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6月 定例教育委員会 議事日程 

 

１．日 時 平成29年6月21日（水）午後1時30分から 

２．会 場 伊予市役所 2階会議室 

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 

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  高 石 達 也  

学校教育課課長補佐  飴 矢 百 合 

社会教育課長     森 田 誠 司 

社会教育課課長補佐  高 村 博 之 

社会教育課課長補佐  北 岡 康 平 

学校給食センター次長 安 田 敦  

 

５．協議事項等 

(1) 議案審議 

   第18号議案  子ども読書活動推進計画策定審議会委員の委嘱について 

   第19号議案  伊予市青少年補導委員の委嘱について 

   第20号議案  伊予市国際っ子事業支援補助金交付要綱 

 

（2）報告事項等 

ア 4月会議録報告 

イ 7月教育委員会行事予定について 

ウ 事務局報告事項等について 

エ  その他 

 

６．閉 会 
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            午後１時３０分 開会 

○靏岡局長 開会 

○矢野ひとみ委員長 6月定例教育委員会を開会いたします。久々の雨という感じで、梅雨に

なっても雨がなかったので、本当に皆さん、困っていたのじゃないかなと思いますが、久々の

雨でした。余りは降ってない、30ミリぐらい、自分が勝手につくっている雨量計では30ミリぐ

らいだったかなという感じ。もっと降ってもいいなと思っておりましたが、今、何か静岡のほ

うは人命にもかかわるみたいな大雨が降っているということで、なかなか、過ぎても困るしと

いうふうなことがありました。よろしくお願いします。 

 今月の会議録のほうは、鷹尾委員さんになっておりますので、よろしくお願いします。 

 それでは、４月の議事録のほうが、委員さん方のお手元に届いていると思います。書面に目

を通していただきまして、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〕 

○矢野ひとみ委員長 はい、ありがとうございました。 

 それでは続いて、協議事項のほうに進みたいと思います。 

 １、議案審議。 

 第18号議案伊予市子ども読書活動推進計画策定審議会委員の委嘱について。説明をお願いし

ます。 

○矢野ひとみ委員長 はい、北岡さん、お願いします。 

○北岡課長補佐 はい、１ページをごらんいただけたらと思います。 

 議案第18号伊予市子ども読書活動推進計画策定審議会委員の委嘱について。 

 伊予市子ども読書活動推進計画の策定に伴い、委員を委嘱したいから、教育委員会の議決を

求めます。 

 提案理由といたしましては、３月に議決されました伊予市子ども読書活動推進計画策定審議

会条例の規定により提案させていただきます。 

 ２ページのほう、ごらんいただけたらと思います。 

 再確認という形になるのですけれども、子ども読書活動推進計画につきましては、図書館の

みならず、学校、保育所、幼稚園、また家庭、公民館といった機関の読書の推進について、そ

れを審議していくようなことになりますので、各分野における方々に、委員さんになっていた

だきたいと思いまして、この方々にお願いをしておるものでございます。 

 小・中学校関係で、双海中学校の森田校長先生、また下灘小学校の松浦校長先生、このお二

人は、図書館協議会の委員さんでもございます。 

 保育所の代表者といたしまして米井園長先生、幼稚園のほうの代表者といたしまして上田園

長先生。 
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 そして、伊予市、中山、双海の読書ボランティアの代表といたしまして、伊予市から渡邉さ

ん、中山から西村さん、双海から橋本さんに出ていただいております。 

 条例上、公募委員を２人以上というようなことでございますので、以前、図書館に勤務をさ

れて、本にかかわる、本に対しての造詣の深い宮崎紀子さと、現在、双海の図書室のほうでい

ろいろと取り組んでらっしゃる渡部正輝さん、地域おこし協力隊の方ですけど、この方々から

応募がございましたので、この方々につきましても委員さんとなっていただくということで上

げさせていただいております。 

 委員さんではございませんけれども、その他、愛媛県図書館、また愛媛県の生涯学習推進課

のほうから、御助力をいただくという形でお願いをしているところでございます。 

 委員さんにつきまして、この方々について、よろしいか、御審議をいただけたらというふう

なことで、よろしくお願いいたします。 

○矢野ひとみ委員長 はい、ありがとうございました。 

 各分野から、それぞれ委員さんを選任したいということで御説明をいただきました。何か御

質問等ございませんでしょうか。 

○矢野ひとみ委員長 はい、渡邉教育長さん。 

○渡邉博隆教育長 任期のところ、選任期日、６月21日からですけれども選任、任期の期日

は、あれ、何年になっていますか。 

○北岡課長補佐 委員長。 

○矢野ひとみ委員長 はい、北岡さん。 

○北岡課長補佐 平成30年３月31日ということで、１年度ということになります。ですから、

平成29年６月21日から平成30年３月31日ということでお願いをしたいと思います。 

○矢野ひとみ委員長 委員さん方について御承認いただけますか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 はい、全員一致で承認となります。よろしくお願いします。 

 それでは続きまして、第19号議案伊予市青少年補導委員の委嘱について。説明をお願いしま

す。 

○矢野ひとみ委員長 北岡さん、お願いします。 

○北岡課長補佐 はい、議案第19号伊予市青少年補導委員の委嘱について。３ページになりま

す。 

 伊予市青少年補導委員の異動に伴い、委員を委嘱したいから、教育委員会の議決を求める。 

 提案理由といたしましては、条例第７条の規定により提案をするものでございます。 

 ４ページのほうをごらんいただきまして、任期のほうは、平成29年５月21日から31年５月

20日です。 

○北岡課長補佐 今回、２名の方の同意ですけれども、４ページの松岡梓さんにつきまして
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は、この方、追加ということになります。双海の補導委員さんで探しておりましたが、５月の

時点でちょっと間に合いませんで、その後、区長のほうから、松岡梓さんにお願いしたという

ような御連絡ございました。ということから、この方につきましては平成29年の本日付、６月

21日から２年、この方は２年と言いつつも、５月20日までですね、委員さん。ですから、１カ

月遅れて委員さんになっていただいたというような形でお願いしたらと思います。 

 ５ページのほうですが、この20番、松本公子さんなんですが、実は５月21日、前回の教育委

員会のときにタナカルリコさんという方にお願いをしたところであったんですけれども、タナ

カさんのほうから、諸事情で、ちょっと補導委員さんを引き受けられなくなったという申し出

ございまして、かわりの方をということで、松本さんにお願いをしたところ、引き受けてくだ

さるというようなことになりました。ですから、タナカさんのかわりに松本公子さんが、この

方につきましても本日付から、ほかの委員さんと同様、31年５月20日までということでお願い

できたらというふうに思っております。今回、この方々を並べさせていただいております。 

 この方々についての、２名についての御審議をお願いいたします。 

○矢野ひとみ委員長 はい、ありがとうございました。 

 双海地区と、それから米湊地区ですね、異動のために、新しく２名の委員さんのご提案をく

ださっています。何か御質問等ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 はい、ないようでしたら、御承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 はい、ありがとうございました。それでは、補導委員のほう、よろしく

お願いします。 

 続きまして、第20号議案伊予市国際っ子事業支援補助金交付要綱について説明をお願いしま

す。 

○矢野ひとみ委員長 森田課長さん、お願いします。 

○森田課長 資料６ページになります。 

 議案第20号伊予市国際っ子事業支援補助金交付要綱の制定について。 

 伊予市国際っ子事業支援補助金交付要綱を別紙のとおり制定したいから、教育委員会の議決

を求めるということで。 

 提案理由といたしましては、市内の子供たちが国際感覚とコミュニケーション能力を身につ

け、地域社会に貢献できる人材育成を図るため、市が推進する国際感覚豊かな人材育成の目的

に沿った事業を実施する団体に対し補助金を交付するため、新たに要綱を制定する必要が生じ

たので、提案をいたします。 

 ということで、新たに提案をいたしますが、新たな事業というわけではございません。今ま

でも継続してやってきておりました、夏、中山の秦皇山に１泊２日で行っておりましたサマー
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スクール、それから秋に体育館等で行っておりましたデイキャンプ事業、これに対する補助金

交付要綱の制定ということで、昨年度までは、この事業につきましては委託事業ということで

実施をしておりました。今回、予算ヒアリング時におきまして、委託事業となりますと、市の

事業をある団体にお願いをしてやることが委託事業であるということで、これは補助金のほう

が適正じゃないかということで、今回、６月補正のほうにおきまして、予算のほうも補助金で

計上し、今回、この要綱についても提案をいたしたところでございます。 

 この要綱の内容でございますが、７ページ以降になりますが、こちらにつきましては、その

ほかと同じように今まで負担金でやっておりました事業について、今年度から補助金で実施を

する。フラワーハウスで実施をしておりましたフェスティバルがございますが、そちらについ

ても同じように、今年度から補助金で実施をするようになりました。この要綱の内容について

は、その事業とあわせまして、同じ内容でございまして、要綱名が違ってきただけということ

でございます。 

 まず、第１条の趣旨でございますが、先ほどの提案理由と同じでございます。 

 補助対象団体でございますが、一応こちらのほうに要綱としては上げておりますが、先ほど

も説明しましたように、今までも継続してやってきた事業でございますので、一応、この補助

対象団体としましては、ＮＰＯ法人国際交流支援協会、こちらのほうに補助をするというふう

な形になっております。 

 補助対象事業でございますが、先ほどの提案理由にもありましたように、国際理解、国際協

調、国際感覚の豊かな人材育成というようなことでございまして、事業としましては、サマー

キャンプ、それからサマースクール、デイキャンプ、サマースクール、この２事業になってき

ます。 

 補助金の額でございますが、一応予算内で補助をするということで、今回、議会のほうに提

案しておりますのは、両事業を合わせまして70万、それ以内で事業を行うということにしてお

ります。 

 それから、第５条が補助金の交付申請。 

 第６条が、次のページになりますが、補助金の交付決定。第７条、補助金の交付条件。第８

条が決定通知、第９条が実績報告、第10条が補助金の交付。 

 11条が補助金の交付決定の取り消し。 

 それから、12条がその他ということで、その下の附則でございますが、この告示は公布の日

から施行するということで、先ほども説明しましたように、今回、議会のほうに予算計上して

おりまして、そちらの表決が６月23日になりますので、それに合わせて公布をするというふう

にいたしております。 

 それ以降については、申請用紙等々の様式類でございます。 

 説明は以上です。 



- 6 - 

○矢野ひとみ委員長 はい、ありがとうございました。 

 昨年度まで委託事業で実施していた事業を、補助金を出して補助事業で実施するほうがいい

のではないかというふうなことで、要綱の策定に至ったというふうな御説明をいただきまし

た。 

 何か御質問等ございませんでしょうか。 

○鷹尾秀隆委員 いいですか。 

○矢野ひとみ委員長 はい、鷹尾委員さん。 

○鷹尾秀隆委員 課長、ほかに例えばこういう事業をしたいとかというのが出てきた場合は、

また審査をしてということがあるわけですか。 

○森田課長 委員長 

○矢野ひとみ委員長 はい、森田課長さん。 

○森田課長 はい、一応、この補助金交付要綱に沿った内容で、もし申請が出てくれば、それ

は可能であり、この補助金の対象として、こちらのほうで審査を行うということには、なって

こようかと思いますが、今のところは、今まで続けてきた事業以外、想定はしておりません。 

○鷹尾秀隆委員 はい、わかりました。 

○矢野ひとみ委員長 よろしいですか。 

○鷹尾秀隆委員 はい。 

○矢野ひとみ委員長 そのほか、御質問ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 それでは、本要綱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〕 

○矢野ひとみ委員長 はい、ありがとうございました。 

 それでは、議案審議については以上です。 

 続いて、報告事項等に移りたいと思います。 

 ７月の教育委員会行事予定についてお願いします。大西主幹さん、お願いします。 

○大西指導主幹 8月の学校教育課、学校関係の行事について説明を行った。 

○矢野ひとみ委員長 はい、社会教育課のほう、続けてお願いします。 

○高村課長補佐 7月の社会教育課の行事について説明を行った。 

○矢野ひとみ委員長 はい、ありがとうございました。 

 学校教育課、社会教育課、あわせて、何か御質問等ございませんでしょうか。 

○靏岡局長 委員長。 

○矢野ひとみ委員長 はい、局長さん、お願いします。 

○靏岡局長 補足で説明をさせていただきたいと思います。 

 定例教育委員会の日程でございますが、当初、19日を予定しておったわけなんですが、書い
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てありますように、愛媛県市町教育委員会連合会定期総会がこの日に開催されるということ

で、26日の水曜日に１週間ずらしておりますので、御了解いただきたいと思います。 

 また、８月の定例教育委員会につきましても、当初は８月16日を計画しておったわけなんで

すが、教科書採択の関係がございまして、23日、８月23日に、これも１週間ずらさせていただ

きたいと思いますので、御了解いただきたいと思います。 

○矢野ひとみ委員長 はい、ということで、定例教育委員会のほうが移動になっております。

19日、愛媛県市町教育委員会のほうは八幡浜で行われます。 

 質問ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 また、細かい行事の内容については、各主幹さんのほうから説明等があ

ると思います。 

 行事予定について、以上で終わってよろしいですか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 それでは、事務局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。 

○靍岡局長 はい、それでは６月議会補正予算に計上しております内容につきまして、御説明

を申し上げたいと思います。 

 お配りしておりますＡ４、１枚裏表の資料を、平成29年６月補正予算総括表をごらんいただ

きたいと思います。 

 本来であれば、この説明を５月の定例教育委員会で御説明するべきところではあったんです

が、その時点で、まだ内容が確定しておりませんでした。申しわけないんですが、今回説明さ

せていただきたいと思います。 

 まず、10款１項教育総務費の２目事務局費になるんですが、８節報償費のところに郡中小学

校で実施されます人権教育研究推進事業、これの講師謝礼１万5,000円、９節で同じく、旅費

としまして新居浜、西予、徳島で開催されます指定校への発表会への参加旅費、また11節消耗

品をそれぞれ計上いたしております。 

 次の３目９節の旅費117万円、これはＡＬＴ３人が本年８月に交代することに伴いまして、

３人分の帰国旅費及び新たなＡＬＴ３人分の東京からの旅費でございます。19節45万円、これ

はＡＬＴの自治体国際化協会渡航負担金３人分、１人15万円となっております。 

 次の10款２項１目11節の６修繕料なんですが、96万2,000円は佐礼谷小学校の校舎油配管の

改修工事費でございます。次の15節工事請負費410万4,000円は、南山崎小学校の高架水槽の老

朽化による取りかえ工事費です。18節備品購入費になりますが、20万6,000円、これは伊予小

学校の学級数の増による、教壇や教卓、ロッカー代になります。 

 次の２目教育振興費、11節需用費になるんですが、４の印刷製本費としまして、224万
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7,000円、これは社会科副読本の「伊予市のくらし」の印刷代でございます。18節備品購入費

18万4,000円、これにつきましては、伊予小学校の学級増によります教材の購入費になりま

す。それと、次の312万、これは各小学校の理科・算数教育備品を計上しております。次の

20節扶助費なんですが、55万4,000円、これは要保護児童援助費の新入学児童学用品費等につ

いての補助単価が改正されたことに合わせまして、準要保護児童の新入学児童学用品費等の補

助、これを特別支援教育分と合わせて増額するものでございます。 

 10款３項１目、これは11節需用費６の修繕料46万2,000円、これは伊予中学校の避難はしご

及び体育館屋根の修繕工事費です。 

 次の２目の教育振興費、18節、備品購入費になりますが、131万7,000円、これは中学校の理

科・数学教育備品を計上しております。 

 歳入につきまして、それぞれ理科教育の分につきましては半額補助がございます。 

 次、一番下になりますが、20節扶助費でございますが、125万3,000円は、先ほど小学校であ

った分の中学校分でございます。 

 次、裏のページになりますが、３目の学校建設費になります。15節工事請負費9,439万

2,000円、これは港南中学校の駐輪場の改築及び外構工事費を計上しておりまして、港南中学

校の駐輪場等を整備しようとするものでございます。財源につきまして、歳入ですが、義務教

育施設整備基金繰入金9,400万円を充てることとしております。なお、その前の13節の委託料

267万9,000円につきましては、この工事の監理業務の委託料、さらにその１つ前の役務費、手

数料の４万2,000円、これはこの工事に伴います給水装置の設計審査、竣工審査、建築確認申

請の手数料になります。22節補償補填及び賠償金291万8,000円、これは中山中学校の屋内運動

場周辺建物等の工事損失補償金として、15軒分を計上しております。 

○矢野ひとみ委員長 森田課長さん 

○森田課長 はい、続きます10款５項１目の８節から14節、これが政策的予算といたしまし

て、当初予算では計上しておりませんでした伊予市和太鼓のつどいの予算でございます。合計

43万円となります。それから続く19節、先ほども説明をいたしました国際っ子育成活動補助金

70万円。 

 それから、その下、社会教育関係団体活動補助金、こちらのほうは愛護班やＰＴＡ連合会、

これらの３つの団体、それに伝統文化芸能保存団体、これが市内20団体ございますが、こちら

に対する活動補助金として299万7,000円を計上いたしております。 

 その下、18節備品購入費では、ＡＥＤの購入、これは大平、中村、上野地区公民館の更新と

いうことになっております。それから、その下、各地区公民館運営委員会活動補助金、市内６

地区公民館に対しまして、各10万円ずつ、６地区公民館で計60万円の補助金を交付いたしま

す。 

 それから、その下２つ、８節と12節になってきますが、市民意識調査検討委員会委員謝礼と
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いたしまして17万1,000円と、意識調査を行います1,500人分の郵送料、こちらのほうの計上で

ございます。その下が、ＡＥＤ、緑風館の更新の備品購入費。 

 その下、五色姫海浜公園ビーチバレーボールコート整地工事として103万7,000円を減額して

おります。これにつきましては、先日行われましたビーチバレーボールのジャパンツアー、昨

年度プレ大会で行いましたが、今年度からジャパンツアーとして正式に伊予市大会が組み込ま

れることになりました。それに合わせましてコートの整地を計画いたしておりましたが、当初

計画では海浜公園の松山側のコートを使う予定にしておりましたが、マドンナカップと同じ長

浜側のほうのコートを使うことになりましたので、この整地工事が不要となり、今回減額をい

たしました。 

 その下、ストップウオッチ等の購入経費でございますが、これにつきましても平成10年から

12年にかけての購入分について更新をいたします。 

 それから、一番下になりますが、愛媛スポレク祭県大会派遣費、秋に行われますスポレク祭

への派遣費といたしまして98万円を計上いたしております。 

 以上です。 

○矢野ひとみ委員長 はい、ありがとうございました。 

 ６月補正予算についての御説明をいただきました。何か御質問等ございませんでしょうか。 

 はい、水口委員さん。 

○水口良江委員 ちょっと教えていただきたいのですが。国際っ子育成活動補助金70万余、こ

れは補正でしたか、当初予算じゃなくて。 

○森田課長 はい、補正です。 

○水口良江委員 当初予算もあるのですか。 

○森田課長 いえ、ありません。 

○水口良江委員 そしたら、デイキャンプ、サマースクール、去年は負担金で対応された、委

託、委託で対応されたということで、正しいやり方では補助金ということはわかるのですが。

例えば、これ、質問じゃないですよ、教えていただきたいのですが、デイキャンプとサマース

クールで、大体どのぐらいの方が参加されたのか。対象は、もちろん市内全体だと思うのです

けど、小・中学生の対象者に対して、どのぐらい参加されたのかな、それだけちょっと教えて

ください。 

○森田課長 委員長。 

○矢野ひとみ委員長 はい、森田課長。 

○森田課長 はい。例年ですが、サマースクールで大体20名、デイキャンプで60名の小学生が

参加をしております。 

○水口良江委員 済いません。 

○矢野ひとみ委員長 はい。水口委員さん 
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○水口良江委員 もう一つだけ。国際感覚とコミュニケーション能力を身につけるという、委

託先も、委託、補助金の交付団体がＮＰＯ法人国際交流協会ということですので、特にどうい

うふうな点に工夫をされてるのか、内容をちょっと教えていただきたい。 

○森田課長 委員長。 

○矢野ひとみ委員長 はい、森田課長さん。 

○森田課長 どちらの事業も、外国の方、かなり多くボランティアとして、その事業に参加を

してもらっているようです。例えば、ザンビアとかポーランド、昨年度でしたら、ポーランド

大使までやってきたそうですが。それとか、スペインやフィリピン、インドネシアの留学生、

これらの方が一緒に参加をして、向こうの遊びを一緒にやるとか、一緒に歌を歌うとか、そう

いったことをやっているというふうに聞いております。 

○水口良江委員 それは、サマースクールのほうですね。 

○森田課長 どちらもです。 

○水口良江委員 どちらもですか。 

○森田課長 はい。 

○矢野ひとみ委員長 よろしいですか。 

○鷹尾秀隆委員 いいですか。 

○矢野ひとみ委員長 はい、鷹尾委員さん。 

○鷹尾秀隆委員 ＡＥＤの更新というのは、何年ごとぐらいなんですか。電池を換えるなどと

いうわけには、いかんのですね。 

○矢野ひとみ委員長 北岡課長補佐さん 

○北岡課長補佐 中のあの電源、電池といいますか、あれ自体は、前回も交換をしてるのです

が。今回はパッドといいますか、全体の耐用年数が切れるということで、今回は全体を交換す

る。中の電池については。消耗品であれば、４年とかですけども、本体自体は７年か８年でや

っております。それがそろそろ切れるという。本体自体の価格なので、かなりの金額になって

おります。 

○矢野ひとみ委員長 それで高いということですね。 

 よろしいですか。 

○鷹尾秀隆委員 はい。 

○髙橋久美子委員 済いません、いいですか。 

○矢野ひとみ委員長 はい、髙橋委員さん。 

○髙橋久美子委員 ＡＬＴ帰国・招致旅費３人分という、３人帰る国際線費用と、新しく招致

する方、先ほど東京からの国内線分とおっしゃいましたけども、具体的に内訳、どういうふう

になっているのでしょうか。 

○矢野ひとみ委員長 局長さん、お願いします。 
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○靏岡局長 はい。まず、帰国旅費でございますが、あくまでもこれは予算、現時点で考えら

れる予算という形になっておりますので、御了解いただきたいと思います。ニュージーランド

が18万7,290円、イギリスが46万2,740円、カナダが27万1,540円。それと、先ほどの東京から

の旅費でございますが、７万1,500円が３人となっております。 

○髙橋久美子委員 新しく来る方たちは、東京から分だけでいいわけですね。 

○矢野ひとみ委員長 局長さん、お願いします。 

○靏岡局長 はい、東京からの分だけになります。東京までの分につきましては、45万円の分

担金というのがあったのですが、１人、一律１人15万円、協会に負担するという形になってお

ります。 

○髙橋久美子委員 ごめんなさい、協会っていうのは何ですか。 

○靏岡局長 委員長。 

○矢野ひとみ委員長 はい、局長さん。 

○靏岡局長 そのＡＬＴの方々を実際紹介していただくところになるわけなのですが。そこに

渡航負担金として、国に関係なく１人15万円を負担、支払うことでございます。したがって、

３人分、新たな３人分、45万円となります。 

○髙橋久美子委員 もうちょっとよろしいですか。そうすると、呼び寄せるときには、協会に

負担金を払って、お帰りいただくときには全額こちら持ちというシステムなのですか。 

○靏岡局長 委員長。 

○矢野ひとみ委員長 局長さん。 

○靏岡局長 はい、おっしゃるとおりです。 

○髙橋久美子委員 はい、ありがとうございました。 

○矢野ひとみ委員長 はい、よろしいですか。 

○髙橋久美子委員 はい。 

○矢野ひとみ委員長 ほかにありませんか。 

○髙橋久美子委員 23日に表決ですね。23日に議会で。 

○渡邉博隆教育長 23日が、６月市議会が閉会するから、そこで議決されるということです。 

○矢野ひとみ委員長 表決、はい。23日に議決されて、執行ということになります。委員さん

方、よろしいでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 はい、ありがとうございました。 

 それでは、事務局報告事項、ほかにございませんか。 

 それでは、その他に移りたいと思います。 

 はい、大西指導主幹さん、お願いします。 

○大西指導主幹 はい、私のほうから２点、その他として説明させていただきます。 
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 まず１点目は、お手元に、左上ホチキスどめした、全国学力・学習状況調査と書いたものが

あります。今年度また、全国学力・学習状況調査の結果が今後出ます。その公表に関すること

について御説明をしていきたいと思います。 

 まず、資料１とありますのが、市町別の平均正答率ということで、例えば伊予市の教育委員

会、国語Ａ、国語Ｂ、算数Ａ、算数Ｂ、総合というふうに、平均正答率の数字が出て、それか

らポイントがどうなのかということを矢印で示すようなことは公表をさせていただきます。 

 それから、資料２というレーダーチャート、グラフがありますが、これも市町別のレーダー

チャートについては公表を昨年度と同じように行います。ただ、学校別を明らかにした結果に

ついては非公表ということで、今年度は取り扱いたいと思っております。 

 学力・学習状況調査については、説明は以上です。 

 それから、２点目です。教育委員さんのお手元に、７月６日に行われます伊予市内水泳大会

の案内の文書をお配りしておるかと思います。本日、この会の終わった後で、もし出欠がわか

るようでしたら、また表を用意しておきますので、そちらのほうに御記入いただけたらと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○矢野ひとみ委員長 はい、全国学力・学習状況調査の公表について、それから水泳大会につ

いてありました。御質問等ございませんか。 

 よろしいですか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 はい、質問なしということで。 

 また、水泳大会については、会が終了してから、出欠についてお知らせ願えたらと思いま

す。その他で、ほかにございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 ないようですので、以上で終了したいと思います。 

○靏岡局長 閉会 

            午後２時１６分 閉会 


