの方もあわせてよ

ろしくお願いしたらと思います。以上です。 

○矢野委員長 はい、そしたらほかに。大西所長さんのほうで。 

○大西所長 はい、学校給食センターから３点報告させていただけたらと思います。まず第１

点目なんですが、学校給食試食会の実施につきまして、この夏期休業中に２回開催予定をして

おります。まず、８月９日ですが、こちらにつきましては教育委員会第１会議室、人数が多い

場合は３世代交流室も合わせて開催会場としまして、200食程度の給食をつくります。対象者

としましては市職員及び関係者とし、給食代300円を徴収させていただいて実施をしたいと考

えております。それと８月25日なんですが、こちらにつきましては事前に学校のほうに要望を

確認しまして、港南中学校、中山中学校、双海中学校のほうから御協力をいただけるというこ

とで、合計900食の給食をつくって、給食配送車によるコンテナ配送までを実施するといった
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計画を進めております。８月９日については、事前に庁内各課に希望調査を確認したんです

が、なかなか人数のほうも今そろってないような状況です。教育委員さんの方々にも、もしよ

ろしければこの日に給食を食べに来ていただければと考えております。献立内容は、しょうゆ

飯と伊予國みそ汁、サツマイモのかき揚げと魚のマヨネーズ焼きまたは照り焼きと小松菜のお

浸しということで計画をしております。 

 それと２点目の既存給食センターの備品、消耗品の処分についてなんですが、これにつきま

しては前回の定例教育委員会のときにも御説明しましたが、優先順位として、１番目の新セン

ター移設から５番目の一般の個人・団体を設けております。１番目と２番目の学校への移設に

つきましては７月25日までに対応するということで既に進めております。３番目の教育委員会

なんですが、これにつきましては学校教育課、社会教育課及び関係団体の方への周知を図って

おります。続いて４番目の市庁関係各課と５番目の一般団体と続いていきますので、委員さん

の知り合い方とかおられましたら、小型備品や消耗品を無償で提供したいと思いますので、機

会があれば周知のほういただければと考えております。 

 それと３点目なんですが、広報いよし８月号につきまして、給食センターの特集を組んでい

ただきまして、５ページにわたる掲載内容となっております。昨日取材をしたところで、広報

係のほうで編集をしていただいているので、見ていただければということです。 

 以上で報告事項を終わらせていただきます。 

○矢野委員長 はい、ありがとうございました。 

 給食の試食会です、それからセンターの備品、消耗品等の無償提供等についての御説明いた

だきました。何か御質問等はございませんでしょうか。 

○渡邉教育長 コンテナ配送車は、25日に運行する予定なんですけども、順調ですか。 

○大西所長 配送車は、お盆の前に入ってきそうなことを業者さんから言われております。配

送業務のプロポーザルの中でも、夏休み期間中を使って、夏休み中に予行演習をしていただく

という内容でしたので、25日に運行はしていただくようにしております。なお、会社のほうに

はこの旨で伝えております。 

○矢野委員長 質問等ございませんか。 

 そしたら給食センターのほういろいろあると思いますが、よろしくお願いします。 

 報告事項は、もうほかにございませんか。その他のほうに移りたいと思います。その他で靏

岡局長さん。お願いします。 

○靏岡局長 はい。それではお配りしております、研修プログラムから始まる３枚のとめてあ

る用紙があると思いますがごらんいただきたいと思います。これは伊予市中学生海外派遣事

業。中学生をアメリカのオレゴン州セーラム市に派遣しホームステイする国際交流の事業でご

ざいます。今年も実施するようになっておりまして、まずプログラムにつきましては１枚目の

資料にありますように、８月13日から８月23日まで11日間、セーラム市にホームステイをする
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という形をとりまして、英語研修でありますとか各種見学、交流事業を実施することとなって

おります。 

 次のページをごらんいただきたいと思うんですが、参加する中学生が16名になります。港南

中学校が８名。伊予中学校が４名。中山中学校、双海中学校が各２名。それと団長が伊予中学

校の浅山校長先生になっております。それに引率がお二人、港南中学校と中山中学校の先生と

なっております。 

 ３枚目は、セーラム市の内容ではございますが、非常に気候も治安もいいところでございま

す。これにつきましては総務課が主管として国際交流事業として実施するものでございます。

今年も実施するということで御報告をさせていただきます。 

 以上です。 

○矢野委員長 はい。水口委員さん。 

○水口委員 ちょっと総務課っていうことだからもし御存知やったら教えていただきたいんで

す。実は７月の話はまた別なんですが人権研修会ですか、四人教の会に私７月行かさせてもら

ったんですが、高知市のほうにね。その進路保障という中に参加をさせてもらって、いわゆる

経済格差、家庭の経済格差っていうふうなところを先生がずっと取り組まれておいでの進路保

障の分科会のほうに参加させてもらっていろいろと考えさせられるところがあったんですが、

例えばこの国際交流の分で16名の参加者になってますけれど、実際的には何人ぐらい募集があ

ったのか。わからなかったらいいんですが。それの中で、例えば総額がどのぐらいいうものな

のか。いわゆる経済的な格差がある子どもさんに対する配慮っていうのがどういう形でされて

いるのか。例えばもう経済的に無理な人は、その段階でだめよって言うのか。それはそれで何

かの方法をとっておられるのか、そのあたりだけちょっと教えていただきたいなと思うんです

けど。 

○靏岡局長 応募者数でありますとか金額は聞いておるんですけど、手元に資料がないので、

後ほど調べさせていただきたいと思います。ただ金額は15万自己負担があります。それについ

て特別補助とかそういうことは行っておりません。したがいまして、それが自己負担できない

というのは参加はできないというのが現実であります。 

○渡邉教育長 追加です。ある校長先生がやはり今の経済的負担が大きい。しかし、希望した

ので門戸は開けれんのかというようことで、子どもたち自身は行きたいというお話がございま

した。しかし、今の伊予市のこの事業はそういう子へのフォローをするところがないので、今

回全体的にこの海外派遣事業も昨年度は700万ぐらい出とったんですけども、今年度は500万に

減額されまして見直しをしなさいというふうな話になっとったらしいです。だから、その

200万減額された中で児童・生徒の数を減したり、あるいは日程を縮小したりして、その200万

分をフォローしなさいよというふうな考え方みたいなかったんですが、実行委員会としてはで

きるだけ子どもたちを従来どおりの16人派遣したいというふうな形で。そして、足が出るよう
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なことになれば浄財や寄附等々で賄って、ともかく子どもたちに国際交流の経験をさせてやり

たいというふうな熱意で、今年度28年度は実施されることになりました。しかし、冒頭言いま

したように経済的に家庭で負担ができにくい子についてのフォローは今のところ実際できてな

いということで、次年度への大きな課題やろというふうに思っております。以上です。 

○小田課長補佐 手持ちの資料がございましたので、募集人数ですが、港南中学校13名希望さ

れ、男女４名ずつということで決定しております。伊予中学校13名申請で、男女２名ずつ決定

です。中山中学校が５名希望で、抽せんにて女性２人というような決定を聞ております。双海

中学校２名希望で女性お二人ということです。 

○水口委員 はい。今局長さんがそのようにお話ししていただいたんでよくわかったんです

が、やはり自分の家庭の事情で行きたいと思うことを諦めざるを得ないというのは、非常に心

が痛い気がするんですよ。何とか次年度にはそのあたりを行きたいという、選考で経済的に自

分がやめないかんというようなつらい思いだけはささんような、何かいい方法があれば是非前

向きに検討していただけたらと思います。要望です。 

○矢野委員長 貴重な御意見ありがとうございました。セーラムの研修について、よろしいで

しょうか。そしたら、ほかにはありませんでしょうか。特にないようですので私のほうの進行

は以上で終了となります。 ありがとうございました。 

○靏岡局長 閉会を宣言 

 

午後2時20分 閉会 
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