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3月 定例教育委員会 議事日程 

 

１．日 時 平成28年3月16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 

教育総務課指導主幹 紺田 順一 

教育総務課指導主事 久保田 貴章  

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 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1号   伊予市青少年センターの運営に関する規程の一部を改正する訓令について 

議案第2号  伊予市放課後子ども教室推進事業実施要綱の一部を改正する告示について 

議案第3号  伊予市放課後子ども教室校区運営委員会設置要綱の一部を改正する告示に 

ついて 

議案第4号  伊予市スポーツ推進委員被服等貸与規則の制定について 

議案第5号  伊予市適応指導教育事業実施要綱の制定について 

議案第6号  伊予市いじめ問題対策連絡協議会設置要綱の制定について 

議案第7号  伊予市教育委員会組織規則の一部を改正する規則について 

議案第8号  伊予市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令について 

議案第9号  伊予市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について 

議案第10号  伊予市学校給食センター管理規則の一部を改正する規則について        

議案第11号 伊予市総合教育会議設置要綱の一部を改正する告示について 

議案第12号 伊予市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の一部を改
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正する規則について 

議案第13号 伊予市公民館管理規則の一部を改正する規則について 

議案第14号 伊予市夜間照明施設管理規則の一部を改正する規則について 

議案第15号 伊予市緑風館管理規則の一部を改正する規則について 

議案第16号 伊予市ふるさと創生館管理規則の一部を改正する規則について 

議案第17号 伊予市社会体育施設管理規則の一部を改正する規則について 

議案第18号 伊予市立教育施設等使用条例施行規則の一部を改正する規則について 

議案第19号 伊予市ふれあい館管理規則の一部を改正する規則について 

議案第20号 伊予市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則について 

(2) 報告事項等 

① 4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 

 

             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、３月の定例教育委員会を始めたいと思います。 

 このメンバーで行うのは今年度最後になるのではなかろうかと思います。よろしくお願いし

ます。 

 協議事項が、今日はたくさんの議案がありますので、スムーズに進行していきたいと思いま

す。御協力よろしくお願いします。 

 今月の会議録のほうは水口委員さんにお願いしたいと思います。 

署名人のほうをよろしくお願いします。 

○水口委員 はい。 

○矢野委員長 １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。文書をもって御

承認いただけたらと思うんですが、よろしいでしょうか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 はい、ありがとうございました。 

 それでは、早速協議事項に入りたいと思います。 

 議案審議、議案第１号、伊予市青少年センターの運営に関する規定の一部を改正する訓令に

ついて説明をお願いします。 

 森田課長さん、お願いします。 

○森田課長 議案書１ページをお願いいたします。 

 議案第１号、伊予市青少年センターの運営に関する規定の一部を改正する訓令について。 



- 3 - 

 以下、議案書の朗読については省略をさせていただきます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 改正点につきまして説明いたします。 

 第３条におきまして、現行の「青少年」及び「（以下、「協議会委員」という。）」の文言

を削っております。これは、この前の第２条において、既に「青少年センター（以下、「セン

ター」という。）」というふうにもう規定がございますので、青少年のほうを削りました。ま

た、「（以下、「協議会委員」という。）の文言の削除につきましては、これ以降の条文の中

にセンター運営協議会委員という文言が出てきませんので、不要であったため削除を行ってお

ります。 

 第４条では、現行の（以下、「補導委員」という）は、補導委員歴が30年未満であるものを

委嘱する、この文言を削っております。これにつきましては、30年未満という制限に何の根拠

もありませんし、制限する必要もないということから削除いたしました。 

 さらに、これにかわりまして、改正案のほうにありますように、「センターの青少年補導委

員には、補導活動（１時間以上）に参加した場合、１回につき800円を支給する」をつけ加え

ております。これは、補導委員としての報酬はございませんので、これまでも１時間以上の補

導活動につきまして、１回につき800円の謝礼としての手当を支給しておりましたが、この

800円という金額の根拠がありませんでしたので、今回こちらの規定のほうに定めようとする

ものです。 

 以上です。 

○矢野委員長 はい。３条では文言の削除、それから４条では繰り返しませんがこういった文

章の変更ということでした。 

 何か御質問はございませんか。 

 よろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 それでは、承認ということでよろしくお願いします。 

 続けて、議案第２号の説明をお願いします。 

○事務局 ４ページになります、議案第２号、伊予市放課後子ども教室推進事業実施要綱の一

部を改正する告示について。 

 ６ページのほうをおあけください。 

 改正内容でありますが、第９条の見出しの服務、こちらのほうへ「及び謝金」を追加をいた

しまして、第３項として、「事業活動に参加したコーディネーターには１時間当たり

1,000円、教育活動推進委員及び教育活動サポーター等には１時間当たり740円を支給する」を

追加いたしました。これにつきましても、先ほどと同じく、これまでも同額の謝礼として支給

をしておりましたがその金額の根拠がありませんでしたので、今回規定に定めようとするもの
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でございます。それで、この改正案の中に１カ所訂正がございますので、訂正をお願いしたい

と思います。３項の中の「１時間当たり1,000円。」になっておりますがこの「。」を「、」

に修正をしていただきたいと思います。 

 説明は以上です。 

○矢野委員長  

 改正案の及び謝金っていう内容についての御説明をいただきました。 

 御質問等ございませんか。 

 よろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 はい。 

 それでは、続けて議案の第３号をお願いします。 

○森田課長 ７ページになります、議案の第３号、伊予市放課後子ども教室校区運営委員会設

置要綱の一部を改正する告示について。 

 ９ページのほうをおあけください。 

 改正点でございますが、第６条の見出し庶務、これに「及び謝金」を追加し、第２項として

「校区運営委員会に出席した委員には、１回につき3,000円を支給する」を追加いたしまし

た。 

 これにつきましても、先ほどと同様でございます。これまでも同額を謝礼として支給をして

おりましたが、その金額の根拠がありませんでしたので、今回規定に定めようとするものでご

ざいます。 

 以上です。 

○矢野委員長 これは伊予小校区のことですね。伊予小校区のみですか。 

○事務局 今は伊予小校区しかございませんが、伊予市全域で一応この規定をつくっておりま

す。現在は、伊予小校区しかございません。 

○矢野委員長 はい、ということで、「及び謝金」の文言の追加ということの御説明をいただ

きました。 

 御質問ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 はい、承認でよろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 はい、ありがとうございました。 

 それでは、議案の第４号をお願いします。 

○森田課長 10ページになります、議案第４号、伊予市スポーツ推進委員被服等貸与規則の制

定について。 
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 提案理由といたしましては、伊予市スポーツ推進委員に貸与する被服等について、その内

容、貸与期間、保管方法、返納等を明確に定め、当該事務を適正に実施する必要が生じたため

提案をいたしております。 

 11ページをお願いいたします。 

 規則の内容でございますが、第１条では、規則の趣旨を定めておりますが、この中一部文言

が欠落をしておりますので、つけ加えていただきたいと思います。 

 １行目最後のほうになりますが、１行目の一番最後のかぎ括弧の次に、「被服等」という文

言をつけ足していただきたいと思います。申しわけございません。 

 第２条では、貸与品は冬用と夏用のユニホーム各１着と帽子、それから推進委員の任期期間

であります２年間貸与するというふうにしております。 

 それから、第３条では委員は善良な注意をもって使用保管をすること。 

 第４条では、委員はやめたときには貸与品を返納すること。ただし、教育長が認めた場合は

よしとすること。 

 第５条では、貸与品が毀損等により使用できなくなったときには、教育長に届け出ること。

その理由がやむを得ないときには、代品を貸与すること。 

 第６条では、本人の過失等による貸与品の毀損等の場合は、その実費を弁償すること。 

 第７条では、委任事務を定めております。 

 附則のほうで、この規則は公布の日から施行するとしております。 

 以上でありますが、既にスポーツ推進委員のユニホームの管理につきましては、更新をする

たびに一覧表で管理をしておりましたが、今回の制定につきましては、監査委員のほうより貸

与に関する明文化の指導がございましたので、それに対応するものでございます。 

 以上です。 

○矢野委員長 新しくつくったということですね。 

○事務局 はい、そうです。 

○矢野委員長 監査委員からの指導が入ったので、新しくこういうふうな文章をつくったとい

うことですが。 

 御質問ございませんか。ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 そしたら、承認でお願いします。 

 それでは、続いて議案の第５号、局長さん、お願いします。 

○事務局 それでは、12ページ、議案第５号、伊予市適応指導教室事業実施要網の制定につい

て、御説明をいたします。 

 最初の議案の目録のところ議案第５号、伊予市「適応指導教育」となっておりますので、

「適応指導教室」と直しておいていただきたいと思います。 
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 それでは13ページをお願いいたします。 

 伊予市適応指導教室事業実施要網、第１条としまして、趣旨、この要綱は学校不適応の状態

にある児童及び生徒を対象に、集団生活への適応を促し、自立と学校生活への復帰を支援する

ために開設する伊予市適応指導教室の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 第２条としまして、位置は尾崎にあります伊予市総合保健福祉センター内に設置することと

なります。 

 第３条、適応指導教室は伊予市教育委員会が所管いたします。 

 第４条としまして、専任指導員、その他必要な職員を置くことができる。 

 第５条、対象者としまして、伊予市立小・中学校に在籍している児童・生徒で、何らかの理

由により不登校もしくはその傾向にある者、または学校生活に不適応を起こしている者が対象

となります。 

 第６条、事業といたしまして、対象者またはその保護者への教育相談、適応相談、２号とし

まして、対象者への適応指導、学習指導、訪問指導。第３号としまして、対象者が在籍する学

校及び関係機関との連絡調整。第４号、適応指導教室の運営等に関する調査研究及び啓発活

動。第５号としまして、その他教育長が必要と認めた事業というふうになっております。 

 第７条で休室日としまして、１号、日曜、土曜。第２号としまして国民の祝日。第３号とし

まして12月29日から１月３日までの間。 

 第８条、開設時間は午前９時から午後４時45分まで。 

 第９条として、入退室につきましては、保護者が入室申込書、様式第１号を在籍する校長を

通じて教育委員会に提出するとなります。第２項としまして、校長は前項の申し込みがあった

場合には、様式第２号確認書を添えて教育委員会に提出しなければなりません。第３項としま

して、教育委員会は、前２項の申込書、確認書が提出されたときは審査しまして、入室するこ

とが適当と認めたときは決定通知書第３号により保護者及び校長に通知するものとする。第４

項としまして、退室につきましては、対象となるものに対する指導経過及び関係者の協議結果

を踏まえ決定するものとしまして、退室を認めた場合は退室決定通知書様式第４号により保護

者及び校長に通知するとしております。 

 第10条としまして、この適応指導教室に通室した日は指導要録上、在籍校の出席として取り

扱うものとする。 

 第11条には、委任を定めております。 

 附則としまして、４月１日から施行するといたしております。 

 以上です。 

○矢野委員長 関連の資料が18ページまでですね。 

○事務局 はい。 

○矢野委員長 入室、退室についての書類の様式等があります。 
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 本案について何か御質問等ございますでしょうか。 

 水口委員さん。 

○水口委員 一つだけなんですが、休室日がありますよね。それは、逆に、土日じゃないと、

開設するのは難しいということですか、ちょっと言い方がおかしいんですけれども。土日じゃ

ないと、土日をあける必要性はないということですか。今年からですよね、これは。 

○矢野委員長 靍岡局長さん。 

○靍岡局長 今年度から新規に行う事業で、実際にこの教室がスタートするのは２学期、９月

からとなります。 

 土曜、日曜に関しましては、基本的にはこの日をお休みとさせていただくようになります。

ただ、必要がある場合には、ただし書きでありますように、変更することはできるわけなんで

すが、あくまでも通常の通室というのは土日はいたしません。 

○水口委員 時間も４時までで終わってるじゃないですか。 

 私が勘違いしとったら申しわけないのですが、前回のときに局長が説明していただいた分

で、ここへ来た人は学校に登校した日とみなすというようなお話があったと思うんですよね。

実際的に、内容が私もはっきりわかりませんけれど、こういう状態になった子供さんが相談っ

ていうのは、少し時間が、夜とか、お勤めしている方たちのことを考えると毎回土日が休んで

いる。月に１回ぐらいはあってもいいのかなと。それは運用してみないとわからんでしょうけ

れど、それは教育長が必要と認めたらするというところで対応するいうことで了解したらいい

んですか。 

○矢野委員長 教育長さん。 

○渡邉教育長 そこの第10条に、先ほど言いました指導要録上在籍校の出席として取り扱う、

これが今水口委員さんが言われた内容です。それから、そういうふうな意味合いから、学校の

一つの教育課程も踏まえて適応指導教室にあたるということで、原則的には適応指導教室へ他

の学校とは違った形で学習をしていくというふうな捉え方で考えていただいて、土日は市中学

校と同じような形でお休みにすると。ただし、今言ったように、不登校とか学校に行きにくい

子供たちに対しては、指導員がおりますので、その指導員が適切な対応をするというふうにお

願いはしようと思っております。 

○水口委員 済みません、わかりました。 

 私、混同しておりまして、相談のほうと開設のほうと両方を混同したもので、はい。 

○矢野委員長 ９月から始まるということで、具体的な内容について、まだ委員さん方の頭の

中にもないし私の頭の中にもないので、質問が出たんだろうと思うんですけど。 

 局長さん。 

○靍岡局長 先ほど言いましたように、スタートは９月１日を想定しております。その具体的

なカリキュラムでありますとか、どういう内容でやっていくかということにつきましては、今
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後４月１日から配属されます指導員の先生方によりまして、開くことの協議をしまして決めて

いきたいというふうに考えております。 

○矢野委員長 教育長さん。 

○渡邉教育長 教育委員会が所管するということになっておりますので、この適応指導教室の

指導員に関しましては教育委員会のほうでお願いをしております。前にいろいろお伝えしたか

もしれませんけども、４月１日から前岡田中学校長の垂水勉校長先生、それから現在社会教育

指導委員として勤務をされております武田廣香先生、そのお二人が常勤です。そして、北条の

ほうにおいでます杉野巻男先生といわれる、元校長先生でございます、小学校が専門のようで

すが、杉野先生だけは非常勤ということで、他の２人は常勤、５日間の勤務という形の勤務体

制でお願いするようになっております。 

 一応、お知らせしておきます。 

○矢野委員長 はい。というぐらいまでしか、まだということで、また４月１日、指導員の先

生方でいろいろたってからかなと思います。 

 一応、この実施要綱についてはよろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 それでは、承認ということでよろしくお願いします。 

 そしたら、議案第６号。 

 久保田先生。 

○久保田指導主事 それでは、19ページ、議案第６号、伊予市いじめ問題対策連絡協議会設置

要綱の制定について。 

 20ページをお願いします。 

 これは、伊予市いじめの防止等のための基本方針に基づき設置をするものでございます。 

 第１条に、関係機関や団体等との連携を図るために設置をするということを定めておりま

す。 

 また、そのほか第２条で任務、第４条で委員等を定めております。 

 附則ですが、この要綱は平成28年４月１日から施行するというふうに定めております。 

 以上です。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 

 ちょっと目を通していただいて。 

 目を通していただいたと思います。何か御質問はありますでしょうか。ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 はい、それでは設置を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 はい、承認ということになりました。 
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 では、議案の第７号、伊予市教育委員会。 

 大西課長さん、お願いします。 

○大西課長 21ページをお願いします。 

 議案第７号、伊予市教育委員会組織規則の一部を改正する規則について。 

 24ページをお開きください。新旧対照表にて御説明いたします。 

 まず、第３条、組織といたしまして、事務局に「次の課（分室）」とあるのを「課」にいた

します。下段の表につきましては、「教育総務課」と「給食センター準備室」が、今回の組織

機構の編制に伴いまして、左側の表にありますとおり、廃止され新たに「学校給食センター」

ができることとなります。それぞれの業務については、こちらに記載してある担当がそれぞれ

担うこととなっております。 

 第４条、事務局職員のほうになるんですけど、まず第１項に、「課長」を「課長または所長

を置く」と改めます。３項につきましては、「課長補佐」の次に、「又は次長」、それと「主

任」の次に「指導主幹」を追加するものでございます。第４項につきましては、「分室に分室

長を置く」とありますのを、「課に分室を置くことができる」と改めます。第５項につきまし

ては、「分室長に部長」とありますのを、「分室長・次長に」改めるものでございまして、第

６項については、「前各項に定めるもののほか、必要に応じ教育監理監を置くことができる」

ことを追加しております。 

 25ページをお願いします。 

 第５条につきましても、「課長」に「又は所長」をつけ加え、３項につきましては「教育監

理監」に関する権限を追加しております。 

 第６条になるんですけど、第６条では事務職員の事務分掌について記載しております。こち

らでは、「教育総務課」が廃止され、「学校給食センター」が新設されることにより、第１号

では「教育総務課」から「学校教育課」に改めることとなっております。それと、右側のほう

に、第２号、第３号については、教育総務課の学校給食担当また給食センター準備室の項目が

削られることとなります。 

 26ページに移っていただきまして、２号、３号を削除したことによりまして、第４号から第

15号、省略とあるんですけど、こちらをそれぞれ２号繰り上げまして、左側のほうに移ってい

ただいて第14号、第15号を新たに加えるものとなっております。第14号につきましては、学校

給食センターとしまして、学校給食センター担当に係ります職務権限のほうを加えておりま

す。第15号につきましては、学校給食センターにおきます学校給食担当としての事務部のほう

を加えております。 

 続きまして、別表第３条関係ですが、これは、課が所管する教育機関等を書き上げているも

のでございまして、27ページをごらんください。 

 現行としまして、右側のほうになるんですが、学校教育課にあります中山学校給食センタ
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ー、双海学校給食センター、こちらのほうを削除いたしまして、改正案の右側下段になるんで

すけど、学校給食センターを追加し、この中で学校給食センター、それと中山、双海の学校給

食センターとなっております。 

 以上で説明のほうを終わりたいと思うんですが、何か質問等がありましたら回答のほうした

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○矢野委員長 はい、ありがとうございました。 

 鷹尾委員さん。 

○鷹尾委員 出てきました教育監理監というのがありますよね。これはどういうんで置くとい

うか。 

○矢野委員長 教育監理監という言葉について。 

○鷹尾委員 これは内部の方ですか。 

○矢野委員長 聞いたことがないので。警察の管理官みたい。 

○矢野委員長 局長さんお願いします。 

○靏岡局長 この教育監理監につきましては、今現在、市長部局にあります技術監理監あるい

は行政監理監がおるわけなんですが、そういった位置づけと同じ位置づけで教育委員会に配置

されるということになります。具体的な内容につきましては、今後協議を進めてまいりたいと

考えております。 

○鷹尾委員 そんなら、まだよくわかってないというか。 

○渡邉教育長 一応４月１日からの任命になりますので、監理監自体は今２人おられるのは、

ＯＢがおいでます。今回もＯＢという形で入ってこられます。言うならば、教育全体を見て、

それぞれの指針を示していただくという総括的なえらい人です。特に、今後課題がある図書

館、文化ホール等々の管理運営等についても十分お知恵を出していただくことが大切ではなか

ろうかというようなポストでございます。あとは、私も余り知りません。 

○鷹尾委員 わかりました。 

○矢野委員長 組織のほうが毎年変わるので、私はどうも混乱して、はや課のほうも、えっ、

もう変わったんかと思って言うたんですが、学校教育課になってしまうんですね。そして、社

会教育課、それから学校給食センターとこうですね。学校給食センターは、途中で中山と双海

はなくなると。 

○鷹尾委員 そういうことですね。 

○矢野委員長 になるんですよね。というふうに、順々に整理していただきながらまとめてい

ただいたらと思うのですが。 

 よろしいですか。 

○鷹尾委員 はい。 

○矢野委員長 よろしいも何もわからないので、監理監とこも追及してもいけませんので、よ
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ろしいということにて進めたいと思います。 

 議案第８号のほうをお願いします。 

 大西課長さん。 

○大西課長 議案第８号、28ページとなっております。 

 伊予市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令につきまして、説明のほうをいたしま

す。31ページをお開きください。 

 まず、第２条に定義を定めておりますが、第７号から10号、こちらのほうを１号ずつ繰り下

げまして、新たな第７号に教育監理監の定義を定めております。続きまして、第８号につきま

しては、これまで「課長」とありましたのを「課長等」と改めさせていただきます。第９号に

つきましては、先ほど御説明いたしました組織規則の改正に伴いまして、こちらの第４項を第

５項に改めるものでございます。 

 続きまして、第４条「決裁及び合議の順序」についてですが、「関係部課長の合議」を削

り、２項に「監理監」の合議を加えております。 

 第８条につきましては、「課長」とありますのを「課長等」に改めるものでございます。 

 続きまして、第９条「教育長の決裁事項」についてでございます。こちらにつきましても、

第８号の「課長」を「課長等」に改めるものでございます。 

 第10条の第７号から第９号におきましても、それぞれ「課長」を「課長等」に改めるもので

ございます。 

 第11条につきましても、同様に「課長等」に改めるものでございます。 

 続きまして、第12条「教育総務課長の専決事項」ですが、これにつきましては削除のほうを

いたします。 

 続きまして、13条「学校教育課長の専決事項」ですが、これは１条繰り上げまして第12条に

いたします。 

 続きまして、14条「社会教育課の専決事項」につきましても、同様に１条繰り上げの第13条

に改めるものでございます。 

 続きまして、新たに第14条「学校給食センターの専決事項」を設けており、学校給食センタ

ー所長は、次に掲げる事項を専決することができるとしまして、以下、第１号から第６号まで

を定めているものでございます。 

 続きまして、第17条「専決権の委譲」についてございますが、こちらにつきましても「課

長」を「課長等」に改めるものでございまして、別表第５条関係ですが、これにつきましては

決裁責任者が不在の場合の代決となっております。こちらにつきましても、それぞれ「課長」

を「課長等」に改めるものでございます。 

 以上で説明のほうを終わらさせていただきます。 
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○矢野委員長 先ほどの議案で組織が変わりましたので、それによってその組織をもとにして

のいろいろな改正案が出ました。それについての御説明をいただきました。 

 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 よろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 それでは、承認ということになります。 

 議案第９号、お願いいたします。 

 大西課長さん。 

○大西課長 34ページをお願いします。 

 議案第９号、伊予市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について。 

 42ページをお開きください。新旧対照表にて御説明のほう申し上げます。 

 まず、第５条、公印台帳につきまして、これまで公印台帳は別記様式と記載していたのを様

式第１号に改めるものでございます。 

 続きまして、第８条、第９条を新たに加える形となっております。 

 第８条については、公印の刷込みとしまして、公印は特に必要があると認められるときは、

証標等にその印影を印刷することができる。この場合において当該公印の印影を拡大し、又は

縮小することができるとしております。 

 以下、２項、３項について、読み上げは省略させていただければと思います。 

 第９条に電子機器による公印の印影の打ち出しとしまして、こちらについては、電子計算機

のほうに公印のほうを使用するというような項目で、１項から第４項まで設けております。こ

れにつきましては、それぞれ様式のほうを定めておりまして、まず８条第２項、こちらのほう

に公印刷込み承認願（様式第２号）、それと第９条第２項、こちらのほうに電子公印使用承認

願（様式３号）及び４項に電子公印廃止報告書（様式第４号）を設けております。こちらにつ

きましては、ページお戻りいただきまして38ページから40ページのほうに様式のほうを載せさ

せていただいております。 

 43ページをごらんください。 

 こちらのほうにまず、伊予市教育総務課長、こちらのほうが削除するということで、削除さ

せていただきまして、改正案の一番下段になるんですけど、こちらのほうに伊予市教育委員会

学校給食センター所長の印を設けることといたしております。 

 以上で説明のほうを終わります。 

○矢野委員長 43ページの表を見たら、もう一目瞭然です。 

 御承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○矢野委員長 はい、ありがとうございました。 

 それでは、議案第10号の説明をお願いします。 

 大西課長。 

○大西課長 44ページをお願いします。 

 議案第10号、伊予市学校給食センター管理規則の一部を改正する規則について。 

 提案理由としましては、伊予市学校給食センター設置条例の一部が改正され、本年４月１日

から新センターが設置されることとなりました。供用開始につきましては本年９月１日からと

なっておりますが、４月１日からセンター事務所を開設するとともに、この新センターの運営

委員会を４月中には設置することとなっております。このため、本規則の一部を改正する必要

が生じたものでございます。 

 46ページをお開きください。 

 まず、第２条に、「学校給食」とありますのを「給食」と改めさせていただいております。

これにつきましては、中山幼稚園のほうにも給食のほうを提供しているということで、学校給

食というのは小・中学校を対象とした給食となっておりますので、給食という文言に改めさせ

ていただくものでございます。 

 続きまして、第３条、こちらにつきましても、それぞれ「学校給食」を「給食」のほうに改

めさせていただいております。 

 第５条につきましては、献立の作成及び配布としまして、第５項に「児童生徒のし好の考

慮」とありますのを、「幼児、児童及び生徒のし好の考慮」と改めていくものでございます。 

 第７条の調理につきましては、これは字句の訂正でございまして、漢字に訂正をさせていた

だいておるものでございます。 

 第11条、こちらにつきましては、保全管理のことを規定しているものでございまして、現行

では「ボイラー及び自動車並びに備付け機器具」とありますのを、「給食センターの施設及び

調理設備」と改めさせていただいております。 

 第12条につきましては、運営委員会のことになっておりまして、これまで「学校給食運営委

員会」とありますのを、「学校給食センター運営委員会」と改めさせていただいております。

１号から３号につきましては、それぞれ字句の訂正となっております。 

 第13条、運営委員としまして、これまで第１号から第３号まで、「小中学校の校長、ＰＴＡ

代表、それと特に学識を有する者」とありますのを、「各小中学校の校長、各小中学校及び中

山幼稚園のＰＴＡ代表、中山幼稚園長、各小中学校事務長、各小中学校養護教諭代表、各小中

学校給食主任代表、その他教育長が必要と認める者」と改めさせていただいております。 

 続きまして、第16条、第４号でございますが、第４号に「監事は、学校給食法第11条第２項

に規定する経費について、監査する」とありますのを、中山幼稚園の園児の給食費を含むとい

うことで、「伊予市学校給食センター設置条例第４条に規定する経費について、監査する」と
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改めさせていただいております。 

 48ページをお願いします。 

 第17条につきましては、役員のことですけど、「役員の選任方法及び任期は、次のとおりと

する」とありますのを、「及び任期」を削除するものでございます。第１号につきましては、

省略とありますが、委員長及び副委員長について互選とするというような内容を書いておりま

す。第２号におきまして、「書記は委員長が委嘱する」とありますのを、「書記及び監事は委

員長が指名する」と改めさせていただいております。３号、４号につきましては、削除のほう

をさせていただきたいと考えております。 

 以上で説明のほうを終わらさせていただきます。 

○矢野委員長 学校給食センターのほうの改正について、説明をいただきました。 

 伊予市の給食センター。 

 水口委員さん。 

○水口委員 反対とかいうんじゃないんですけれど、第17条の改正案で委嘱を指名にして、任

期を１年とし、再任を妨げないとかというようなのを全部割愛してこういうふうにした理由と

いうのはどういうことですか。 

○矢野委員長 大西課長さん。 

○大西課長  この規則でございますが、第14条に委員の任期を１年とする規定を設けており

ます。したがいまして、各役員さんにつきましても、その任期に基づきまして、１年以内とな

るということで、重複するということから今回削除させていただいたような状況でございま

す。 

○矢野委員長 よろしいでしょうか。14条にあるということで。 

 ほかにありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 はい。それでは、承認いただけますか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 はい。 

 それでは、続いて議案第11号、お願いします。 

 大西課長さん。 

○大西課長 49ページをお願いします。 

 議案第11号、伊予市総合教育会議設置要綱の一部を改正する告示について。 

 51ページをお開きください。 

 第８条の事務局といたしまして、これまで教育総務課に置くとしていましたのを、今回の組

織のほうの見直しに伴いまして、学校教育課に置くと改めるものでございます。 

 以上で説明のほうを終わります。 
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○矢野委員長 はい、これはよろしいですね。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 はい、ありがとうございました。承認です。次、進みたいと思います。 

 議案第12号、お願いします。 

 大西課長さん。 

○大西課長 52ページをお開きください。 

 議案第12号、伊予市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の一部を

改正する規則について。 

 この提案理由として、行政不服審査法の施行及び組織機構の見直しに伴いまして、本規則の

一部を改正する必要が生じたので、提案いたしたものです。 

 54ページをお開きください。 

まず、第３条に委任事務がありますが、この９号に、「課長」に加え、「所長」を「課

長」の次に加えるものでございます。 

 続きまして、第20号になるんですけど、こちらのほうに「伊予市情報公開条例第２０条の規

定による異議申立てについての決定に関すること」とありますのを、「審査請求についての裁

決に関すること」と改めるものでございます。 

 この附則に、この規則は平成28年４月１日から施行することとしております。 

 続いて、第２条に経過措置といたしまして、処分その他の行為又は不作為についての不服申

立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請

に係る不作為に係るものについては、なお従前の例によると定めております。 

 以上で説明のほうを終わります。 

○矢野委員長 御質問ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 なしということで、承認です。 

 続いて、議案第13号、ここからが社会教育課になるんですね。 

 それでは、ずうっと関連していると思いますので、よろしくお願いします。 

 森田課長さん。 

○森田課長 それでは、55ページをお開きください。 

 議案第13号、伊予市公民館管理規則の一部を改正する規則についてから、議案第20号までを

一括して説明をさせていただきます。 

 まず、訂正がございますので、よろしくお願いしたいと思いますが、55ページの提案理由で

ございますが、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の施行、その後、「及び、組織機構の

見直し」、ここを削除をしていただきたいと思います。 

○矢野委員長 「及び、組織機構の見直し」までをですね。 
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○事務局 はい。 

○矢野委員長 はい、二重線を引いて削除してください。 

○森田課長 これから後、議案20号までにつきましても同じ提案理由を出しておるわけです

が、全てについて、この「及び、組織機構の見直し」の削除をお願いをしたいと思います。 

 提案理由ですが、そこを削除いたしまして、行政不服審査法の施行に伴い規則の一部を改正

する必要が生じたので、提案したということになります。 

 この行政不服審査法の改正の内容でございますが、まずは不服申立ての手続を審査請求に一

元化したこと、そして審査請求期間を60日から３カ月に延長したことが主な内容となっており

ます。 

 59ページをお願いをいたします。 

 こちら、現行の許可証でございますが、これの一番下になっている教示がございます。教示

の１、こちらのほうを前のページの58ページの改正案と見比べながらごらんをいただきたいと

思うんですが、こちらのほうで、施設の使用等に係る許可決定等については60日以内に処分庁

である伊予市教育委員会教育長に対して異議申立てをしていたものが、58ページのほう、改正

案のほうでは、３カ月以内に上級庁である伊予市長に審査請求をするようになりました。これ

によりまして、請求書の利便性の向上を図っております。 

 それと若干異なりますが、124ページ、125ページの一番下の部分、また見比べていただきた

いと思いますが、124ページ、伊予市文化財指定（認定）解除通知書になっておりますが、現

行のほうでは、60日以内に処分庁である伊予市教育委員会教育長に対して異議申立てをしてい

たものが、124ページの改正案のほうでは３カ月以内に、この場合は上級庁はございませんの

で、同じく伊予市教育委員会教育長に対して審査請求するというような形になります。 

 説明は以上です。 

○矢野委員長 というわけで、まとめて御説明をいただいたのですが、さっき言われたページ

のほうには印をつけてもらえたと思うんですが。 

 よろしいですか。行政不服審査法の施行に伴いということで、全ての規則の一部を改正する

ということです。 

 また、後で「及び、組織機構の見直し」というところ、二重線で消しておいていただいたら

と思います。 

 その間のは、ずうっとこれで見合うように各個別の、内容は全部同じ。 

 御質問はございませんか。 

 ありませんか。 

 今目を通していただいている。 

○鷹尾委員 いいですか。 

○矢野委員長 はい。 
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○鷹尾委員 改正とは関係がないかと思うんですが、例えばこの利用の申請があって、そして

それを不許可にしたというのはどういう例があるんですか。今まで。どういう理由があって不

許可にしましたとかというのは、私にはそういうのがわからないんですが。 

○矢野委員長 課長さん。 

○森田課長 公民館施設につきましては、利益を上げるような、そういった会ができない。で

すから、物品販売等については公民館施設ではできないということになっておりますので、そ

ういう申し込みが来た場合には不許可ということになります。 

○矢野委員長 よろしいですか。 

○鷹尾委員 はい、わかりました。 

○矢野委員長 それでは、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 はい、全員一致で承認ということです。 

 協議事項等については以上で終わります。 

 報告事項等に進みたいと思います。 

 ４月教育委員会行事予定について、御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 ４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 社会教育課、お願いします。 

○森田課長 ４月１日金曜日、辞令交付式がございます。 

 ４月20日水曜日、定例教育委員会。 

 23日土曜日、伊予市少年相撲大会、予備日を翌24日日曜日に構えております。 

 以上です。 

○矢野委員長 そしたら、５月についてのことはこのあとの会ということで、何か御質問等ご

ざいませんか。 

 ４月は教育委員さん方に出ていただきたいのは入学式関係、大体どこもあります。 

 それでは、事務局報告事項等に進みたいと思います。 

 何かそれぞれ事務局のほう、ありませんでしょうか。 

 局長さん、お願いします。 

○靏岡局長 それでは、私のほうから御説明したいことがございます。 

 幼稚園の負担額、保護者の、いわゆる保育料の関係でございますが、現在国会のほうで、子

ども・子育て支援法の施行令及び子ども・子育て支援法の施行規則、これが国会で審議中でご

ざいます。これが国会を通過いたしまして決定されますと、幼稚園の負担額にも影響がありま

す。 

 内容としまして概要を申し上げておきたいと思うわけなんですが、あくまでも今現在案とし
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て出ている段階で、詳細な内容については今後決まっていこうかと思いますが、市民税の所得

割額が77,100円以下の世帯、この方について、まず多子世帯、２人目、３人目の子供さんが幼

稚園に通っている場合ですが、その場合、今までは１人目のお子さんが小学校３年生以下とい

う制限があったんですが、その年齢制限を撤廃しまして、小学校３年以上のお子さんが第１子

であった場合でも、第２子、第３子につきまして軽減措置を適用するということになります。

それと同時に、ひとり親世帯につきまして、同じく市民税の所得割額が77,100円以下の世帯に

つきまして、第１子につきましては半額、第２子以降無償ということになります。これは、第

２子以降の考え方につきましても、今までは第１子が小学校３年生という制限があったんです

が、これにつきましても年齢制限を撤廃するというふうな改正になろうかと思います。 

 また、さらに細かい内容があるわけなんですが、大まかには以上のような内容で改正をしよ

うとしております。したがいまして、国会が通りました段階で、現在予定されておりますの

は、この３月末には通過するのではないかと考えられておりますので、その時点で市の幼稚園

の利用者負担額の低減に関する規則並びに私立幼稚園の就園奨励費補助金交付要綱がございま

して、ここにその負担額の影響が出てまいりますので、それの改正を専決でもってさせていた

だきたいと考えております。改正した場合には、また来月御報告をさせていただきたいと考え

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。 

 国会のほうで決定してから、法が成立してからになります。 そのほか、事務局報告ござい

ませんか。 

 紺田さん、お願いします。 

○紺田指導主幹 私のほうから２点報告をさせていただきます。 

 まず、１点目は、教育委員さん方の机上に封筒の中に入れた各幼稚園、小・中学校の学校評

価の報告書をお配りしておりますので、幼稚園、小・中学校のものが入っておりますので、ま

た御一読いただけたらと思います。よろしくお願いします。 

 ２点目ですが、平成28年度の学校教育基本方針ができましたので、簡単に御説明をさせてい

ただきます。資料のほうをお配りしておりますので、ごらんください。 

 よろしいでしょうか。 

 まず、平成27年度と変更したところを朱書きしておりますので、その変えたところを中心に

簡単に説明をさせていただきます。 

 まず、１枚目の最初に趣旨を入れております。これは、伊予市教育大綱が制定をされますの

で、その教育大綱を踏まえた学校教育の基本方針であるというような内容を入れております。 

 それから、ねらいの中も、伊予市教育大綱の内容を踏まえた言葉をつけ加えさせていただき

ました。あと、１枚目につきましては、大きな変更点はございません。 
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 ２枚目の重点目標２の確かな学力の定着と向上の(1)番のところに、異校種間での連携とい

う言葉を入れさせていただいております。これは、小学校、中学校というふうに校種が違って

も積極的に連携をしながら、より子供たちの健全育成に取り組んでいく。これは教育力向上推

進委員会でもかなり出ていた課題になっていますので、来年度につきましてはこれまで以上に

小中の連携を積極的に図っていきたいというふうにいたしております。 

 それから、(2)番につきましては、特に子供たちの学力をつけるためには、日々の先生方の

授業改善が大切になってくるということで、そのような授業改善を行ってほしいということで

入れております。 

 それから、次、３番の(1)につきましては、実は平成27年度はここのところは２つに分けて

おりましたのを、これを１つにまとめさせていただきました。同じ道徳の内容になっていまし

たので、そのようにさせていただいております。 

 それから、次、４番の人権同和教育の充実と児童生徒の健全育成については、特に(3)番、

これは先ほど久保田指導主事のほうからもありましたように、伊予市いじめの防止等のための

基本方針が策定をされますので、それを踏まえてより学校のいじめ防止基本方針が実効性のあ

るものに改善をしていきたいというような内容で入れさせていただいております。 

 それから、次、３枚目。３枚目は特に６番の教職員の資質・能力の向上と学校組織の活性化

ということで、これは教育委員さん方にも大変御心配をおかけしました教職員の不祥事、本年

度県内でもたくさん起こってしまいました。そこで、来年度は特に不祥事防止について、とに

かくどの学校も全教職員が全力を挙げて不祥事防止に取り組むというところを強調させていた

だきました。 

 それから、次、７番の特別支援教育の充実のところでは、(2)番の障がいの表記の仕方を平

仮名表記に変えさせていただいております。それから、障害者差別解消法の施行に伴って、特

に学校での配慮を要する子供たちへの合理的な配慮や基礎的環境整備がかなり叫ばれておりま

すので、そういったものを来年度は特に研究を進めていきたいと考えております。 

 それから、８番の安全・安心な学校づくりと教育環境の整備のところでは、(2)の後半部分

に、防災教育の充実という言葉を入れさせていただいております。本年度、中山小学校を中心

に防災教育のほうを推進していただきましたので、その成果の発表を先日も伊予市内の会の中

でしていただきました。また、それぞれの学校が中山小学校の成果を生かして各学校の防災教

育の充実に努めていただきたいと考えております。 

 それから、最後、(5)番のところには、９月から伊予市学校給食センターの供用開始という

ことで、より安全・安心な学校給食を実施するということで入れさせていただいております。 

 以上、簡単ですが、27年度と比較して変更点を中心に説明をさせていただきました。 

 以上です。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 
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 より充実したものをつくっていただいております。 

 学校評価報告書等については、内部評価、学校外評価、さまざまな方々の評価がそれぞれの

園あるいは学校で出されており、事細かく書いていると思いますので、また委員さん方、御自

宅のほうに持ち帰って、たくさんありますので、せめて自分の校区の学校等については目を通

しておいていただいたらありがたいんじゃないかと思います。 

前、何か水口委員さんが一回、いつかのときに言われましたね。これなんですよ。 

○矢野ひとみ委員長 本当、細かくね。 

こういう形のものが出ておりますので、それぞれ評価してくれとるですね。学校のいいところ

も悪いところも出ておりますから。 

○紺田指導主幹 学校評価の報告書につきましては、どの学校もホームページ上で公開するよ

うになっておりますので、もう既に各学校のホームページ上で今お配りしている報告書のほう

は公開しておりますので、またそちらのほうでもごらんいただけようかと思ってます。 

 以上です。 

○矢野委員長 報告事項等についてございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 そしたら、その他のほうに移って。 

 久保田先生お願いします。 

○久保田指導主事 それでは、平成28年度の入園式、入学式の日程等についてお配りをしてお

ります。また、表の一番右側、市教委関係のところで教育委員さん方にはまた御出席をしてい

ただくようになりますので、各学校のほうから案内状のほうが届くかと思います。よろしくお

願いします。 

 以上です。 

○矢野委員長 はい、よろしくお願いします。 

 その他はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 ないようでしたら、以上で私のほうは終わりたいと思います。 

○靏岡局長 閉会を宣言 

 

            午後2時45分 閉会 

 

 


