
  

平成 26 年 6 月定例教育委員会 会議録 

 

１．日 時 平成 26年 6月 20日（金）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     平 井   学 

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．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 

  社会教育課課長補佐 安 田   敦 

  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 

 

５．会議に付した事件 

(1) 議案審議 

議案第 22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 23号 伊予市立幼稚園使用料の減免に関する規則の一部を改正する規則について 

議案第 24号 伊予市学校給食センター厨房機器選定委員会設置要綱の制定について 

議案第 25号 伊予市学校給食センター厨房機器選定委員会委員の委嘱及び任命について 

議案第 26号 伊予市学校給食センター整備事業建設委員会委員の委嘱について 

議案第 27号 伊予市公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第 28号 伊予市青少年センター運営協議会委員の委嘱について 

議案第 29号 伊予市青少年補導委員の委嘱について 

議案第 30号 伊予市図書館、文化ホール等管理運営検討委員会委員の選任について 

 

 



  

 (2) 報告事項等 

  ① 7月教育委員会行事予定について 

  ② 事務局報告事項等について 

 (3) その他 

 

【1.開会宣言】午後 1時 30分 

田中局長 開会を宣言。 

 

【2.委員長あいさつ】 

 

【3.議事録署名委員の指名】 

矢野委員長 本日の議事録署名人に髙橋委員を指名 

 

【4.前回会議録報告】 

矢野委員長 5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 

 

【5.協議事項等 (1)議案審議】 

矢野委員長 「議案第 22 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」事務局に説明を求める。 

皆川補佐 国の幼児教育における保護者負担の軽減という方針に準じ、当市にお

いても就園奨励費補助金の見直しを行い保護者負担の軽減を図るた

め提案したことを説明し、階層別の限度額について説明する。 

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。 

全委員 特になし。 

田中局長 この案件について、予算を 6月議会に計上している関係上、施行日は

議会最終日である 6月 26日となることを補足説明する。 

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 23 号 伊予市立幼稚園使用料の減免に関する規則の一部を

改正する規則について」事務局に説明を求める。 

皆川補佐 先の案件と同様に幼児教育における保護者負担の軽減を図るため提

案したこと、改正された減免適用の範囲について説明する。 

矢野委員長 施行日については、先ほどと同じですか。 

田中局長 はい。 

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。 

全委員 特になし。承認。 

  



  

矢野委員長 「議案第 24 号 伊予市学校給食センター厨房機器選定委員会設置要

綱の制定について」事務局に説明を求める。 

大西補佐 学校給食センター厨房機器選定をプロポーザル方式により実施する

ため、伊予市教育委員会プロポーザル方式等実施要綱の規定により提

案したことを説明し、制定する要綱について、各条項を説明する。 

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。 

鷹尾委員 何人の委員構成となるのか。 

大西補佐 次の案件にありますが、8名です。 

鷹尾委員 分かりました。 

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 25 号 伊予市学校給食センター厨房機器選定委員会委員の

委嘱及び任命について」事務局に説明を求める。 

大西補佐 先に承認いただいた、要綱の規定に基づき、8名の者を当委員会委員

に委嘱又は任命いたしたく提案したことを説明する。 

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。 

全委員 特になし。承認。 

  

矢野委員長 「議案第 26 号 伊予市学校給食センター整備事業建設委員会委員の

委嘱について」事務局に説明を求める。 

大西補佐 伊予市ＰＴＡ連絡協議会会長が 5月末に交代となったことに伴い、当

委員会委員を変更する必要が生じたため提案したことを説明する。 

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。 

全委員 特になし。承認。 

  

矢野委員長 「議案第 27号 伊予市公民館運営審議会委員の委嘱について」事務局

に説明を求める。 

武智課長 当委員会委員 2名の退任に伴い、新たに委嘱する必要が生じたため提

案したことを説明する。 

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。 

全委員 特になし。承認。 

  

矢野委員長 「議案第 28 号 伊予市青少年センター運営協議会委員の委嘱につい

て」事務局に説明を求める。 

武智課長 当協議会委員 13 名の退任に伴い、新たに委嘱する必要が生じたため

提案したことを説明する。 

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。 

全委員 特になし。承認。 



  

  

矢野委員長 「議案第 29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 青少年補導委員 4名の退任に伴い、新たに委嘱する必要が生じたため

提案したことを説明する。 

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。 

渡邉教育長 中山地域だけが入れ替わったのか。 

武智課長 補導委員は、市全体で 87名いる。そのうち、中山地域が 12名である

が今回その中の 4名が入れ替わった。 

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 30号 伊予市図書館、文化ホール等管理運営検討委員会委員

の選任について」事務局に説明を求める。 

武智課長 伊予市図書館、文化ホール等管理運営検討委員会の設置に伴い、新た

に 15名の委員を選任したいため提案したことを説明する。 

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。 

全委員 特になし。承認。 

 

【5.協議事項等 (2)報告事項等】 

矢野委員長 「7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・学校関係について説明する。 

安田補佐 社会教育課関係について説明する。 

久保田指導主事 7月定例教育委員会の開催予定日（7月 16日）には、愛媛県市町教育

委員会連合会の定期総会があるため、教育委員会の日程調整について

依頼する。 

  

矢野委員長 「事務局報告事項等について」事務局に説明を求める。 

久保田指導主事 5月のいじめ、不登校の状況について報告する。 

田中局長 教育委員会制度の改正について概要説明する。 

 

【5.協議事項等 (3)その他】 

矢野委員長 「その他について」発言を求める。 

大西補佐 学校給食センター整備事業について、土地造成工事の入札が完了し、

業者が決定したこと等、現状を報告する。 

渡邉教育長・

田中局長 

先日の議会での教育委員会に関係のあった一般質問について、内容を

報告する。 

矢野委員長 伊予地区において、学習中のプール監視について、人数の指示を行っ

ているのか。 



  

紺田指導主幹 水泳指導については、複数人数で対応し、一人では絶対に行わないよ

う指導している。 

武智課長 6 月議会に予算計上しているが、国体に向けての指導のため、7 月 1

日から新たに社会教育指導員を雇用する予定があることを報告する。 

 

【6.閉会宣言】午後 2時 20分 

田中局長 閉会を宣言 

 

  


