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11月 定例教育委員会 議事日程 

 

１．日 時 平成29年11月15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   髙 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 

 報告事項等 

(1) 9月会議録報告 

(2) 12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 

 

６．閉 会 
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            午後1時30分 開会 

○靏岡事務局長 開会 

○矢野ひとみ委員長 それでは、11月の定例教育委員会を開会したいと思います。 

 髙橋委員さんが都合により欠席ということになっておりますので、よろしくお願いします。 

 今月の会議録の署名委員のほうは水口委員さんになっています。よろしくお願いします。 

 それでは、９月の会議録について、それぞれ委員さんのお手元のほうに届いていると思いま

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〕 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。承認といたします。 

 続きまして、協議事項等に進みたいと思います。 

 まず、(1)報告事項等、ア、12月教育委員会行事予定についてお願いします。 

 高石先生、お願いします。 

○高石指導主事  12月の学校教育課、学校関係の行事について説明を行なった。 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

 続いて、社会教育課のほうお願いします。 

○高村課長補佐 社会教育課の行事予定について説明を行なった。 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

○靏岡事務局長 委員長。 

○矢野ひとみ委員長 局長さん。 

○靏岡事務局長 20日の定例教育委員会の予定なのですが、前回15時50分とお知らせしていた

のですが、15時30分からに変更させていただいております。この日、以前お話ししていたよう

にはばたきを訪問させていただきたいと思いますので、午後２時からはばたきを訪問させてい

ただきたいと思います。 

 この日、議会の関係で教育長さんが若干遅れる可能性がありますが、14時から訪問させてい

ただいて、１時間程度訪問をさせていただきたいと思っております。定例教育委員会の開始時

間を15時50分ではなく、少し早めて15時30分とさせていただいております。 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

 何か御質問ございませんか。 

○渡邉博隆教育長 委員長。 

○矢野ひとみ委員長 教育長さん。 

○渡邉博隆教育長 全人教大会は２日、３日あるのですが、１日から出発して３日までという

日程になっておりますので、ご承知いただけたらと思います。 

○水口良江委員 委員長。 

○矢野ひとみ委員長 水口委員さん。 
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○水口良江委員 はばたきの訪問は２時に直接向こうへ集まったらいいってことでしょうか。 

○靏岡事務局長 はい、その予定でおります。 

○矢野ひとみ委員長 そしたら、はばたきへはそれぞれ委員さん方、直接行かれてください。 

 ほかに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、事務局報告事項等に進めたいと思います。お願いします。ど

なたからでも。 

○靏岡事務局長 委員長。 

○矢野ひとみ委員長 靏岡局長さん、お願いします。 

○靏岡事務局長 お手元にお配りしております12月補正予算総括表というのがあるかと思いま

す。ごらんいただきたいと思います。 

 今度12月議会の補正予算で計上する予定でおります教育委員会分でございます。 

 まず、10款２項１目小学校費の学校管理費ですが、備品購入費としまして37万7,000円。こ

れにつきまして、郡中小学校に難聴の特別支援学級を４月から設置するために必要な環境整備

用備品を計上しております。ロッカーでありますとか遮光カーテン、こういったものの費用に

なります。 

 なお、特別支援学級の設置許可が出るのは30年１月下旬となっておりますので、もし不許可

となった場合にはこの予算は執行されないということになります。この後の説明に出てきます

特別支援学級の教材備品でありますとか、中山中学校の特別支援学級の備品についても同様で

ございます。 

 次の10款２項小学校費、２目教育振興費、11の１消耗品費221万8,000円。これは平成30年度

から小学校で道徳が教科となることに伴いまして、教師用の教科書及び指導書の購入に係る費

用です。18節の備品購入費29万7,000円は、郡中小学校の難聴特別支援学級を設置するための

教材備品としてマイクであるとかパソコン、こういったものを購入する経費でございます。 

 続いて、10款３項中学校費、１目学校管理費の18節備品購入費ですが、41万6,000円。これ

は伊予中学校体育館のステージの上にあります一文字・袖幕カーテンというものですが、それ

を取りかえるための費用でございます。幕が朽ちて切れ落ちたということがございまして、取

りかえるところでございます。 

 ２目教育振興費、18節の備品購入費41万7,000円については、中山中学校に特別支援学級を

４月から設置するための教材備品です。液晶テレビあるいはパソコン等の費用になります。 

 10款６項保健体育費、１目保健体育総務費、19節負担金補助及び交付金198万9,000円。これ

は全国大会出場補助金ということで、今回港南中学校吹奏楽部が全国大会へ出場したこと等に

よりましてその費用を補助するための経費を計上するものでございます。 

 以上です。 
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○矢野ひとみ委員長 12月の補正予算について御説明をいただきました。 

 何か御質問等ございませんか。 

○矢野ひとみ委員長 特別支援については説明にあったように、認可はいつでしたかね。 

○靏岡事務局長 １月下旬を予定しております。 

○矢野ひとみ委員長 １月下旬の認可次第で変わるということでございます。よろしくお願い

します。 

 それでは、続いて質問や報告事項、ほかにございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、ウ、その他に行きたいと思います。 

○飴矢課長補佐 委員長。 

○矢野ひとみ委員長 飴矢課長補佐さん、どうぞ。 

○飴矢課長補佐 お手元にお配りしております書類ですけど、11月29日に伊予地区教育委員会

連絡協議会の研修会が松野町と鬼北町のほうでありますので、委員さん御出席のほどよろしく

お願いいたします。 

 なお、集合時間については８時20分に伊予市役所前となっておりますが、伊予診療所の前に

10分前程度で集まっていただいたらと思います。 

○矢野ひとみ委員長 何か、後で読んで、委員さん方に読んでいただいて、当日11月29日です

が、よろしくお願いします。 

 ほかにございませんか。 

○水口良江委員 委員長。 

○矢野ひとみ委員長 はい、どうぞ、水口委員さん。 

○水口良江委員 この鬼北町の、泉小学校、ここは今もうコミュニティ・スクールを実施して

いるのですか。 

○渡邉博隆教育長 泉小だと思います。 

 それから、最初に県下でスタートしたのが日吉小・中でした。それで、もうはや数年前に県

で人権同和教育から県の大会のときに発表されて、いわゆる運営協議会を設置してなかったら

コミュニティ・スクール自体はできないので、それの説明等がありまして、それの関連で同じ

ように多分鬼北町ですからつくっておるのだろうと思います。詳しくはわかりません。 

○水口良江委員 ありがとうございます。 

 もう一つ構いませんか。 

○矢野ひとみ委員長 はい、どうぞ。 

○水口良江委員 今後、コミュニティ・スクールを伊予市でも、先生の負担の軽減ということ

も含めてコミュニティ・スクールを考えているというところもあるのですか。 

○渡邉博隆教育長 委員長。 
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○矢野ひとみ委員長 教育長さん、どうぞ。 

○渡邉博隆教育長 一応文科省のほうとしては、コミュニティ・スクールに関しては努力義務

という形でできるだけそういうふうな形で指導しなさいと設置については言っておりますけれ

ども、いろいろ地域を巻き込んででないと、学校の運営協議会というのが設置してなかったら

コミュニティ・スクール自体は認定されません。だから、そういうような形で地域の協力、そ

れから教育関係者、それからもう一つあったと思うのですが、社会教育にたけた人関係のメン

バーにお願いして組織立てて運営協議会を立ち上げて、そして対応していくというふうな機運

が高まらなかったら、行政主導ではなかなか難しいのではないかと思いますのと、立地的に

小・中が近くにないとコミュニティ・スクールはできないのではないかと思います。 

 ただ、複数であった場合でもそれぞれの学校が単独に運営協議会を発足するのではなくて、

複数であっても１個だけ運営協議会をつくって関係者が集まって協議をして、よろしいという

ようなことが言われておるんですけれども、そうなった場合に伊予市のところで考えられるの

は伊予小・伊予中学校、中山小・中山中学校、あのあたりになるんじゃなかろうと思います

が、まだまだそれにも啓発をしていないので、ちょっとまだ今のところは一歩を踏み出すこと

ができていないので、いろんな形で啓発をしていく必要があるのかなというふうに思っており

ます。何かそんな機運みたいな、声みたいなのが出ていますか。 

○鷹尾秀隆委員 委員長。 

○矢野ひとみ委員長 鷹尾委員さん。 

○鷹尾秀隆委員 私も双海の分で時々、話をしているのですが、もうとにかく翠小にしても下

灘小にしても子供は減っとると。このままではもうどうなるのだろうかという話はどうしても

出るんですよね。ただし、翠地区の人らに話をしているのですが、やっぱり学校はどうしても

残したいという。ですから、いずれは避けて通れない問題になると思うのですが、今のところ

具体的に動こうとかという話はまだ全然出ませんね。そういう状況だと思います。 

○矢野ひとみ委員長 中山のほうも具体的な話は今のところは聞いておりません。 

 ちょっとあと余り議題がないようなので、コミュニティ・スクールについて水口委員さんか

らお話も出たりしたのですが、先般四国地区の教育部会に行ってきまして、そのときにやっぱ

りコミュニティ・スクールのことが話題になりましたので、ちょっと出た意見等を御報告して

よろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 研究協議題はさまざまあったのですが、先ほどコミュニティ・スクール

についてのお話が出ましたので、まずそのあたりから。 

 やっているところ、香川県とか高知県あたりはやっているようですが、国のほうもさっき教

育長さんから言われたように努力義務というふうなことで出されているようですが、流れとし

ては今後コミュニティ・スクール、学校運営協議会っていうのをつくって行うわけですけれど
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も、最近言われたわけじゃなくて、結構10年ぐらい前から言っていましたよね。そのころ私た

ちが認識していたコミュニティ・スクールはいわゆる人事権まで地域が握っているという形の

コミュニティ・スクールでした。 

 でも、それではやっぱりちょっとおかしいのではないかということで、当初言い始めたこと

よりも権限の弱まった、いわゆる人事権まではもうそれは無理だというふうな権限の弱まった

コミュニティ・スクールがこれから実現するのではないか。本当に学校が困っているところ

を、大変なところを地域がバックアップする、サポートするというふうな形ができるのではな

いかということです。 

 それで、実際行われていること、例えば朝の登校指導など先生方が立っていらっしゃるの。

先生方は忙しいのに、本当はそれどころじゃない。授業の準備をしたいのだけれども、いろん

なところで立っていると思うのですが、そんなのはもういいのではないか、先生、もう自分ら

が立ってあげるから、子供たちの安全は自分らが見てあげようというふうな協力で、朝は先生

方がもう一切立たなくって学校のことができて安全は地域の人が見守ってくれているというふ

うなこと。または、皆さんが一番よく知っている部活等の協力。 

 それから、いわゆる体験学習ですけれど、今までは本当に無理して稲作体験をしたり、いろ

んな体験を学校でやったりしてきた。でも、実際には学校でそれをしなければならないのかど

うなのかっていうのを考えたら、それはもう全部自分らに任せてくれと。やってやるわ、畑ぐ

らいはというふうに、そんなのは全部丸投げでやっている。 

 それから、地域の行事と関係するところもほとんど地域の方がとってやってくださる。先生

方は行こうと思えば行けばいいし、今日ちょっと行けないし、もう忙しいからといったらもう

行かなくてもいい。それがもう当たり前になっているというふうな感じのコミュニティ・スク

ールを経営しているというものがありました。 

 だから、そういうふうに本当になれば私たちもすばらしいなと思って。考えてみたら、本当

にあらゆること、簡単に言えば道徳が入ってきて、また道徳の評価も入ってきて先生方は大変

だっていう。先生方の仕事は山のように増えている。だけれども、まだ外のこともいっぱい抱

え込み迫っている。抱え込んだ分を地域で回すというようなお話もありました。 

 それで、コミュニティ・スクールではないのですが、教職員の長時間労働、負担軽減ですよ

ね。それについての研究協議があったのですが、あと、松山市が提案をしたのが事務関係業務

の負担軽減についてというふうなのでお話があったのですが、給食費をどういうふうにして徴

収しているか、未納についてどういうふうな対応をとっているか、それも教職員の負担になっ

ているではないかっていうような話が出てきました。 

 それについては、大体伊予市も似たり寄ったりの状態みたいですよ、相当。ただ、ある試み

として給食費を私会計から公会計に移している動きがあるという、移そうと努力をしたってい

うような話が出ました。そうなると、学校はいいんですけれども、教育委員会が大変になる



- 7 - 

と。給食費を集金する仕事が１つ増えますからね。未納についても、学校が取っているからま

だ無理して払おうかっていう人も出てくるのだけれども、公会計になると税金と同じような感

覚になってきて、給食費なんかもうえんよ、払わんでもという。税金の滞納が多いのに、給食

費までより払わない傾向があるのではないかというふうなお話も話されておりました。 

 でも、流れとしては私会計から公会計へ移すのがいいですねっていうふうなのは、教委の事

務局長さんがお話をされていたのですけれども、私はそれについては何とも言えないなと聞い

ておりましたが、そういう流れもあるし、行っているところもあるということです。 

 誰がそしたら催促するのかって、市の、当然そうなったら教育委員会の方が足しげく通って

給食費を集めて回らなければならないというようなお話がありました。 

 それと、あと一つ、教員の負担軽減で閉庁日についての話が出ました。先生方を長い間休ま

せてあげるっていう。高知県あたりは全部ではないけれども、ぼつぼつ教育委員会で閉庁日を

夏休みにとって一斉に行っているという市町村もあるというお話でした。３日から、高松市な

んかは13、14、15の３日間で、これは来年から進めるという。あとは９日から16日までだから

かなり、５日間ですかね。それぐらい閉庁して、これはもう全て行事は入れないで先生方は全

部休むということをお話されておりました。 

 あとは業務改善で教職員の退校時間と最終退校ですね、その時間の把握等について、香川県

は学校によってはタイムカードを使用している。そのほか、カードをかざすという種類の機械

で把握をしているということです。あとは特別な方法をとってはいないのですが、大体伊予市

と同じような感じで時間を把握しているんじゃないんかなということでした。タイムカードな

んかも使い始めたのかなと思うんです。 

 それから、あとは文部科学省のほうからさまざまな予算が30年度の要求として予算要求をさ

れている。サポートスタッフ等については新聞にも載っていたと思うのですが、水口さんもよ

く読まれているので多分御存じだろうと思うのですが、そういう要求も出ているということで

した。 

 あと、資料を私が持っていますので、水口委員さん、鷹尾さん、またごらんになってもらっ

たらと思います。 

 もう一つ、四国地区ですが、徳島県が脱退しました。 

○鷹尾秀隆委員 脱退ができるのですか。 

○矢野ひとみ委員長 できたのです。 

○矢野ひとみ委員長 はい。徳島県は全国も脱退したので、自然に、四国も脱退しますという

こと。香川と高知と愛媛で３県になったので、一応規約等についても改正、改定をしなければ

ならないので、その辺の改定から入っていきますけれど。 

○鷹尾秀隆委員 脱退理由は何か。 

○矢野ひとみ委員長 それは、言いませんでした。 
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○鷹尾秀隆委員 そういう四国４県の情報交換をする、いろんな課題に対して情報交換をする

ことが一つの会議の意義的に捉えて。愛媛県だけではなく四国４県の状況に対するいろんな話

し合いも聞くだけでも有意義な会だと思っておるのですけども。 

○矢野ひとみ委員長 そうですよね。他県の委員さん方のお話を聞いて今の学校の状況とかよ

くわかりますからね。 

 済みません、時間をとりました。私のほうは以上です。 

 その他はもうほしたらございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 そしたら、以上で11月の定例教育委員会を閉会したいと思います。 

○靏岡事務局長 閉会 

            午後2時3分 閉会 


