
平成 27年 5月定例教育委員会 会議録 

 

１．日 時 平成 27年 5月 13日（水）午後 1時 00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 

  教育長      渡 邉 博 隆 

 

４．会議に出席した事務局職員 

事務局長     靏 岡 正 直 

教育総務課長   大 西 昌 治 

社会教育課長   森 田 誠 司 

指導主幹     紺 田 順 一 

指導主事     久保田 貴 章 

学校教育課課長補佐 皆 川 竜 男 

社会教育課課長補佐 安 田   敦 

社会教育課課長補佐 矢 野 真 人 

教育総務課課長補佐 小 田 忠 幸 

     

 

５．会議に付した事件 

(1) 議案審議 

議案第 19号 伊予市教育委員会委員長の選任について 

議案第 20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 21号 伊予市教育委員会委員の議席の決定について 

議案第 22号 伊予市社会教育委員の委嘱について 

議案第 23号 伊予市公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第 24号 伊予市立図書館協議会委員の委嘱について 

議案第 25号 伊予市文化財保護審議会委員の委嘱について 

議案第 26号 伊予市青少年補導委員の委嘱について 



議案第 27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 28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 

議案第 29号 伊予市スポーツ推進委員の委嘱について 

議案第 30号 伊予市放課後子ども教室伊予小学校区運営委員会委員の委嘱について 

  

(2) 報告事項等 

  ① 3月会議録報告 

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 

 

午後１時 00分 開会 

○靏岡局長 それでは、皆さんおそろいのようですので、定刻より少し早いんですが、ただいま

から５月定例教育委員会を開催いたしたいと思います。一同、礼、お願いします。 

 まず、平井前委員は、先日５月 11 日までの任期でございました。既に４月 24 日の臨時議会に

おきまして新しい教育委員会委員として水口良江委員の同意をいただき、市長より任命されてお

りますことを御報告申し上げます。 

 水口委員の任期は、５月 12日から平成 31年５月 11日まででございます。 

 それでは、水口委員から就任の御挨拶をお願いいたしたいと思います。お願いします。 

○水口委員 こんにちは。初めてお目にかかります。 

 昨日拝命をいたしました水口良江です。上三谷のほうに住んでおりますので、またよろしくお

願いいたします。 

○靏岡局長 ありがとうございました。 

 続きまして、議案審議、委員長の選任についてでございますが、その前に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

催するとなっております。仮議長を選任していただく必要がありますが、いかがいたしましょう

か。 

〔「事務局一任」と呼ぶ者あり〕 

○靏岡局長 それでは、事務局案といたしましては、現委員長である矢野委員長に仮議長をお願

いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○靏岡局長 それでは、矢野委員長を仮議長として以降の進行をお願いいたします。 

○矢野仮議長 失礼します。それでは、仮議長を務めさせていただきます。 

 議案第 19 号伊予市教育委員会委員長の選任について、関連がございますので、議案第 20 号伊

予市教育委員会委員長職務代理の選任について、それぞれ事務局に説明を求めます。お願いしま



す。 

○靏岡局長 それでは、来る５月 14日をもって現委員長の任期が満了となります。地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第 12条第１項の規定では、教育委員会は教育長を除く委員のうちか

ら委員長の選挙をしなければならないとされており、同条第２項の規定により来る５月 15日から

来年５月 14日までの委員長について選任願いたくお願いするものでございます。 

 また、委員長職務代理者でございますが、慣例により委員長の改選にあわせて選任しておりま

すので、委員長職務代理者についても選任願いたくお願いするものでございます。 

 次に、委員長の選任方法でございますが、伊予市教育委員会会議規則第２条第２項の規定によ

る選挙の方法と第３項の規定による推薦の方法がございます。なお、委員長職務代理者の選任方

法でございますが、慣例により委員長で決定された同様の手法をもって選任願うものでございま

す。よろしくお願いします。 

○矢野仮議長 今説明があったように、委員長と委員長職務代理者の選任についてですが、いか

がいたしましょうか。 

〔「推薦で」と呼ぶ者あり〕 

○矢野仮議長 推薦という声が出ておりますが、よろしいでしょうか。御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野仮議長 それでは、異議なしということで、推薦の方法でお願いしたいと思いますので、

別室のほうへ移動をお願いします。 

 暫時休憩といたします。 

 それでは、委員さん方、別室のほうへお願いします。 

 

○矢野仮議長 それでは、再開したいと思います。 

 髙橋委員より結果の発表をお願いいたします。 

○髙橋委員 教育委員長は引き続き矢野委員さんの再選ということでお願いします。職務代理に

関しては鷹尾委員さんにお願いしたいと思います。 

○矢野仮議長 ありがとうございました。 

 皆様の御協力に感謝を申し上げ、会議議長の職を終わりたいと思います。 

○靏岡局長 ありがとうございました。 

 それでは、矢野委員長、就任の御挨拶をよろしくお願いいたします。 

○矢野委員長 失礼します。先ほどの話し合いで再任というか、再々任ということになりました。 

 何か地方教育行政のほうの法律も変わりまして、今年の４月から教育委員会制度も変わって、

また違う流れになっていっているわけです。総合教育会議というのも始まりまして、その中に市

長さんが主宰するということになりまして、そうなると教育委員のほうも市長さんと対等に話が

できるぐらいの力量をつけないといけないなと、こう思っていたときに委員長というのをまたお

引き受けすることになりまして、市長さんとしっかりと話ができる自信があるのかなーないのか



なーいやーないな、なんかいうて自分で自問自答しながらいるわけでございますが、そういうふ

うなことで私たち教育委員のほうは、しっかりとまた新たに力量をつけて頑張ってまいりたいと

思います。私のほう、本当に力不足で深い識見も何もなく、また引き受けたというふうな状況に

なりまして、皆さんの御協力が是非必要と思いますので、どうぞよろしくお願いしたらと思いま

す。 

○靏岡局長 ありがとうございました。 

 続きまして、鷹尾委員長職務代理者、就任の御挨拶をお願いいたします。 

○鷹尾委員 職務代理者を務めます鷹尾です。 

 私も民間の出身で、今まで非常に戸惑ったりいろいろ勉強することが多かったんですが、これ

からもいろいろ矢野委員長に教わりながら頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○靏岡局長 ありがとうございました。 

 それでは、矢野委員長、現委員長として引き続き次の議案審査をお願いいたします。 

○矢野委員長 失礼します。それでは、続けてまいりたいと思います。 

 議案審議に戻りますが、本日の議事録署名人を髙橋委員のほうにお願いしておきます。よろし

くお願いします。 

 議案第 21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ます。お願いし

ます。 

○靏岡局長 本件につきましては、伊予市教育委員会会議規則第７条の規定により委員長の選挙

後、直ちに抽せんにより議席を定め、氏名標を付けるとされておりますが、委員長職務代理者、

教育長の議席は既に決定しておりまして、残る２議席について決定をお願いするものでございま

す。 

○矢野委員長 議席の決定方法について、いかがいたしましょうか。御意見をお願いします。 

            〔「在任期間順で」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 それでは、在任期間順で承認を求めたいと思いますが。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 異議なしと認めます。 

それでは、席の移動をお願いいたします。 

それでは、席順は次からこのような座席でお願いしたいと思います。 

そしたら、議案のほうの審議に参りたいと思います。 

  議案第 22号伊予市社会教育委員の委嘱について、説明をお願いいたします。 

○矢野課長補佐  議案第 22号伊予市社会教育委員の委嘱について。 

 伊予市社会教育委員の任期満了に伴い、別紙の者を委嘱したいから、教育委員会の議決を求め

るものでございます。 

 議案書４ページ、５ページになります。 



 御審議のほどよろしくお願いします。 

○矢野委員長 議案書のほうの４ページ、５ページをごらんください。 

 新任の方はどなたが。 

○矢野課長補佐  新任といたしまして、１番の高木尚子さん、所属は青少年育成委員でござい

ます。 

 ３番、福岡保裕さん、有識者の部で出ていただいております。 

 ４番、冨田一子さん、この方も有識者の部で出ていただいております。 

 それから、10番になります。森田清延さん、これは伊予小学校の校長先生でございます。 

 以上でございます。 

○矢野委員長 ４名の方が新任、あとの方は再任ということになります。 

 目を通していただきましたか。 

 それでは、承認を求めたいと思いますが。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 異議なしということで、承認となります。 

 ありがとうございました。 

 それでは、続けて議案第 23号伊予市公民館運営審議委員の委嘱について、説明をお願いします。 

○矢野課長補佐    議案書６ページ、７ページになります。 

 伊予市公民館運営審議会委員の任期満了に伴い、別紙の者を委嘱したいから、教育委員会の議

決を求めるものでございます。 

 委員名簿７ページに記載しております。 

 10 名のうち新任は１名だけでございますが、伊予市広報区長会会長が５月 25 日に決定予定で

ございますので、空欄で掲載させていただきました。決定次第、来月の委員会で御報告できるも

のと考えております。 

 以上です。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 

 公民館の運営審議委員会のほうは再任が９名、それから新任、広報区長会長さんがかわられる

ということで、その方が１名ということですが。 

 承認を求めたいと思います。御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 全員異議なしということで承認とします。 

 続けて、議案第 24号伊予市立図書館協議会委員の委嘱について、お願いします。 

○矢野課長補佐 失礼いたします。議案書８ページ、９ページになります。 

 伊予市立図書館協議会委員の任期満了に伴い、別紙の者を委嘱したいから、教育委員会の議決

を求めるものです。 

 提案理由といたしまして、８ページ下に書いております。 



 図書館法（昭和 25年法律第 118号）第 14条及び伊予市立図書館条例施行規則第 21条の規定に

より提案しました。 

 委員名簿は９ページに載せております。 

 ８名の委員のうち４名は新任でございます。 

 上から２人目、森田清延氏は先ほど言いました伊予小学校の校長でございます。 

 上から４番目、冨田敏氏は双海町大久保ですが、双海地域事務所で地域おこし協力隊として他

県から転入してこられて、そのままこちらでの生活を営んでおられる方でございます。 １つ飛

ばしまして、谷崎文美さんでございます。 その下が大平の岩井孝子さん。 以上、４人が新任

でございます。 

 御審議のほど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。 

 新任の方の御説明をいただきました。 

 承認を求めたいと思います。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 全員異議なしということで、承認いたします。 

 続きまして、議案第 25号伊予市文化財保護審議会委員の承認について、説明をお願いします。 

○矢野課長補佐 議案書 10ページ、11ページになります。 

 伊予市文化財保護審議会委員の任期満了に伴い、別紙の者を委嘱したいから、教育委員会の議

決を求める。 

 提案理由といたしまして、伊予市文化財保護条例（平成 17 年伊予市条例第 186 号）第 17 条の

規定により提案しました。 

 委員名簿は 11ページに載せております。 

 委員 10名のうち新任は５番目の遠藤貢治（えんどうこうじ）氏、中山町出渕の中山中学校の校

長先生でございます。 

 分野別では美術品の担当となっております。この方が新任で入られております。 

○矢野委員長  ありがとうございました。 

 遠藤校長先生が１人新任ということでよろしいでしょうか。 

 はいどうぞ。 

○渡邉教育長 ２年の任期なんですが、転任があった時は、あて職的にするんですか、それとも

遠藤先生が美術館の課長をされてた造詣の深い人ということで２年間お願いするということです

か。 

○森田課長 そのほうは、もしそういった事例が出た場合にはまたそのときお話をしますという

ことで、とりあえず先生としては大丈夫でしょうという話はいただいております。 

○矢野委員長 御本人が大丈夫ということで。 

 御異議ございませんか。 



            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 それでは、全員異議なしということで、承認と認めます。 

 続けて、議案第 26号伊予市青少年補導員の委嘱について、お願いします。 

○矢野課長補佐 議案書 12ページ、13ページ、14ページになります。 

 伊予市青少年補導員の任期満了に伴い、別紙の者を委嘱したいから、教育委員会の議決を求め

る。 

 提案理由、伊予市青少年センター設置条例（平成 17年伊予市条例第 182号）第７条の規定によ

り提案します。 

 委員名簿は 13ページ、14ページに載せております。 

 87名のうち 13名が新任となっております。 

 13ページ。13番、湊町地区での亀岡秋絵さん、それから同じく 23番、篠崎美由紀さん、29番

の山下ますみさん、下吾川になります。42番の向井正次郎さん、小笠原ちひろさん、上野地区で

ございます。 

 14ページになります。 

 58 番の児玉光世さん、60 番の石村義江さん、63 番の井ノ口和志さん、大平地区になります。

それから、67 番、長谷波比呂志さん、68 番、西岡真寿美さん、69 番、岡田義数さん、双海地区

になります。それから、76 番、宮田昭典さん、78 番、亀田忠満さん、80 番、井手窪理さん、中

山地区になります。87名のうち 14名、新任となります。 

 以上です。 

○矢野委員長 補導委員の方、たくさんの方にお世話になっております。 

 承認を求めます。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 全員異議なし。それでは、皆さん異議なしということで、承認いたします。 

 続きまして、議案第 27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、お願いします。 

○矢野課長補佐 失礼します。伊予市青少年センター運営協議会委員の任期満了に伴い、別紙の

者を委嘱したいから教育委員会の議決を求める。 

 提案理由、伊予市青少年センター設置条例（平成 17年伊予市条例第 182号）第６条の規定によ

り提案しました。 

 続きまして、名簿 16ページになります。 

 30名中 11人を新任として迎えております。 

 上から２番目の伊予市広報区長会長は、先ほど申しましたように５月 25 日に決まりますので、

そのときにお名前が入るようになります。 

 それから、３番目は向井正次郎さん、伊予市愛護班連合会の会長でございます。 

 ５番目が三塚優さん、ＰＴＡ連合協議会会長でございます。 

 ６番目が芳岡毅さん、大平地区の青少年補導委員で大平地区の地区長を務められます。 



 ７番の石田裕範さん、青少年補導員で中村地区です。中村地区の地区長さんを務められます。 

 ８番、藤岡知行さん、青少年補導員で上吾川地区です。上吾川地区の地区長さんを務められま

す。 

 12番、大野誠子さん、同じく青少年補導員です。下吾川地区です。下吾川地区の地区長さんを

務められます。 

 14番、15番は、同じく青少年補導員で中山地区の方の地区長さんが入ります。中山地区と佐礼

谷地区でそれぞれ１名ずつです。青少年補導員さんとしてはお名前をいただいておるんですが、

まだ地区長さんとして決定しておりませんので、空白で出させていただきました。 

 23番、定井貞史さん、中村地区公民館長でございます。 

それと、申しわけございません、19番、高木尚子さん、新任となります。 

 20番の谷岡美香さんとお二人が新任になります。 

申しわけございません、１番の西田誠さん、新任となります。 

30名の方のうち 13名が新任でございます。 

○矢野委員長 非常にたくさんの名簿をつくられて、本当に大変だったと思います。 

 目を通していただきましたか。 

 それでは、承認を求めたいと思います。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 それでは、全員異議なしということで、承認いたします。 

 続きまして、議案第 28 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、

説明をお願いします。 

○矢野課長補佐 伊予市家庭教育・子育てサポートグループスタッフの任期満了に伴い、別紙の

者を委嘱したいから、教育委員会の議決を求めます。 

 提案理由、伊予市家庭教育・子育てサポートグループスタッフ設置要綱（平成 23 年６月 15 日

教育委員会訓令第５号）第５条第２項の規定により提案する。 

 名簿を 18ページに載せております。 

 スタッフ全員の再任でございます。 

 以上です。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 

 スタッフ全員の再任ということで、この子育てサポートグループのほうは予算が出て冊子がつ

くられて配布されてますよね。それですよね。 

 委員さん方、冊子のほう多分目を通していただいているんじゃないかなと思いますが。 

 承認を求めたいと思います。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 それでは、全員御異議なしということで、承認いたします。 

 続きまして、議案第 29号伊予市スポーツ推進委員の委嘱について、お願いいたします。 



○矢野課長補佐 議案書 19ページになります。 

 伊予市スポーツ推進委員に別紙の者を委嘱したいから、教育委員会の議決を求める。 

 提案理由、伊予市スポーツ推進委員規則（平成 17 年４月１日教育委員会規則第 27 号）第２条

の規定により提案します。 

 名簿は 20ページに載せております。 

 名簿の上から３番目、白澤美佐江さん、それから名簿の下のほうになります。下から４番目、

藤岡信次さん、それから藤岡信次さんの上の３人目大森卓也さん、この３人が新任でございます。 

 以上です。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 

 スポーツ推進委員さんの委嘱について、御異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 全員異議なしということで、承認となります。 

 続きまして、議案第 30号伊予市放課後子ども教室伊予小学校区運営委員会委員の委嘱について、

お願いいたします。 

○矢野課長補佐 議案書 21ページになります。 

 伊予市放課後子ども教室伊予小学校区運営委員会委員の任期満了に伴い、別紙の者を委嘱した

から、教育委員会の議決を求める。 

 提案理由、伊予市放課後子ども教室伊予小学校区運営委員会設置要綱（平成 27 年２月 18 日教

育委員会告示第３号）の規定により提案した。 

 委員名簿は 22ページに載せております。 

 名簿番号２番、森田清延、伊予小学校校長、新任でございます。 

 名簿番号６番、向井正次郎さん、伊予校区愛護班連合協議会会長でございます。この方も新任

でございます。 

 名簿番号 11番、森田誠司、社会教育課長、新任でございます。 

 ６番の向井さんは再任でございました。新任は２番の森田清延さん、伊予小学校長、11番の森

田誠司、伊予市教育委員会社会教育課長の２人でございます。失礼いたしました。 

○矢野委員長 異動に伴って就任した方だけですね。あとは再任ということです。 

 異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 異議なしということで、承認と認めます。 

 議案審議は以上です。 

 それでは、協議事項に入りたいと思います。 

 ３月の会議録の報告について。 

 これは、どなたか説明をしていただけますか。 

 小田課長補佐さん、お願いします。 



○小田課長補佐 失礼します。議事録を一字一句掲載というような形で、今回３月の定例会から

行わさせていただきました。それによりまして、かなり詳しく出ておりますが、一応そのような

ことで編集をさせていただきました。 

 以上です。 

○矢野委員長 目を通していただいて、何か御意見等ございませんか。 

 ありませんでしたか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 そしたら、書面をもって承認ということにさせていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 それでは、協議事項の２番、６月教育委員会行事予定について。 

○久保田指導主事 それでは、６月より先に５月行事のほうをちょっとご覧いただけたらと思い

ます。 

 これについては、４月の定例教育委員会のほうで御説明をしたんですけれども、新しく正式に

決まった行事等もありますので、また入れておりますので、御確認いただけたらと思います。合

同訪問等が入っております。 

 それから、31日の運動会ですけれども、例年運動会につきましては教育委員さん方に分担をし

て行っていただいております。中山小学校につきましては、また教育委員長さんのほうで出席い

ただけたらと思いますが、構いませんでしょうか。 

御机上にプリントのほうを置いておりますので、例年と同じような形で中山小学校のほうから、

もう案内状が来ているのではないかと思うんですが、まだ来ていなかったでしょうか。 

○矢野委員長 まだでした。 

○久保田指導主事 また学校のほうには連絡をしておきたいと思います。案内状を確認されて、

また御出席をよろしくお願いいたします。 

 それでは、６月行事のほうを御説明いたします。 

 学校教育課及び学校関係に関する行事です。 

 １日月曜日、市長、教育長会議。 

 ２日火曜日、３日水曜日と伊予地区の中学校の総合体育大会が開催されます。 

 ３日水曜日、合同訪問、伊予小学校で午前中です。 

 ５日金曜日、いじめストップ愛顔の子供会議の担当者会。 

 ８日月曜日、小学校社会科主任研修会。 

 ９日火曜日、第１回伊予市教育支援委員会。 

 16日火曜日、伊予地区の総体ですが、水泳の部が行われます。 

 17日水曜日、定例教育委員会。この日は伊予地区総体の陸上と相撲が行われます。 

 23日火曜日、第２回の市内校長会。 

 29日月曜日、この週に県の定着度テスト、これは小学校の５年生、６年生全てが行うようにな



っております。７月３日までに学校の都合のいい日に実施をしていただくという形になっていま

す。 

 30日火曜日、伊予市小学校の水泳大会で、予備日が翌日７月１日ということになっております。 

 また、備考欄には７月の行事のほうも示しておりますので、御確認いただけたらと思いますが、

１点訂正がございます。 

 備考欄の７月８日、合同訪問、郡中小学校のところですが、７月９日ですので、また御訂正の

ほうをよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○矢野委員長 ６月の行事予定の７月８日の合同訪問、郡中小のところ、７月９日に直しておい

てください。 

 それでは、社会教育課のほう、お願いします。 

○安田課長補佐 それでは、失礼いたします。社会教育課の６月の行事予定です。 

 まず、６月３日、愛媛県人権教育協議会伊予市支部の総会がウェルピア伊予で開催されます。 

 その翌日、４日からは毎週木曜日、オピニオンリーダー養成講座を中央公民館の２階で行うこ

とにしております。４日、11 日、18 日、25 日、あともう一回７月９日に最終日を予定しており

ます。 

 それから、14日の日曜日、ＨＩＭＥカップビーチバレー大会６月大会、これは先月から開催し

ております。９月まで毎月１回、五色姫海浜公園で計画しております。 

 それから、20日の土曜日が人権啓発土曜講座、ウェルピア伊予のほうで行われます。 

 それから、備考につきまして、７月２日、３日、四国地区人権教育研究大会が、本年度は徳島

県徳島市のほうで行われます。 

 以上でございます。 

○矢野委員長 行事関係で何か御質問等ございませんでしょうか。 

 行事予定よろしいでしょうか。 

             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 それでは、行事予定は終了します。 

 ３番の事務局報告事項等についてお願いします。 

○紺田指導主幹 先ほど行事予定にも出ておりました合同訪問の件につきまして、簡単に説明の

ほうをさせていただきます。 

 教育委員さん方には封筒の中に合同訪問の資料をお入れしておりますので、出していただけた

らと思いますが。 

 恐らく一番上に平成 27年度管理主事、市教委合同訪問についてというプリントが１枚ついてる

と思うんですが、それにつきまして簡単に説明をさせていただきます。 

 今年度伊予地区の担当管理主事は中野公雅先生になりました。中野先生は前の双海中学校の校

長先生でしたから恐らく御存じの方もたくさんおられるんではないかと思います。本年度、中野



先生のほうと一緒に学校訪問のほうを実施していきます。 

 それから、２番のところに訪問日及び学校名のほうの一覧表を載せております。早速明日伊予

中学校のほうの訪問を予定しております。詳しい日程表はまたそのプリントの後に各日の日程表

のほうをつけておりますので、後ほど御確認いただいたらと思うんですが、明日につきましては

集合時刻のほうが大変申しわけなくて早いんですが、８時ということで、この教育委員会の駐車

場のところに集まって、できるだけ乗り合わせで行きたいと思います。 

 それで、例年御自宅のほうから近いということで直接行かれるケースもあろうかと思いますの

で、そういった場合にはまた事前に事務局長さんないし私のほうにまた御連絡をいただいとった

らと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、５月は大変申しわけないんですが、20 日、21 日、22 日と３日間連続で訪問予定に

なっております。これは以前にも教育委員さん方からお仕事の都合等もあるので、できるだけ連

続というのは配慮してほしいというような御意見もいただいていたんですが、どうしても松前や

砥部町との日程調整や学校、それから管理主事さんの日程などを調整いたしまして、このように

３日連続というような日程になってしまったんですが、御容赦いただいたらと思います。 

 あと、25 日、それから 28 日、６月は３日のみになります。そして、本年度は７月にも訪問を

８日と９日に計画をしております。 

 それで、一応午前中だけの場合は昼食のほうは学校のほうではとりませんので、あと午前午後

あるいは大規模校は終日にわたるんですが、そういったケースにつきましては、それぞれの学校

で給食をとるようになります。また、給食費については、後ほど集金というような形になります

ので、よろしくお願いします。 

 それから、４番の訪問日程ですが、昨年度と同じように学校訪問をしましたら最初に校長先生

のほうから学校経営方針等の説明をしていただきます。その後、先生方の授業のほうを見ていた

だきます。それが終わりましたら、あと管理職の先生方と協議の時間を 30分程度設けております。

昨年度も教育委員さん方から感想等をいろいろいただきまして、今後の学校運営の改善に大変役

立ちましたので、また本年度につきましても協議の時間に御意見等をいただけたらと思います。 

 それから、５番のその他のところですが、給食費につきまして一応２回に分けて集金をさせて

いただいたらと思います。なお、欠席される場合につきましては、またこちらのほうで額のほう

は計算し直しますので、よろしくお願いいたします。 

 あと、訪問資料につきましては、当日お渡しする予定にしておりますが、次回の訪問校の資料

が届いておれば次回分もお渡ししたらと思います。本日、伊予中学校の資料のほうをおつけして

おりますので、また事前に目を通していただいたらと思います。 

 それから、昨年度もお仕事の都合等で欠席されるケースもありましたが、特に午前午後訪問す

る学校につきましては、どちらかで給食をとるようになりますので、欠席される場合、給食をと

める都合上、できたら何日か前に御連絡をいただけると大変ありがたいと思います。よろしくお

願いいたします。 



 あとの資料につきましては、それぞれの学校の日程表になっておりますので、また後ほどごら

んいただいたらと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 

 また、学校訪問について何かございましたら、後の会にでも御意見いただけたらと思います。 

 局長さん、お願いします。 

○靏岡局長 それでは、平成 27年６月議会に提出いたします補正予算について説明をさせていた

だきたいと思います。 

 お配りしております総括表をごらんいただきたいと思います。 

○大西課長 それでは、担当課の課長のほうから御説明をしたいと思います。 

 まず、最初になります２款１項 18 目の市制 10 周年記念事業についてなんですが、上段が３段

まで、これにつきましては皆さん御承知のとおり今年が市制 10周年ということで、全庁挙げまし

て市制 10周年の記念イベントを行うといった内容でございまして、市教育委員会ではこの事業の

中でタイムカプセル事業というのを実施する予定としております。これにつきましては、今現在

予定しておりますのが小学校児童約 2,000人、それと一般の方 500人を対象としまして、10年後

に向けた自分へのメッセージとか、そういったものを紙に書いていただいて、それをタイムカプ

セル缶に入れて 10 年後に本人にお渡しするといった事業となっております。10 年後ということ

で、市制 20 周年記念事業の中でということとか、それはまだ 10 年後のことになりますので、そ

こら辺踏まえまして今後内容等を進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、10款１項２目の学校防災教育実践事業並びに環境教育推進事業で、以下８列の予

算を計上しております。これにつきましては、右の歳入のほうにそれぞれ書いておるんですけど、

学校防災教育実践モデル事業、これにつきましては国の委託事業でございます。期間につきまし

ては１年間ということで、今年度は中山小学校におきまして実施する予定としております。70万

円の委託事業費をいただきまして、100％の事業となっております。 

 続きまして、環境教育推進事業費補助金なんですが、これにつきましては県の補助事業となっ

ております。今年度 30 万円いただきまして、これにつきましては 27、28 年度の２カ年の事業と

なっております。また、現在対象となる学校の正式な決定が来てないのですが、伊予小または南

山小のほうで実施したいと考えております。 

 続きまして、事業番号 4090の港南中通学タクシー借り上げ料についてなんですが、金額のほう

全く言っておらなかったですね。この事業につきましては、今現在港南中学校のほうで唐川地区

の生徒の方につきましては唐川小学校の統合の際の地元との協議の中で通学補助のほうを実施す

るということで現在に至っております。内容としましては、バス通学費を全額補助しているもの

なんですが、このバスが本年６月末をもって廃止となります。このため、これにかわる通学支援

の方法としましてタクシーの借り上げを検討しております。対象児童は現在 11 名ございまして、

内容としましては南予バスの今の運用状況を踏まえた内容としまして、朝１便、１便といいます



か、11人ですので、車を最高２台で考えております。下校についても、その２台の中での運用を

考えておりまして、詳しい内容、運用方法については今後アンケート等をとりまして検討、実施

していく予定としております。 

○靏岡局長  続きまして、学校教育課分の御説明させていただきます。 

 歳出につきましては、10 款２項２目に理科教育備品、これを各小学校、それと算数教育備品、

これは南山崎小学校、下灘小学校分でございます。これの備品購入費。 

 それと、10款３項２目、これも理科教育備品、これは各中学校分になります。それぞれ右側の

歳入にありますように、理科教育施設整備費と国庫補助金ということで半額の補助があります。 

 その歳入につきまして、今の補助金の上のところに幼稚園使用料というものがございます。こ

れがマイナスの 724 万 3,000 円ということになっております。これにつきましては、今回の子ど

も・子育て支援法への移行に伴います国の方針に倣いまして市民税の非課税世帯も半額にすると

いうのがあり、もう一つ幼稚園から小学校３年生までの範囲において２人目の子供さんは半額、

３人目の子供さん以降は無料というふうな取り扱いになっておりますことによって再計算いたし

ました結果、この金額の減額となったものでございます。入園料も無料となっております。 

 以上です。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 

 お尋ねしたいこと等ございますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 ないようです。 

 事務局のほうでありますか、ほかに。 

 大西課長さん。 

○大西課長 皆さんのお手元のほうに資料のほうを御用意しておりますが、平成 27年度伊予地区

教育委員会連絡協議会の総会の案内のほうをお渡ししております。これにつきましては、私のほ

うから個別に電話のほう確認させていただきまして、出欠のほうを既に松前町のほうにしており

ます。 

 当日こちらのほうから午後３時にワゴン車を出して、一緒に行きたいと思いますので、午後３

時に出発ということで集合のほうをよろしくお願いします。 

 それと、５月 20日までということですので、また出欠のほう、都合が悪くなった方がおられま

したらまた私のほうに御連絡いただければと考えております。よろしくお願いいたします。 

○鷹尾委員 私は会場へ直接参りますんで。 

○矢野委員長 それでは、報告事項ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 その他に移ってよろしいでしょうか。 

 その他で何かございますか。 

 紺田先生、お願いします。 



○紺田指導主幹 みなさんのお手元のほうに、平成２７年度学校教育基本方針をお配りしており

ますので、簡単に説明をさせていただいたらと思います。 

 当初、本年度の学校教育基本方針につきましては、既に学校のほうからは昨年度の反省を頂い

ておりますので、それと合わせて本年度の県教育委員会の学校教育基本方針を参酌しながら作成

する計画にしておりましたが、やはり県の教育基本方針のほうが６月にずれ込むような見通しに

なってしまいましたので、昨年度までの県の基本方針と学校からの反省事項等を踏まえて本年度

の学校教育基本方針をつくらせていただきました。また今後、県の教育基本方針が出ましたらそ

ういったものとも突き合わせながら修正等も予定しております。また今後、伊予市の総合教育会

議において大綱を作成されていきますので大綱も参考にしながら手直しが必要であれば直してい

ったらと考えております。 

 まず重点目標を今回８点挙げておりますが、その中でも特にというところで少し字を強調して

おります。１から４番を重点的に取り組んで行ったらと考えております。 

１番が社会総がかりで取り組む教育の推進、２番が確かな学力の定着と向上、３番が豊かな心

と健やかな体を育てる教育の推進、４番が人権・同和教育の充実と児童生徒の健全育成、あとそ

れぞれの重点目標について、簡単に説明をさせていただいたらと思います。 

まず１番の社会総がかりで取り組む教育の推進ですが、これにつきましてはとにかく、学校自

体が保護者や地域の皆さんと一緒に特色ある学校づくりを推進していくというような内容を載せ

させていただいております。（4）に伊予市総合教育会議の内容も新しく加えさせていただきまし

た。 

２番の確かな学力の定着と向上につきましては、（1）に伊予市立学校の教育力向上推進委員会

の提言の内容を書いております。これは、昨年度からこの推進委員会のほうが立ち上がりまして

色々な学力調査の結果を分析して伊予市全体として取り組むべき内容のほうを各学校に提言して

おります。そういったそれぞれの学校で取り組むべき内容と、とにかく伊予市全体でこの内容に

ついては実践してレベルアップをしていくというような内容の両方で取り組んでいくというよう

な形にしていきたいと考えております。（2）に伊予市学力調査という言葉を新しく入れさせてい

ただいております。本年度から中学校においても学力調査の予算を確保していただきましたので、

小中学校と伊予市独自の学力調査を行いながら子供達の学力を分析して指導に活かしていくとい

うような形で全体的な学力の向上を図っていったらと思います。愛媛県のほうが学力向上５カ年

計画、今年が４年目になっておりますので、来年度が最終の５年目になっているということで、

愛媛県の目標としましては、来年度につきましては全国学力学習状況調査で小学校中学校とも全

国トップテン入りという大きな目標を掲げております。それに向けて伊予市も同じ歩調でやって

いけてらと考えております。 

 ２枚目のほうの３番の豊かな心と健やかな体を育てる教育の推進ですが、特にここにつきまし

ては（1）に新しい内容を入れさせていただきました。「特別の教科 道徳」この道徳というのが 

教科化されます。今のところ平成 30年から実施の予定になっているんですが、ただ教科になると



評価が必要になってきます、ただ道徳の場合は国語や算数のように点数で評価することは難しい

と思います。したがって、子供達の道徳性にかかる成長の様子等が分かるような評価方法を今年

度から少しずつ研究をしていって平成 30 年度の完全実施に向けて準備をしていきたいと考えて

おります。 

 （4）に「えひめ国体」を見据えた県や市の取り組みを学校体育の中で積極的に実践していこう

というような内容を入れさせていただいております。もう既に県や市のほうからこういったえひ

め国体に向けて色々な取り組みがなされておりますので、特に体操なども講習会などが実施され

ていく予定になっております。そういったことも、学校体育の中でどんどん取り組んでいきたい

と考えております。 

４番の人権・同和教育の充実と児童生徒の健全育成のところは、特に（4）（5）（6）のあたり、

いじめや不登校、非行防止について特に学校が今後も取り組んで今後もこういった問題解決に取

り組んでいっていただきたいと考えております。 

 少し飛びますが３枚目の６番の教職員の資質・能力向上と学校組織の活性化のところですが、

ここについては、皆さんもご存知のとおり昨年度もかなり教職員の不祥事が起こっております。

それで、（1）のところに服務規律の厳正な遵守の徹底と交通事故・違反、体罰等の非違行為の未

然防止を徹底する。また、厳正な会計処理や薬品管理、これにつきましても公金の不正流用とか、

あるいは薬品を教室に置いたままで子供達がそのまま持ち出したとかの事故等もおこっておりま

すので、そういった不祥事が無いよう学校のほうでもしっかりと教職員への指導を徹底していた

だきたいと考えております。 

 それから、７番８番については例年通りの内容で作成しております。 

以上簡単に説明をさせていただきましたが、本年度の教育基本方針につきまして、この内容で

取り組んで行きたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

以上です。  

○矢野委員長 ありがとうございました。 

 学校教育の基本方針について、特に本市が重点的に取り組む４点についてご説明いただきまし

た。 

 何かご意見、ご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、全員御異議なしということで、承認いたします。 

 その他で何かございますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 そしたら、私のほうは以上で終わりたいと思います。 

○靏岡局長 それでは、５月定例教育委員会を閉会いたします。 

 御起立ください。  一同、礼。 

       午後2時14分 閉会 


