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 5月 定例教育委員会 議事日程 

 

１．日 時 平成28年5月11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     水 口 良 江 

  教育長      渡 邉 博 隆 

４．会議に出席した事務局職員 

教育監理監     井 上 伸 弥 

事務局長      靏 岡 正 直 

学校教育課指導主幹 大 西 聡 

学校教育課指導主事 久 保 田 貴 章  

学校教育課課長補佐 小 田 忠 幸 

社会教育課長   森 田 誠 司 

社会教育課課長補佐 矢 野 真 人 

学校給食センター所長  大 西 昌 治 

５．協議事項等 

(1) 議案審議 

議案第２７号 伊予市教育委員会委員長の選任について 

議案第２８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２９号 伊予市教育委員会委員の議席の決定について 

     議案第３０号 伊予市公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第３１号  放課後子ども教室伊予小校区運営委員会委員の委嘱について 

議案第３２号 伊予市文化財の指定について 

 

   (2) 報告事項等 

① 6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 

 

６.閉 会 
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           午後1時30分 開会 

○靏岡局長 それでは、ただいまから５月定例教育委員会を開催いたします。 

 御起立ください。 

 一同、礼。 

 御着席ください。 

 本日、髙橋委員さんより欠席の連絡をいただいております。髙橋委員さんにつきましては、

先日５月11日までの任期でございましたが、既に４月20日の臨時議会におきまして教育委員会

委員として再任の同意をいただき、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。

髙橋委員の任期は５月12日から平成32年５月11日まででございます。 

 続きまして、議案審議に入りたいと思いますが、まず議案第27号の伊予市教育委員会委員長

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宰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。 

○渡邉教育長 職務代理者の鷹尾さんにお願いしたいと思います。 

○鷹尾委員 はい、わかりました。 

○靏岡局長 ただいま鷹尾委員さんではどうかということでございましたが、いかがでしょう

か。御賛同いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○靏岡局長 それでは、鷹尾委員さんを仮議長として以降の進行をお願いしたいと思います。 

○鷹尾仮議長 それでは、仮議長ということで進めさせていただきます。 

 議案第27号の伊予市教育委員会委員長の選任についてということで、関連がありますので、

それと委員長職務代理者の選任について、それぞれについて事務局に説明をしていただきたい

と思います。 

○靏岡局長 皆様御承知のとおり、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を選挙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、慣例によりまして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。 
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 以上です。 

○鷹尾仮議長 委員長と委員長職務代理者の選任方法について推薦、選挙ということなんです

が、いかがしたらよろしいでしょうか。 

 はい、教育長。 

○渡邉教育長 推薦という形でお願いしたらというふうに思います。 

○鷹尾仮議長 ほかにないでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鷹尾仮議長 推薦の方法でよろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鷹尾仮議長 それでは、協議をしたいと思いますので別室へ移動をお願いいたします。 

 休憩とします。 

            午後1時35分 休憩 

            午後1時40分 再開 

○鷹尾仮議長 再開をいたします。 

 協議の結果を水口委員より発表していただきます。よろしくお願いします。 

○水口委員 別室で協議をさせていただいた結果、全員一致で委員長には前委員長矢野ひとみ

委員を再任、それで鷹尾委員が引き続き職務代理ということで全会一致で決まりました。御報

告申し上げます。 

○鷹尾委員 皆様の御協力に感謝を申し上げます。 

 それでは、これで私、仮議長の職を終わりにしたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○靏岡局長 それでは、矢野委員長、新たな就任の御挨拶をお願いいたします。 

○矢野委員長 はい。 

 失礼します。３年委員長をしましたので、今回はとお断りもしたんですけど、数でいくと負

けてしまいました。何か、伊予市の教育委員会は停滞するのじゃないかなというふうな懸念が

あったんですけれども、皆さんがしっかりと支えて励ますというお言葉をいただきましたの

で、また１年間頑張っていきたいと思います。いろいろ御迷惑をかけることが多いんでなかろ

うかなと思いますが、いろいろ御指導いただきながらよろしくお願いします。 

○事務局 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 はい。 

 引き続き職務代理者を務めさせていただきます。委員長が頑張っていただいてますので、職

務代理者はほとんど用事がないんですが、それが引き続きますようにお願いします。 

 以上です。 
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○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議をお願いいたします。 

○矢野委員長 はい。 

 失礼します。それでは、議案審議のほうに戻りたいと思います。 

 まず、本日の議事録署名人を水口委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 協議事項で、３月の会議録の報告について、お手元のほうに届いていたかと思います。書面

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 ありがとうございました。 

 議席の決定があったんですね。 

 席のほうの決定を、協議の前にしておかなければならないのですが、議席の決定、在任期間

順、それから年齢順、くじ引きとかいろいろあるんですけれども、どのような方法がいいです

か。 

 はい、お願いします。 

○靏岡局長 事務局のほうから若干説明をさせていただきます。 

 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

に抽選により議席を定め、氏名表をつけるとされておりますが、委員長、委員長職務代理者、

教育長の議席は既に決定しておりますので、残り２議席について決定をするものでございま

す。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 

 そしたら、髙橋委員と水口委員さんだけの席ということになりますね。 

○靏岡局長 そうです。 

○矢野委員長 お一人はちょっと欠席ですけど、このままで。 

 現在のままの座席で、そしたら今年度もよろしくお願いしたらと思います。 

○矢野委員長 議案第30号伊予市公民館運営審議会委員の委嘱について説明をお願いします。 

○森田課長 伊予市公民館運営審議委員会委員の委嘱についてでございます。 

 伊予市公民館運営審議会委員の退任に伴い、別紙の者を委嘱したいから、教育委員会の議決

を求める。 

 提案理由は、伊予市公民館設置条例（平成22年伊予市条例第６号）第５条の規定により提案

いたしました。 

 松本繁実先生、中山小学校の校長先生でございまして、教頭先生が人事異動で転出されまし

たので、後任ということで委嘱をするような次第でございます。 

 以上です。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 
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 お一人、松本繁実先生が交代ということですね。 

○森田課長 そうです。 

○矢野委員長 何か御質問ございますでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○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 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、議案第31号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

ついて説明をお願いいたします。 

○森田課長 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退任に伴い、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ました。これは、新しく伊予小学校

のＰＴＡ会長等がかわったことによります委員の変更でございます。新しい委員さん、栗田さ

ん他4名でございます。 

 以上です。 

○矢野委員長 ありがとうございました。御質問等ございましたでしょうか。       

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 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 ありがとうございました。 

 続きまして、議案第32号伊予市文化財の指定について説明をお願いします。 

○森田課長 伊予市文化財の指定を受けたいので、教育委員会の議決を求める。 

 種類、有形文化財（史跡）、名称、牛の峰地蔵尊一字一石経塚、所在地、伊予市双海町高岸

甲188番地１、所有者、地蔵院地蔵院代表役員奥村宗明、事務所が伊予市双海町高岸甲1078番

地、提案理由、伊予市文化財保護条例第４条第１項の規定により提案しました。 

○矢野課長補佐 資料の追加をお願いいたします。写真で、お手元に配らせていただいており

ます。写真２点を資料の追加とさせていただきます。 

 続きまして、説明をさせていただきます。 

 双海町高岸の標高810メートルにあります牛の峰地蔵尊の文化財調査を、平成25年度から

27年度までの３年間にわたり実施してきました。その報告書がお手元にお配りしておりますこ

の報告書でございます。報告書３ページには、登山ルートと牛の峰地蔵尊の位置図を載せてお

ります。 

 平成23年９月に、建物の老朽化に伴う建てかえの中で、地蔵院の基礎になる石積みの中に一
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字一石経塚が発見されたものでございます。ここでお配りしました写真のこの建物でございま

すが、この建物のこの石の部分に一字一石経塚が発見され、建物を取り壊したときにこの下を

のぞきましたところ、この中に入っていたということでございます。810メートルという高所

にある一字一石経塚は珍しいものでございまして、また保存状態もよく、寺、業、ごんべんの

説、それから万、希望の希、生まれるの生などの文字が１つの石に書かれておるのが確認され

ております。県下の一字一石経塚の実態を知る上で、重要な資料になるものではないかと考え

られますので、伊予市文化財保護条例第４条第１項の規定により提案をさせていただきまし

た。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 

 この添付の資料、それからこの今日御説明いただきました資料を見ていただいてどうです、

何か御質問等ございませんでしょうか。 

 愛媛県下では初めてなんですか、 

○矢野課長補佐 高所にあるものとしては初めてということです。埋蔵された時期はちょっと

特定はまだできておりません。というのが、現在も信仰の対象になっておりますので、後でお

手元にお配りしました写真のこれの中に、１つの石の中に１つあるわけですが、中もそういう

ふうなことで上からの写真で捉えただけということにさせていただいております。先月、４月

24日に春のお祭りがあったんですが、伊予史談会の武智会長さんを初め、お集まりの方が多か

ったんです。70人ぐらいが、例年30人ぐらいですけど３倍はありまして、そういうことでどれ

ぐらいのものが埋まっているとか、そういうふうな特定はまだできておりません。 

○矢野委員長 はい。 

○水口委員 10周年記念でしたかね、双海の武智先生が講演をされまして、このお話をされま

した。伊予市にこんな立派なあれがあるから、是非皆さんにというふうなお話を私もお伺いし

て、ちょっと感動したんですけれど。 

○鷹尾委員 はい。 

○矢野委員長 はい、鷹尾さん。 

○鷹尾委員 やっぱり、将来全部取り出して、一つ一つ調べるとかということをされるんです

か。 

○矢野課長補佐 今の段階では考えておりません。 

○鷹尾委員 わかりました。信仰の対象ということで、やっぱりまずいという。 

○矢野課長補佐 そうですね、はい。 

 ９ページの資料の申請書のコピーをつけさせていただいとるんですが、その上のほう地蔵院

の代表役の奥村宗明さんの下に亀岡伸臣さんの名前を入れさせてもろうとるんですが、今世話

人さんが亀岡伸臣さんと若宮さんと２人しかおいでないんで、なかなか今後の地蔵院自体の維
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持活動は難しいんじゃないかとお聞きはしとるんです。 

○鷹尾委員 わかりました。 

○矢野委員長 どこかの小さい小部落なんかがこのようなものを管理したりしてますよね。で

なくて、個人のお一人がしてる。 

○矢野課長補佐 牛の峰から若干おりたところに東越という地区があるんですが、東越の方が

お世話をされていたようで、その東越の方がいらっしゃらない。不便で、下のほうへおりてこ

られて、今東越地区に住んでおられている方がおいでませんので。 

○鷹尾委員 亀岡さんもかなり御高齢になってますんで。 

○矢野課長補佐 そうですね、86とかお聞きしました。 

○矢野委員長 また資料等いただいてますが、伊予市文化財としての指定の申請について御承

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 ありがとうございました。よろしくお願いします。 

○森田課長 ありがとうございました。 

○矢野委員長 ６月の教育委員会行事予定に進みたいと思います。お願いします。 

○久保田指導主事 6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 それでは、続いて社会教育課のほうお願いします。 

○森田課長 失礼いたします。 

 まず、６月２日ですが、県人協の伊予市支部の総会がウェルピア伊予のほうで行われます。 

 それと、オピニオンリーダー養成講座、第１回目の講座、開校式も兼ねております。これに

つきましては、毎週木曜日、９日、16日、23日、30日と５回コースで行われるというふうにな

っております。 

 それから、３日の日は公民館活動活性化ステップアップセミナー、これは県の事業なんです

が、今年度伊予市のほうが会場となっております。ウェルピア伊予のほうで行うこととなって

おります。 

 それから、12日日曜日、ＨＩＭＥカップビーチバレー大会、今年度第１回目の大会でござい

ます、５月大会です。これは毎月１回、９月まで五色姫海浜公園のほうで行われることとなっ

ております。 

 それから、18日は人権啓発土曜講座２講目が行われます。 

 そして、24日市補導員学習会が行われることとなっております。 

 それから、備考のほうで、７月７、８と四国地区の人権教育研究大会が高知県高知市のほう

で行われることとなっております。 

 以上でございます。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 
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 学校教育課、社会教育課、御説明いただきましたが、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 そしたら、６月から学校訪問がありますので、委員さん方大変多忙になるとは

思いますが、御協力のほうよろしくお願いします。 

 それでは、事務局の報告事項等に進みたいと思います。 

 局長さん、お願いします。 

○靏岡局長 それでは、６月の補正予算を御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。 

 10款１項２目としまして、臨時職員の賃金１人分を減額いたしております。現在の人員に合

わせて、当初予算から減額しておるという形でございます。続いて、スクールソーシャルワー

カーの通勤手当を計上させていただいております。次、適応指導教室の指導員の通勤手当を計

上いたしました。次の11節のところ、適応指導教室の指導員用の教科書を購入する補正を上げ

ております。 

 ３目９節で、ＡＬＴが今回２人かわるということで帰国費用２人分を計上しております。

18節では、ＡＬＴ２人の方になりますが、ＡＬＴの方の自転車を購入する経費を計上しており

ます。19節で、今度新しく来る方の分の２人分、ＡＬＴの負担金を30万計上いたしておりま

す。 

 10款２項１目13節で、南山崎小学校の高架水槽が老朽化しておりまして、それを取りかえる

ための工事の設計委託を30万計上いたしております。15節で、南山崎小学校の散水の配管に漏

水がありまして、それを取りかえるための工事並びに中山小学校の石油ストーブの改修、この

工事費用としまして143万3,000円を計上いたしております。４節に、生活支援員雇用保険料１

人分、これも現在の人員に合わせた１人分を計上しております。同じく、労災保険１人分、次

７節としまして、その１人分の賃金を計上いたしております。14節、小学校図書館管理システ

ムリース料104万1,000円、これにつきましては、その次の18節図書館管理システム、さらにそ

の次の10款２項２目の18節図書館管理システム、それぞれ小学校に図書館管理システムを備品

として購入する予定でおりましたが、これをシステムをリースするという形で予算を組み替え

させていただくということで、18節をそれぞれ減額、マイナスしまして、システムリース料を

計上いたしております。18節理科教育備品並びに算数教育備品としまして311万円を計上いた

しております。なお、これにつきましては、歳入のほうで国庫補助金が２分の１ございます。 

 10款３項１目11節で、照明警報制御設備修繕工事としまして、港南中学校の制御盤の修繕を

行うために410万4,000円を計上いたしております。 

 裏に参りまして、７節臨時公務員賃金１人分、これにつきましては、その次の嘱託公務員１

人分、嘱託から臨時に切りかわったということで、嘱託分をマイナスとしまして臨時公務員さ
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ん分を計上しております。14節中学校図書館管理システムリース料、これにつきましては先ほ

どの小学校と同じく、次の18節備品のところにあります図書館管理システム、これを備品に購

入予定でありましたが、これをリースで行うための予算の組み替えでございます。 

 10款３項２目18節理科教育備品並びに算数教育備品としまして437万2,000円を計上いたして

おります。これにつきましても、先ほどの小学校と同じく、歳入のほうで２分の１の国庫補助

がございます。 

 10款３項３目12節としまして、給水装置設計竣工審査手数料、これはその次にあります15節

工事請負費の双海給食センター解体並びに双海中学校の外構工事、これに伴います手数料でご

ざいます。工事請負につきましては、6,912万円を計上いたしております。これの財源につき

まして、歳入といたしまして義務教育施設整備基金から6,900万円を繰り入れることとしてお

ります。 

 続いて、10款４項１目７節で、嘱託幼稚園教諭の賃金１人分をマイナスにしております。こ

れは、２人減、１人増という形で、トータルで１人分のマイナスというふうになっておりま

す。 

○森田課長 続きまして、10款５項１目、こちら文化財保護費になりますが、当初予算では嘱

託職員、週2.5日で計上しておりましたが、常勤の臨時職員となりましたので、その差額分だ

け計上しております。 

 それから、10款５項３目図書館運営費でございます。こちらのほうでは、新たに臨時職員１

名、それから嘱託の図書館長１名、この２名分の賃金を計上いたしております。 

 続いて、10款５項４目、こちらのほうは社会教育集会所の尾崎浜集会所でございますが、こ

ちらのフェンスが老朽化により支柱等が朽ちて危険な状態になっています。それの修繕費を計

上しております。 

 続く10款６項２目社会体育事業運営費でございます。こちらのほうも、１名の臨時職員の賃

金計上でございます。 

 以上です。 

○大西所長 続きまして、10款６項３目、これは新センターの運営費に係ります予算計上とな

っております。まず、７節の臨時嘱託調理員、支援員賃金等についてでございますが、これに

つきましては、今現在１学期については、今ある７カ所の調理場のほうで給食運営を行ってお

ります。２学期からこれが新センターのほうに移行されますので、これに伴いまして臨時職

員、支援員、嘱託職員の人数のほうに減少が生じますので、これに伴います減額補正として

1,626万5,000円を計上しておるものでございます。13節につきましては、新センターの可燃ご

み、この収集業務の委託料としまして77万2,000円を計上させていただいております。 

 以上で説明のほう終わらさせていただきます。 

○矢野委員長 ありがとうございました。裏表、御説明いただきました。 
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 何か御質問等ございますか。 

○矢野委員長 はい、局長さん。 

○靏岡局長 １カ所訂正させていただきます。 

 裏面の10款６項２目の、先ほど社会教育の部分で説明させていただきました７節の臨時校務

員というふうに入っておりますが、臨時職員と修正をお願いします。 

○鷹尾委員 いいですか。 

○矢野委員長 はい、鷹尾さん。 

○鷹尾委員 その一番上の、嘱託校務員がなくなって臨時校務員になるというのは、これは私

どういう意味かよくわからないんですが、嘱託と臨時とどういう違いがあって、なぜこういう

ふうにしたのかと。 

○矢野委員長 局長さん、お願いします。 

○靏岡局長 具体的には、双海中学校に昨年度まで嘱託の方がおられたんですが、本年度より

臨時職員に切りかわったということでございまして、基本的に校務員さんにつきましては、欠

員補充は臨時職員で対応していくということで。嘱託職員の方がやめられまして、それでその

補充につきましては臨時職員の計上としております。 

○鷹尾委員 はい、わかりました。図書館のほうの管理システムを、一括ではなくて全部リー

スに変えたというのはどういう理由ですか。 

○矢野委員長 局長さん、お願いします。 

○靏岡局長 当初、備品で購入を計画しておったわけでございますが、購入してしまいます

と、それのメンテナンスの問題とか、それを操作する指導とかの問題がございまして、リース

で対応させていただくことでソフトのメンテナンスもやっていただけるし、それを使う操作の

指導もしていただけるということで、リースを採用させていただきました。また、実際にこう

いった大型の備品を購入する場合、一般的にリースで契約することが最近では多くなっている

のが現状でございます。 

○鷹尾委員 はい、わかりました。 

○矢野委員長 よろしいですか。 

○鷹尾委員 はい。 

○矢野委員長 ほかございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 ないようなので、補正予算のほうよろしくお願いします。 

 そのほか事務局の報告事項、ほかにございませんでしょうか。 

○矢野委員長 学校訪問のほう、５月25日からスタートと伺っておりますので、よろしくお願

いします。 

 訪問時刻等の詳細につきましては、後日お知らせいたしますということで。文書でいただけ
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るんですか。 

○大西指導主幹 はい。各校の日程と、何時に募集をくださいということについては、御連絡

をさせていただきます。 

○矢野委員長 わかりました。予定表のほうへ入れておいてください。 

 ほかに事務局の報告事項等ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 それでは、その他のところに移りたいと思います。その他で、何か。   

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 特にないようですので、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。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 

            午後2時10分 閉会 

 

 


