
  

平成 26 年 5 月定例教育委員会 会議録 

 

１．日 時 平成 26年 5月 12日（月）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     髙 橋 久美子 

  教育委員     鷹 尾 秀 隆 

  教育長      渡 邉 博 隆 

 

４．欠席委員 

  教育委員     平 井   学 

 

５．会議に出席した事務局職員 

事務局長     田 中   浩 

社会教育課長   武 智   亨 

指導主幹     紺 田 順 一 

指導主事     久保田 貴 章 

  社会教育課課長補佐 田 中 敬 文 

  学校教育課課長補佐 大 西 昌 治 

  学校教育課課長補佐 小 田 忠 幸 

  学校教育課課長補佐 皆 川 竜 男 

 

６．会議に付した事件 

(1) 議案審議 

議案第 14号 伊予市教育委員会委員長の選任について 

議案第 15号 伊予市教育委員会委員長職務代理者の選任について 

議案第 16号 伊予市教育委員会教育長の選任について 

議案第 17号 伊予市教育委員会委員の議席の決定について 

議案第 18号 伊予市就学指導委員会規則の一部を改正する規則について 

議案第 19号 放課後子ども教室校区実行委員会委員の委嘱について 

議案第 20号 伊予市青少年補導委員の委嘱について 

議案第 21号 伊予市家庭教育・子育てサポートクループスタッフの委嘱について 

 

 



  

 (2) 協議事項等 

  ① 前回会議録報告 

  ② 6月教育委員会行事予定について 

  ③ 事務局報告事項等について 

  ④ その他 

 

【1.開会宣言】午後 1時 30分 

田中局長 開会を宣言 

 渡邉博隆委員の任期満了及び再任について報告する。 

  

 ＜渡邉委員 再任挨拶＞ 

  

田中局長 委員長の選任に際しては、『伊予市教育委員会 会議規則 第 2条 第 1

項』の規定により、「委員長の選挙は、まず仮議長を定め、仮議長は

委員長の選挙を主宰する。」となっており、事務局案としては、現委

員長である矢野委員長に仮議長をお願いしたい旨、説明する。 

全委員 承認 

田中局長 矢野委員長に対し、仮議長としての以降の進行を依頼する。 

矢野仮議長 「議案第 14 号 伊予市教育委員会委員長の選任について」、及び関連

のある「議案第 15号 伊予市教育委員会委員長職務代理者の選任につ

いて」それぞれ事務局に説明を求める。 

田中局長 提案理由を説明する。 

矢野仮議長 委員長及び委員長職務代理者の選任方法について問う。 

渡邉委員 推薦による方法により、別室で協議したい。 

他委員 同意 

矢野仮議長 暫時、休憩とする。 

  

 ＜別室にて協議＞ 

  

矢野仮議長 再開する。鷹尾委員より結果発表願う。 

鷹尾委員 委員長に矢野ひとみ委員を委員長職務代理者に平井学委員を選任す

る。 

  

 ＜矢野委員長 再任挨拶＞ 

  

田中局長 矢野委員長に、現委員長として引き続きの議案審議進行を依頼する。 

矢野委員長 「議案第 16号 伊予市教育委員会教育長の選任について」事務局に説

明を求める。 

田中局長 提案理由を説明する。 



  

矢野委員長 選任方法について問う。 

鷹尾委員 推薦による方法により、別室で協議したい。 

他委員 同意 

矢野委員長 暫時、休憩とする。 

  

 ＜別室にて協議＞ 

  

矢野委員長 再開する。鷹尾委員より結果発表願う。 

鷹尾委員 渡邉博隆委員を選任する。 

矢野委員長 教育委員会として、渡邉委員を教育長に任命します。 

  

 ＜渡邉教育長 再任挨拶＞ 

  

矢野委員長 議案審議に戻る前に、本日の議事録署名人を鷹尾委員にお願いする。

「議案第 17号 伊予市教育委員会委員の議席の決定について」事務局

に説明を求める。 

田中局長 提案理由を説明し、残り 2議席の決定である旨説明する。 

鷹尾委員 在任期間順でいいのでは。 

他委員 同意 

矢野委員長 在任期間順とさせていただきます。よって今のままです。 

  

矢野委員長 「議案第 18 号 伊予市就学指導委員会規則の一部を改正する規則に

ついて」事務局に説明を求める。 

紺田指導主幹 愛媛県障害児就学指導委員会設置規則の改正に伴い、規則の一部を改

正する必要が生じたので提案したこと、及び改正箇所について、説明

する。 

矢野委員長 事務局の説明に対し、委員に質問・意見を求める。 

各委員 特になし。 

矢野委員長 これは、どこの市町も改正するということか。 

紺田指導主幹 県の改正を受け、どの市町も見直しをかけている。 

矢野委員長 他に質問・意見がなければ、承認を求める。 

全委員 特になし。承認。 

  

矢野委員長 「議案第 19 号 放課後子ども教室校区実行委員会委員の委嘱につい

て」事務局に説明を求める。 

武智課長 提案理由を説明する。 

全委員 承認 

  

矢野委員長 「議案第 20号 伊予市青少年補導委員の委嘱について」事務局に説明



  

を求める。 

武智課長 提案理由を説明する。 

全委員 承認 

  

矢野委員長 「議案第 21号 伊予市家庭教育・子育てサポートグループスタッフの

委嘱について」事務局に説明を求める。 

武智課長 提案理由を説明する。 

全委員 承認 

 

【2.協議事項等 (1)前回会議録報告】 

矢野委員長 4月定例教育委員会会議録について承認してよろしいか。 

全委員 承認 

 

【2.協議事項等 (2)教育委員会行事予定について】 

矢野委員長 「6月教育委員会行事予定について」事務局に説明を求める。 

久保田指導主事 学校教育課・学校関係行事予定について説明する。 

田中課長補佐 社会教育課行事予定について説明する。 

 

【2.協議事項等 (3)事務局報告事項について】 

久保田指導主事 いじめ、不登校問題について報告する。 

紺田指導主幹 学校合同訪問について説明する。 

 

【2.協議事項等 (4)その他】 

田中局長 6月補正予算について説明する。 

大西課長補佐 学校給食センター建設事業の進捗及び今後実施する各校の配膳室整

備計画を説明する。 

武智課長 前回、議案承認された『伊予市図書館、文化ホール等管理運営計画策

定支援業務プロポーザル審査委員会』の決定した委員について、報告

する。 

紺田指導主幹 毎年、小学校 6年生と中学校 3年生を対象に実施されている全国学力

学習状況調査について、現在、県において結果公表の方法が検討され

ていることを報告するとともに、伊予市教育委員会事務局としての方

針を説明する。 

髙橋委員 方針の決定に伴い、保護者の意見は求めたのか。 

紺田指導主幹 保護者の意見は聞いていない。 

髙橋委員 一方だけの判断であると思う。 

紺田指導主幹 この調査の目的は、先生の指導改善に生かすことであり、結果公表に

ついて、保護者の意見を聞くということは考えていない。 

今後、8月後半には結果が出るが、県教育委員会がどのように各市町



  

の結果を発表するか検討される。伊予市教育委員会事務局としての考

えは説明したとおりであることをご理解願いたい。 

 

【3.閉会宣言】午後 3時 

田中局長 閉会を宣言 

 


