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2月 定例教育委員会 議事日程 

 

１．日 時 平成28年2月17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 

  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 

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) 報告事項等 

① 3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 

 (2) その他 

 

            午後13時30分 開会 

○靏岡局長 開会を宣言 

○矢野委員長 それでは、２月の定例教育委員会を始めたいと思います。 

 私、先日佐礼谷小学校の学習発表会に行ってきました。佐礼谷小学校13名、１年生が欠学年

で、２年生から６年生まで13名なんですけど、小規模校だから、あれだけ本当一人一人が元気

はつらつとした声で、どの子も生き生きと発表しておりました。大変いいところを見せてもら

ってよかったと思います。それぞれ委員さん方もいろんなところでまた見られていると思いま

すので、また出会ったときに先生方にでもよかったよなんかという感想を言っていただけると

先生方もよい励みになるんじゃなかろうかなと思います。 

 今回の会議録の署名のほうは、髙橋委員さんですので、よろしくお願いします。 
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 それでは、12月の会議録のほう、お手元のほうに届いていたと思います。しっかりと読んで

いただいたみたいですけれども、文書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 ということでよろしくお願いします。 

 協議事項なんですけれども、案内文のほうには協議議題が１題あったと思うんですけれど

も、本日は提出がなしということで、また後日のほうの協議に回すということだそうですの

で、報告事項等から入りたいと思います。 

 ３月の教育委員会行事予定について、よろしくお願いします。 

○皆川課長補佐 学校教育課、学校関係の主な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。 

 それでは、続いて、社会教育課のほうお願いします。 

○矢野課長補佐 社会教育課の主な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。 

学校教育課と社会教育課行事予定について、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、ないということなので、②の事務局報告事項等に進みたいと思いま

す。お願いします。 

 局長さん、お願いします。 

○靏岡局長 それでは、３月議会に上程予定しております３月の補正予算並びに当初予算につ

いて御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、平成27年度３月補正予算説明資料というのをごらんいただきたいと思います。 

 予算順によろしいでしょうか。 

○大西課長 それぞれ担当課ごとに順次報告のほうをしていきますので。 

 まず、10款１項３目の義務教育施設整備基金積立金なんですが、これにつきましては、基金

の利子のほうを積立金に繰り入れることとしております。27万5,000円の予算となっておりま

す。 

○靏岡局長 続いて、10款２項１目につきまして、学校生活支援員賃金、これにつきまして３

人分が不用額として残りますので、373万2,000円を減額いたしております。 

 次の10款２項２目、これにつきましては、教師用の指導書、これを予算のほうに二重計上と

いう形になっておりまして、その１回分を減額しようとするものでございます。 

 続きまして、10款２項３目の中山高校グラウンド除草・整備業務手数料、これにつきまして

は、当初グラウンド除草を委託する予定でありましたが、学校の教員でありますとか職員が直

接行ったことによります50万の減額でございます。 

 続いて、中山小耐震補強・大規模改修工事、これにつきましては、入札減少金になります。
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5,250万円でございます。 

 歳入につきまして、その横になりますが、14款２項５目のところ、学校施設環境改善交付

金、それとその下の21款の分ですが、義務教育施設整備事業債、これにつきましては、中山小

学校の工事費の減少に伴います歳入の減少となります。 

10款３項３目、これにつきましては、中山中学校の屋内運動場の放送機器につきまして、

仕様を変更したことで150万円の減少となっております。 

 次の10款４項１目、これにつきましては、幼稚園におきまして保育支援員が１人減少しまし

たので、その１人分の減少となっております。 

○大西課長 続きまして、10款６項４目学校給食センター、新センターにおきます予算になっ

ております。まず、消耗品につきましては、今回入札をしまして入札減少金が生じましたの

で、700万の減額補正としております。 

 続きまして、光熱費なんですが、これにつきましても、完成予定日が遅れたことによりまし

て130万減額をしております。 

 続きまして、工事請負費なんですが、これも入札減少金によるものですが、３億1,800万の

減額補正をいたしております。 

 続きまして、庁用器具類、これにつきましては、備品関係のものとなっております。大型を

除きます備品関係で、これにつきましても入札減少金が生じたことによりまして600万円の減

額補正、それと続きまして機械器具費、こちらが大型厨房機器になっております。こちらにつ

いては3,200万円の減額補正としております。 

 歳入のほうなんですが、義務教育施設整備基金繰入金としまして、今回２億5,600万減額を

行っております。これにつきましては、先ほど申し上げました工事関係に入札減少金が出まし

て、この不用に伴います歳入のほうも減額補正をしたものでございます。 

 続きまして、学校給食センター整備事業費、これ合併特例債です。これも給食センター建設

費に係ります特例債なんですが、補正のほうも工事費が減少が生じたため、合併特例債も減額

処理をしたものです。額面につきましては9,470万円となっております。 

 以上で説明のほうを終わらせていただきます。 

○靏岡局長 続きまして、２ページをごらんいただきたいと思います。 

 繰越明許費調書、これは年度内完成ができないことによりまして翌年度へ繰り越して事業を

行うものでございます。 

 上から説明させていただきます。 

 学校修繕費としまして、中山小学校プール漏水修繕工事、次の小学校外構工事事業費としま

して、中山給食センターの解体及び中山小学校外構工事設計業務、それと建築確認の申請手数

料、次の学校建設補助事業としまして、港南中学校屋内運動場等改修工事に伴う周辺建物事後

調査業務、次の中山中学校屋内運動場耐震補強事業費、中山中学校屋内運動場改築工事に伴い
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ます周辺建物事後調査業務、次の中学校外構工事事業費としまして、港南中学校給食室等解体

及び外構工事設計業務、双海給食センター解体及び双海中学校外構工事設計業務、それと建築

確認申請手数料、これらにつきまして翌年度へ繰り越しをするものでございますが、完成予定

はそれぞれ一番右の欄に書いてありますように、28年の最も長いので中山中学校の関係でござ

いますが９月30日の予定となっております。 

以上で補正予算の説明は終わりました。 

 続けて、当初予算の説明もさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

○矢野委員長 はい、お願いします。 

○森田課長 １ページをお願いします。 

 １ページの６款１項６目農業施設管理運営費、この中には中山地区公民館の所管として利用

しております佐礼谷生活改善センター、それから永木構造改善センター、野中構造改善センタ

ーの３施設の管理運営費が社会教育課の所管となっております。光熱水費、それから消防設備

や清掃等の管理委託業務全体では336万2,000円となっておりまして、ほぼ前年並みの予算で

す。 

 次、２ページをお願いします。 

 ２項林業費の１目林業施設管理運営費でございます。こちらのほうは、中山林業センターが

長沢体育館や長沢グラウンドと同じ敷地内にある関係で社会教育課が所管をしております。管

理運営費全体で78万2,000円となっております。内容につきましては、ほぼ前年並みというこ

とです。 

○大西課長 それでは、３ページのまず10款１項１目から３目までが教育総務課の管轄となっ

ております。 

 10款１項１目教育委員会運営費につきましては、来年度300万を見込んでおります。今年度

に比べまして3.4％のアップとなっております。 

 続きまして、２目につきましては、まず通学バス運行業務費、これにつきましては、通学バ

ス、中山、双海のバス関係、それと中山幼稚園の通園バス、それと翠と港南中学校で実施して

おりますタクシーの借り上げ料、これらにかかわります費用となっております。総額で

3,651万1,000円、今年度と比べて6.1％のアップとなっております。 

 続きまして、適応指導教室事業費、これにつきましては、来年４月から子供総合センターが

開設されるわけなんですが、この中にこの適応指導教室のほうを設置する予定としておりま

す。運用開始につきましては、２学期からを予定しとるんですけど、ここに配置します指導員

の賃金を計上しております。622万8,000円を計上しておりまして、新規事業となっておりま

す。 

 続きまして、特別支援教育事業費についてなんですが、ことばの教室事業費と巡回教育相談

員さんに係ります人件費となっております。1,325万8,000円を計上させていただいておりま
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す。 

 続きまして、教育補助事業費なんですが、これにつきましては、いじめ問題対策連絡協議会

委員報酬、またスクールガードリーダーに係ります賃金等となっております。126万8,000円を

計上させていただいております。 

 続きまして、３目ＡＬＴ派遣事業費、これは現在配置しておりますＡＬＴ５人に関します雇

用賃金であり、旅費等の予算となっておりまして、2,077万8,000円を計上させていただいてお

ります。 

 続きまして、教員住宅管理運営事業費、中山のほうに６戸、双海に５戸教員住宅がありまし

て、これに係ります維持管理費となっております。87万9,000円を計上させていただいており

ます。 

○靏岡局長 続きまして、学校教育のほうから説明させていただきます。 

 主なものをピックアップして説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 ２項につきましては、小学校費になります。１目のところに小学校の修繕費でありますと

か、工事費、この工事費につきましては、郡中小学校のブロック塀でありますとかフェンス工

事、こういったものの工事を予定としております。 

 小学校運営費に関しましては、大体例年の内容でございます。 

 次の２目につきましては、パソコン教室の運営費でありますとか、小学校の児童扶助費を計

上させていただいております。 

 ３項になりますが、３項が中学校費でございます。１目におきまして、中学校の修繕費ある

いは中学校営繕工事費、この営繕工事につきまして、港南中学校の網戸の設置工事を実施した

いというふうに考えております。 

 中学校の運営費につきましても、例年の維持管理に係る部分でありますとか、生活支援員、

校務員、こういったことの経費を計上させていただいております。 

 ２目につきましては、パソコン教室の運営あるいは中学校の生徒の扶助費、こういったもの

を例年により計上させていただいております。 

 次のページをお願いいたします。 

 ４項、これは幼稚園費になります。１目としまして幼稚園修繕費、続いて営繕工事費、この

営繕工事につきまして北山崎幼稚園の下水道の工事を予定しております。 

 幼稚園の運営費につきましては、通常の委託管理、こういったものあるいは臨時職員といっ

たような賃金を計上いたしております。 

 幼稚園の就園奨励費補助事業費としまして、幼稚園の就園奨励費の補助金を計上いたしてお

ります。 

○森田課長 次の５項、社会教育費になります。１目が社会教育総務費では、婦人会、愛護

班、文化協会などの社会教育団体の育成や生涯学習、家庭教育、それから文化振興事業に係る
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経費を計上しております。昨年度と大きく変わった点を中心に説明をさせていただきます。 

 社会教育指導員設置事業費、こちらのほうでは、社会体育を担当する社会教育指導員が１名

減となっております。 

 それから、文化財保護費では、試掘に伴います賃金の削除、それと、前年度には扶桑木保存

処理業務という事業で370万円を計上しておりました関係で全体では490万余りの減額となって

おります。 

 また、今年度につきましては、愛媛大学の内田先生に整理をしていただきました宮内家の文

書目録の製本を計画しております。 

 そして、先ほども出てきました中山スマートインターチェンジ設置に伴う発掘調査事業費で

ございますが、これは新規事業でありまして、今年度に発掘調査を行い、来年度からは工事着

手の予定となっております。高速道路のインターチェンジ造成地に係る分につきましては、Ｎ

ＥＸＣＯ西日本が発掘を行いまして、それに接続をする進入道路、その部分について伊予市が

発掘を行うこととなっております。伊予市の発掘面積としましては、約1,400平方メートルを

発掘予定となっております。 

 続きます２目、これは公民館費になりますが、こちらのほうでは市内６つの地区公民館の活

動費及び各施設の管理運営費が計上されております。その中で、公民館修繕費では、中村及び

上野地区公民館のトイレの一部を和式から洋式に変えるための工事費を新たに計上しておりま

す。 

 それから、続く３目図書館費になりますが、前年度に図書館システム更新費用1,620万円を

計上しておりましたので、その分が減額となっております。その他ではほぼ前年並みの計上で

あります。 

 続く４目人権同和教育費、こちらのほうは、地区別懇談会やオピニオンリーダー養成講座な

どの各種研修会、それから人権啓発カレンダーの作成、県人協の伊予市支部に対する運営補助

金、こちらのほうが主な内容であります。その中で、人権同和教育費のほうでは、前回平成

22年度に発行をいたしております人権同和教育啓発資料「ふれあい」というのがございました

が、こちらの内容を刷新いたしまして、発行、全戸配布をする予定で92万円を計上しておりま

す。前回発行したものがこちらになります。 

 それから、続きます５目社会教育施設管理運営費でございますが、こちらのほうはふるさと

創生館、緑風館、唐川コミセン、それから野中と下灘のふれあい館の管理運営費でございま

す。中央公民館の解体に伴いまして、８月にはふるさと創生館が郡中地区公民館となりますの

で、その後のシルバー人材センター等に対する管理委託料が減額となっております。 

 次の６目につきましては、都市住宅課の所管の予算となります。 

 続きます７目図書館・文化ホール等管理運営計画策定事業、こちらのほうでは、引き続きま

して、株式会社シアターワークショップの支援を受けながら、検討委員会や分科会、ワークシ
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ョップを開催し、図書館、文化ホール等の管理運営計画策定を進めてまいります。 

 以上です。 

○靏岡局長 続きまして、６項保健体育費になります。１目は保健体育総務費でございます

が、健康診断事業費といたしまして、学校医の報酬でありますとか、園児、児童・生徒の各種

健診の経費を計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○森田課長 続く２目、こちらのほうは社会体育費になりますが、こちらのほうでは体育協会

やスポーツ少年団の育成を図り、生涯スポーツを推進するとともに、グラウンドや夜間照明等

の各社会体育施設の管理運営を行う経費となっております。新規事業といたしましては、社会

体育施設管理費、こちらのほうで昭和49年築になります長沢体育館の耐震補強工事として

6,950万円を計上いたしております。 

 以上です。 

○大西課長 続きまして、３目なんですが、これにつきましては学校給食運営費の予算計上と

なっております。 

 まず、学校給食運営費とありますのは、本庁地区にあります５つの単独調理場にかかります

経費となっております。こちらの施設につきましては、１学期間の運用ということもございま

すので、昨年度に比べて大幅な減少となっております。消耗品関係、調理場の修繕関係、これ

らに係ります予算を計上させていただいております。 

 続いて、給食センター運営費ですが、こちらは中山、双海の２センターに係ります予算とな

っております。こちらの施設におきましても、同様に１学期間の運用となりますので、昨年度

に比べて大幅な減少が生じているような状況です。 

 ３点目の学校給食センター運営費ですが、こちらが新センターに係ります経費となっており

ます。金額にしまして１億5,993万4,000円を計上させていただいております。この中には給食

調理員に係ります賃金、また学校給食等配送業務に係ります委託料、その他施設関係の委託

料、保守点検料、そういった費用をこちらのほうで計上させていただいております。 

 続きまして、４目学校給食センター整備事業費ですが、こちらにつきましては、平成28年度

に配膳室の工事を予定しております。新築工事としましては、南山崎小学校、伊予小学校、そ

れと改築工事につきましては由並小学校、中山中学校を予定しております。これに２学期から

の新センターの運用に伴いまして、現在あります７つの調理場、この解体工事もこの中に含ま

れております。 

 以上で説明のほう、終わらせていただきます。 

○矢野委員長 ３月の補正予算、それから28年度の当初予算の説明をしていただきました。 

 何か御質問等ありませんでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○矢野委員長 ないようですので、これで質疑を終了します。 

 森田課長さん、どうぞ。 

○森田課長 ちょっと資料はないんですが、今回の議会のほうに社会教育課のほうで１つ議案

の提出がございます。といいますのが、伊予市立社会教育集会所の指定管理者の指定に係る議

案ということでございまして、伊予市内には社会教育集会所としまして、旧伊予では１カ所、

尾崎浜、それから中山では１カ所、門前と双海で４カ所、富貴、本村浜、双葉、城ノ下、こち

らの６カ所の社会教育集会所がございまして、今までも指定管理で地元のほうに管理をお願い

をしております。その指定管理の期間がこの３月をもって満了となりますので、続く５カ年

間、次の４月から５カ年間の指定管理をまた同じく地元のほうにお願いしようというものでご

ざいまして、こちらの議案のほうを提案をさせていただいております。 

 以上です。 

○矢野委員長 繰り返しませんが、そのような議案を提案しているというそうです。御承知お

きください。 

 それでは、皆川課長補佐。 

○皆川課長補佐 平成27年度の卒業式日程及び出席予定者について説明を行った。 

28年度の入園、入学式の予定者と出席予定者について説明を行った。 

○矢野委員長 大西課長さん。 

○大西課長 よろしいでしょうか。給食センターなんですが、ほぼ完成をして３月中には引き

渡しというところまで来ております。26年、27年の２カ年にわたりましてこの工事のほうを進

めてまいったわけなんですが、今回精算のほうをしまして、議会のほうに報告事項としてそれ

ぞれ新築建築主体工事、それと給排水衛生設備工事、それと空調換気設備工事、こちらのほう

に契約金の変更がございましたので報告を上げる予定としております。建築主体におきまして

は、当初７億6,572万円の契約を結んでおりましたが、589万5,000円の減額となりまして、変

更後の契約金は７億5,982万5,000円となります。 

 続きまして、電気工事につきましては、契約変更はございません。 

 給排水設備工事につきましては、当初２億447万6,400円で契約を結んでおりましたが、

144万6,600円の増額となりまして、２億592万3,000円の契約に変更するものでございます。 

 空調換気設備につきましては、当初金額が１億4,530万3,200円であったものが、372万

3,800円の増額となりまして、１億4,902万7,000円で契約変更をするものとなっております。 

 この主な理由としましては、新築工事でしたら基礎に使っているコンクリート量が少なくな

ったとか、また湧水がかなり厳しいところで、これに対する費用、また厨房機器の取り合いで

不具合が生じたことによりましてこういった金額変更が生じたわけでございます。空調機器に

つきましては、炊飯器の機種のほうが変更になったことから、フードの大きさが変わったこ

と、これが大きな理由でございます。給排水衛生設備につきましては、衛生管理面の改善のた
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めに使っている設備、こちらのほうを変更したことに伴いまして増額が生じたものです。 

 以上で説明のほうを終わります。 

○矢野委員長 靏岡局長さん。 

○靏岡局長 ただいまの給食センターの予算につきましては、この後、専決を受けまして、議

会の最終日に上程をするように手続をしてまいります。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 

 報告事項、このほかにございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 ないようですので、その他のほうに移りたいと思います。 

 その他はありませんか。 

 大西課長さん。 

○大西課長 先ほど３月の行事予定のほうで御説明申し上げましたとおり、３月28日月曜日に

学校給食センターの落成式を予定しております。時間につきましては10時に始める予定として

おりますが、委員さん各位にもまた改めて御案内のほうもお出ししますので、出席について御

協力いただいたらと思います。よろしくお願いします。 

○矢野委員長 28日の月曜日ですが、よろしくお願いをしますとのことです。 

 それでは、そのほかありませんでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 はい、ないようですので、これで終わりたいと思います。 

○靏岡局長 閉会を宣言 

            午後2時10分 閉会 

 

 


