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        1月 定例教育委員会 議事日程 

 

１．日 時 平成29年1月18日（水）午後1時30分から 

２．会 場 教育委員会 会議室 

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 

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）報告事項等 

ア 11月会議録報告 

イ 2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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午後1時30分 開会 

○靏岡局長 開会を宣言 

○矢野委員長 それでは、ただいまから１月の定例教育委員会を開会したいと思います。 

 渡邉教育長さんはインフルエンザのため、本日欠席ということになっております。 

 これからインフルエンザが蔓延すると思うんですけれども、皆さん十分御留意されてお過ご

しください。 

 それでは、今月の会議録署名委員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、11月の会議録について、委員さんのほうへそれぞれお手元に文書が届いていると

思います。読んでいただきまして、書面をもって御承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 ありがとうございました。それでは、11月の会議録のほうは承認といたしま

す。 

 続きまして、協議事項等に進みたいと思います。 

 報告事項、①２月教育委員会行事予定について説明をお願いします。 

 久保田先生お願いします。 

○久保田指導主事 2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 ありがとうございました。 

 続いて、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 2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 ありがとうございました。 

 学校教育課、社会教育課通じて、御質問等ございませんでしょうか。 

○水口委員 一つ構いませんか。 

○矢野委員長 水口委員さん。 

○水口委員 よくわからないので教えていただきたいんですが、毎回特別支援連携協議会とい

うのがありますよね。これは学校とはばたきと、どういう方たちが集まって、どういう連絡会

をしているのか、わかったら教えていただきたい。 

○矢野委員長 大西指導主幹お願いします。 

○大西指導主幹 特別支援連携協議会は年間３回開催されます。伊予市の特別支援教育の推進

のための協議会ということで、参加者は学識経験者、伊予病院の院長さん、施設としては伊予

なぎさ園の施設長さん、健康増進課、福祉課の方、各学校の特別支援教育コーディネーターの

先生方の代表や顧問校長先生、伊予農業高等学校の先生など、結構多岐にわたり、幅広く参加

していただいています。 
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 内容については、伊予市の特別支援教育を推進していくということで、各学校、保育所、幼

稚園、関係機関の取組状況などを出し合いながら、より望ましい特別支援教育の方向性を考え

ていく、そういった会議でございます。 

○水口委員 ありがとうございます。 

○矢野委員長 ほかにございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 ないようでしたら、 ②事務局の報告事項等に進みたいと思います。 

 靏岡局長さんお願いします。 

○靏岡局長 それでは、お配りしております平成27年度事務事業における行政評価結果報告書

並びに平成28年度外部評価結果（平成27年度事務事業）をごらんいただきたいと思います。 

 まず、この評価につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第26条におき

まして、教育委員会は、毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評

価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公表しなければ

ならないと定められております。それと同時に、伊予市教育委員会の教育事務点検評価実施規

定の中におきまして、点検、評価を行うことにより教育の推進体制を一層充実させるというこ

とと、達成度をチェックしまして、市民への説明責任を果たすために評価を行うことと規定し

ております。その第３条第２項に、この事務事業評価シートにおきましては、伊予市が実施し

ます行政評価事務事業評価シートをもってこれにかえることができる。また第４条第６項にお

きまして、議会への報告につきましても、この報告書でこれにかえることができると規定して

おりますので、この市の行政評価によって実施をしているということでありますので、この場

において報告をさせていただきたいと思います。 

 なお、今回お配りしております報告書及び外部評価結果は、市全体から教育委員会部分を抜

粋したものとなっております。 

 報告書をお開きください。 

 35分の25ページですが、そのページの477番学校給食センター整備事業、477番から、次の１

枚めくっていただきまして、27ページの下のほうの547番ふれあい館運営事業、ここまでが教

育委員会に関係する部分でございます。全部で71項目ございます。これで、１次評価、２次評

価を経まして、必要なものについては外部評価も受けまして、市の経営者会議、これは市長を

初めとする経営者会議におきまして最終判断をいたしております。 

 その最終判断のところに、現状のまま継続というのが58項目あります。それと、25ページの

ほうになりますが、477番、これが見直しのうえ継続となっておりますが、この見直しのうえ

継続が６項目あります。そして、事業を休止、廃止するというのが、３項目あるわけですが、

27ページになります、503番、512番、514番、この３項目が事業を休止、廃止するとなってお

ります。これは、港南中学校、中山中学校、中山中学校屋内運動場といった、平成27年度をも
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って事業が終了したものでございます。それと、評価なしというふうに書いてあるのが４項目

ございますが、２次評価のところです。２次評価のところに評価なしと書いてあるのが４項目

ありますが、これは一般事務でありまして、評価になじまないものというふうに判断をしてい

るものです。 

 評価の自己評価、１次評価の欄をごらんいただきたいと思います。 

 自己評価は担当者の評価、１次評価につきましては管理職の評価です。評価は、妥当性、有

効性、効率性の３つの項目について評価しています。 

 それと、別紙になっておりますが、１枚物のＡ４横になっておりますが、行政評価事業評価

シートというのがありますので、そちらをごらんいただきたいと思うんですが、妥当性、有効

性、効率性、この３項目について、それぞれ３つの内容について評価をいたしております。そ

の一つ一つが５段階になっておりまして、真ん中の評価であります３と評価しますと合計９点

となりまして、右下に小さく書いてあるんですけど、８から９点はＣ評価となります。それぞ

れの内容に記載されておりますとおり、３点であればおおむね適切に実施できているとの判断

になりますので、Ｃ評価であれば、その事業は適切に円滑に進められていると判断していただ

きたいと思います。Ａ評価は14点から15点、Ｂ評価は10点から13点ですので、Ｃ評価に比べて

より的確に事業実施が行われていることとなりまして、反対にＤ評価、Ｅ評価になりますと、

効果や必要性が不十分であるということを示しております。今回の事業全体を見まして、評価

はどれもＡ、Ｂ、Ｃとなっておりますので、全て適切に進められているというふうに考えてお

ります。 

 外部評価結果のほうも、続けて説明させていただきたいと思います。 

 こちらの外部評価結果報告ですが、この報告書の中にあります外部評価に係るものでござい

ますが、外部評価につきましては、外部評価に係ることが望ましいと行政評価委員さんが判断

して抽出した事業でございます。 

 教育委員会は１項目、539番の公民館一般事務がございます。 

 行政評価シートの下のほうに外部評価という欄がございます。この中に公民館長を嘱託職員

扱いとするのはいかがなものか、非常勤の公務員扱いにしたほうがよいのではないかといった

ような御意見もいただいておりますが、最終判断としましては、現状のまま継続と判断をされ

ております。 

 以上、非常に簡単ではありますけど、報告とさせていただきたいと思っています。よろしく

お願いします。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 

 毎年年度末になると、行政評価シートをいただいて説明を聞いております。局長さんのほう

からまとめて御説明いただきました。目を通していただいて、御質問等ございましたら、お願

いします。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 それでは、御承認いただくということで。ありがとうございました。 

 次に進みたいと思います。 

 報告事項、ほかにございませんか。 

 局長さんお願いします。 

○靏岡局長 ただいま平成29年度の当初予算を編成中でございます。この予算編成に係りまし

ては、財政が非常に厳しいということで、大変各学校には御迷惑をかけているわけですけど、

いろいろ工事とか備品とか要望が出ているのですが、かなり大幅にカットせざるを得ない状況

がありまして、学校のほうには了解をいただくようにお願いをしているところでございます。 

 その中で、来年度から各学校に防犯カメラを設置したいと今考えております。旧の伊予市地

区では夜中に警備会社が巡回をしていたんですけど、それをなくしまして、そのかわりといい

ますか、防犯カメラを設置するということにいたしたいと思います。中山、双海地域につきま

しては、もともと巡回というのはなかったんですけど、今回の伊予地区に合わせまして、防犯

カメラを全小・中、幼稚園につけたいと考えております。 

 以上、御報告をしておきます。 

○矢野委員長 これは新年度、４月に入って。 

○靏岡局長 はい。新年度から設置する計画で具体的にいつからというのは、まだ業者との相

談になろうかと思うんですけど、なるべく早い時期に取り組みたいと思います。ただ、前提と

して、予算が通ったらという前提になります。 

○矢野委員長 水口委員さん。 

○水口委員 どのぐらいの間隔で、どのぐらい設置するのかと警備保障の契約はもうやめてし

まってこの防犯カメラを設置する、というのは予算的な経費の削減と、より安全性や早急性を

兼ね合わせてこちらにということなのでしょうか。数と、警備保障と今、契約してると思うん

ですが、それは引き続きされるのか、それをやめてしまってそっちに切りかえられるのでしょ

うか。 

○矢野委員長 小田さんお願いします。 

○小田課長補佐 予定ですが、業者のほうから毎日巡回をしていた旧伊予市地区を防犯カメラ

にかえさせていただいたらという提案がございました。もしも万が一の場合、やはりカメラが

あるほうが押さえやすいというようなこともありまして、各学校に予定では４カ所、プロの目

で見ていただいた箇所へ４方向校舎の外部に学校側と相談しながら決めていくということで予

定しています。 

 あと、撮影については画素数にもよるんですけれど、１カ月程度撮影をしたもの上に上書き

という形になるかと思います。 

 現在の契約内容が引き続き継続かとのご質問については、巡回をなくすということだけで、
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契約内容の継続はしていきます。 

○靏岡局長 よろしいですか。 

○矢野委員長 局長さん。 

○靏岡局長 補足ですけど、今継続といったのは、室内、動くものへのセンサーであったり、

窓ガラスを無理にあけようとしたらセンサーが作動するとかいった、そういった警備というの

は、今までどおり契約が続きます。 

○矢野委員長 見回りはしないんですか。 

○靏岡局長 ブザーがなったり、呼び出すときには来てもらうというものは継続です。毎日何

もないのに巡回をしていたものが廃止となる。 

○矢野委員長 水口委員さん。 

○水口委員 それをすることによってより良くなって、経費的には削減になるんですか。 

○矢野委員長 靏岡局長さん。 

○靏岡局長 状況としては非常に良くなると考えてます。ただ、経費は旧の伊予地区に関して

は同じ額でやります。中山、双海につきましては、その分が上乗せになります。したがって、

全体としては中山、双海で上乗せになった部分だけが増えるいうことになります。実際に金額

でいいますと、概算ですけど、130万ぐらいは増えるのではないかと思われます。 

○水口委員 はい、わかりました。 

○矢野委員長 髙橋委員さん。 

○髙橋委員 そうすると、先ほど局長さんから予算がおりればの話ですが、ということでした

けれども、全体の予算としてアップするわけですよね。通らなかった場合に、巡回はなくなっ

て、カメラの設置もないっていうことになってしまうのですか。 

○矢野委員長 靏岡局長さん。 

○靏岡局長 はい。今、警備会社の方針としては巡回をなくすという方向でありますので、そ

うなる可能性も残っています。 

○髙橋委員 もう一ついいですか。 

○矢野委員長 髙橋委員さん。 

○髙橋委員 それと、全学校４カ所というお話でしたけれど、学校の規模にかなり違いがある

と思うんですが、それも含めての４カ所ということで、大きい学校は大丈夫なのかなって気も

したのですが。どうなんでしょうか。 

○矢野委員長 局長さん。 

○靏岡局長 4カ所ということで考えているわけなんですが、当然死角部分というのは、どこ

に設置しても出てこようかと思います。カメラを増やすという方法もあるかとは思うんですけ

ど、その辺経費の問題との兼ね合わせだったり、技術的な問題もございます。ですので、あと

は、プロの目で見て適切と思われる場所に設置していくということで対応させていただきたい
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というように考えます。 

○矢野委員長 よろしいですか。 

○髙橋委員 はい。 

○矢野委員長 そしたら、確認ですが、現在は旧双海地区と中山地区は全然何にも入ってない

んですか。 

○靏岡局長 そうです。 

○矢野委員長 そして、何かあったときは誰かが駆けつける、見回りはしてないということで

すね。見回りで経費を払っているのは市内だけと。それより、もう一つステップアップしよう

かっていう計画で、今進めてくれていると。 

○鷹尾委員 実際巡回と言っても、夜一、二回来るだけだから、あまり意味がないんです。

10分に１回、回ってくるとかじゃないですから。 

○矢野委員長 それが現状で、４月からは今御説明いただいたような方法になっていこうかと

いうことのようです。 

 防犯カメラ設置について、よろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 ほかに事務局のほうでございませんか。 

 大西所長さん。 

○大西所長 学校給食センターの主な行事ですが、１点目の中川オーナーシェフ監修によりま

す学校給食の実施につきましては、先般の教育委員会でも簡単に御説明しましたが、１月23日

に事前打ち合わせをした後、24日に中川シェフに調理場に入っていただきまして、エビのチリ

ソースを作っていきます。その他の献立は給食センターで作っているメニューとなっておりま

す。 

 当日、中川シェフには７時から11時まで給食センターで指導をしていただき、午後からは郡

中小学校の６年生と学校給食を一緒に食べたり、総合的な学習の時間として６年生を対象にし

た実技と講演会、栄養教諭を対象にした愛教研の伊予市支部研修会を行っていただく予定とな

っております。 

 なお、この内容につきましては、マスコミ報道へプレスリリースをしておりまして、ＮＨ

Ｋ、あいテレビから撮影の話がきております。また、複数のメディアが郡中小学校のほうに連

絡を入れていると聞いておりますが、午後からの企画につきましては、給食センターが関与し

ておりませんので、詳しい内容はわかりません。 

 続きまして、２点目の市内幼稚園等給食体験。これにつきましては、これまで各小学校で幼

稚園、保育所の年長児が学校体験の中で１年生と一緒に給食を食べていたのですが、センター

の運用を開始しましたので、今後はセンターのほうで給食体験をとの申し入れがありましたの

で、希望のあった幼稚園や保育所を対象に実施することとしました。ただし、中山小学校につ
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きましては、昨年度と同様に学校のほうで行いたいということなので、除いております。 

 日程につきましては、５歳児なので、30分程度見学をしてから、試食を50分間とっておりま

す。実施日として、現在決定している園と園児数を資料に書いております。天使幼稚園につき

ましては２月中に52名ということなので、２日に分けて実施するということで、現在日程調整

中です。 

 ３点目に一般見学についてですが、現時点で１月20日に計30名、2月17日に12名から申し込

みがあります。団体見学については、現時点では予約はございません。 

 ４点目になるんですが、学校給食センター運営委員会を、３月６日に午後７時から開催した

いと考えております。以上で説明終わります。 

○矢野委員長 ありがとうございました。何か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、報告事項、ほかにありませんでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 それでは、次その他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 卒園式、卒業式の予定について説明を行った。 

○矢野委員長 それでは、ほかにございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 それでは、ないようですので、これで終わります。 

○靏岡局長 閉会を宣言 

            午後2時5分 閉会 

 

 

 


