
- 1 - 

11月 定例教育委員会 議事日程 

 

１．日 時 平成30年11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  

  教育長       渡 邉 博 隆 

教育長職務代理者  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 

 

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     福 原 浩 一 

学校教育課指導主事   髙 石 達 也 

学校教育課課長補佐     窪 田 春 樹 

社会教育課長      山 岡 慎 司 

社会教育課課長補佐     北 岡 康 平 

社会教育課課長補佐     堀 内 和 美 

社会教育課課長補佐   宇 都 光 英 

  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 
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            午1時30分 開会 

○靏岡事務局長 開会。 

○渡邉博隆教育長 それでは、11月定例教育委員会に先立ちまして。昨日、一昨日と研修に関

して大変お世話になりました。特に、19日、教育委員さんにおかれましては、高松市の総合教

育センター、視察をしていただき、大変有意義な会であったことと思っております。また、水

口委員さんは、11月16日から連続５日間、毎日研修されまして、特に人権同和教育、造詣の深

い委員さんですけども、さらに研修を深められて、実のある研修ができたのではないかと思い

ます。大変ありがとうございました。 

 人権同和教育に関しましては、来週、11月27日、火曜日ですけども、文科省委嘱の郡中小学

校の研究会があります。そういう意味合いで、集大成になるのではなかろうかと思いますが、

よろしくお願い申し上げます。 

 昨日も、地区同に関しまして、ちょうど教育長室に米田先生と事務局代理の曽我部さんがお

いでた中で、いろいろ話を交えておりましたら、伊予市の取り組み、随分成果が上がっている

というお褒めの言葉もいただきました。特に、学校教育関係は、学校教育のみならず、社会教

育とのつながりが見られた今回の地区同であったとおっしゃっていただきまして、大変皆様方

の御尽力が成果にあらわれたのではないかと思っております。また、いろんな形で先導役とし

て山岡課長さん、靏岡課長さん、終日大変お世話になりまして、ありがとうございました。 

 それでは、本日の会議録署名人は、11月ということで、水口委員さんということで、よろし

くお願いします。 

 ９月会議録につきましては、お手元に届いたと思いますので、御了承いただけますでしょう

か。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございます。 

 早速、協議事項ということで、議案審議に入らせていただきます。 

 それでは、議案書のほうをよろしくお願いします。 

 議案第25号伊予市文化交流センター条例の施行期日を定める規則についてから始めさせてい

ただいたらと思います。 

 それでは、山岡課長さん、お願いします。 

○山岡課長 はい、議案第25号伊予市文化交流センター条例の施行期日を定める規則について

ですが、提案理由といたしましては、伊予市文化交流センター条例の施行に関し、施行期日を

定める必要が生じましたので、教育委員会の議決を求めるものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 施行期日は、平成31年８月１日とするとしてございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。 
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○渡邉博隆教育長 はい、今、事務局から説明がございましたが、これに関して何か御質問等

ございましたら、お願いします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 施行期日について、平成31年８月１日とするということで御承認いただけ

ますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 それでは続きまして、議案第26号について説明をお願いいたします。 

 山岡課長さん、お願いします。 

○山岡課長 はい、それでは３ページをお願いいたします。 

 次に、議案第26号伊予市文化交流センター条例施行規則の制定についてですが、提案理由と

いたしましては、伊予市文化交流センター条例の施行に関し、新たな規則を制定する必要が生

じましたので、教育委員会の議決を求めるものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 伊予市文化交流センター条例施行規則案を説明させていただきます。 

 目次にございますように、第１章、総則、第２章、伊予市地域交流館、第３章、伊予市文化

ホール、第４章、雑則、附則ということで構成してございます。 

 まず、第１章、総則でございますけれども、第１条、趣旨で、この規則は伊予市文化交流セ

ンター条例の施行に関し必要な事項を定めるものとしてございます。 

 第２章、伊予市地域交流館ですが、第２条、使用の許可については、使用の許可を受けよう

とする者は使用許可申請書を教育長に提出しなければならない。３項のところで、教育長は、

第１項の規定による申請があったときは審査をし、適当と認めたときは使用の許可を決定し、

使用許可書を申請者に交付するものとするとしてございます。 

 第３条では使用許可の変更について、第４条では使用の取消しについて、第５条では使用料

の減免。 

 ５ページをお願いいたします。 

 第６条で使用料の減免申請、第７条で使用料の還付について定めてございます。 

 次に、第３章、伊予市文化ホールですが、第２章同様に、第８条で使用の許可について、第

９条で使用許可の変更、第10条で使用の取り消し、第11条で使用料の減免。 

 ６ページをお願いします。 

 第12条で使用料の減免申請、第13条で使用料の還付についてを定めてございます。 

 第４章、雑則でございますが、第14条で特別設備設置等の許可申請について、第15条で使用

者の遵守事項について、第16条で入館者の遵守事項。 

 次ページ、お願いいたします。 
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 第17条で施設等の破損等の届出、第18条で使用終了の届出、第19条、指定管理者による管理

については、指定管理を行った際の読みかえ規定について定めてございます。 

 附則の１ですけれども、施行期日ですが、この規則は平成31年８月１日から施行する。ただ

し、第３章及び別表第２の規定は平成32年４月１日から施行するとしてございます。 

 次ページ、８ページをお願いいたします。 

 別表第１ですけれども、こちらは地域交流館について定めておりまして、まず１、申請受付

の期間ですが、地域交流館につきましては市内の使用者の場合、使用日の３箇月前に当る日の

属する月の初日から使用日の５日前までに申請することとしておりまして、市外の方につきま

しては、使用日の３箇月前に当たる日の属する月の15日から使用日の５日前までとしてござい

ます。 

 ２のところで、減免区分及び減免額を定めておりまして、文化交流センターが行う事業の場

合は全額減免としております。市または市の機関が共催する事業については半額、社会教育関

係団体が使用する場合は半額の減免としております。 

 次に、３、還付区分及び還付の割合でございますが、災害その他使用者の責めに帰すること

のできない理由により使用できなかった場合には100％の還付としておりまして、次に使用日

の30日前までに使用許可の取消しを申し出た場合には70％、使用日の７日前までに取消しを申

し出たときには50％としております。 

 次ページ、お願いします。 

 別表第２については、文化ホールについて定めております。 

 まず１番目、申請受付期間ですけれども、市内の方につきましては、使用日の12箇月前に当

る日の属する月の初日から使用日の14日前までとしております。市外の方につきましては、使

用日の12箇月前に当る日の属する月の15日から使用日の14日前までとしております。 

 次に２番目、減免区分及び減免額でございますが、文化交流センターが行う事業については

全額減免、市または市の機関が共催する事業にあっては半額としております。 

 続いて３番目、還付区分及び還付割合ですけれども、災害その他使用者の責めに帰すること

のできない理由により使用できなかった場合は100％の還付、使用日の90日前までに使用許可

の取消しを申し出た場合には70％、同じく30日前までに使用許可の取消しを申し出た場合には

50％、使用日の７日前に取消しを申し出た場合は30％としてございます。 

 10ページ以降は、それぞれの様式でございます。 

 以上、説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 伊予市の文化交流センター条例施行規則の制定ですけど、これに基づいて、すばらしいセン

ターが利用されます。いきなり、この規則等もなかなか理解しにくいところがあるかもしれま

せんが、何かお気づきのところございましたら、よろしくお願いします。 
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 課長さん、規則の中の附則で、平成31年８月１日からと、それから３章の分の32年４月１日

から施行するという２つ分けがあるのですけども、そのあたり、ちょっとご説明をお願いしま

す。 

○山岡課長 それでは、ちょっと条例のほうに遡るのですけれども、条例につきましては基本

的には32年４月１日からということにはなっているのですが。ちょっと読み上げさせていただ

きますけれども、条例の附則、施行期間の部分です。 

 この条例は、公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において、教育委員会規則で

定める日から施行する。ただし、第６条及び、これは省略します。 

 定める日から施行するとしておりまして、つまりこのホールにつきましては、図書館、地域

交流館、文化ホールという３つの機能があるのですけれども、文化ホールを除く図書館と地域

交流館については８月１日から供用開始ということでありまして、この条例を適用していきま

すよということで定めておりまして、文化ホールについては、32年４月１日からということで

定めたのが、この規則ということになります。 

 以上でございます。 

○渡邉博隆教育長 というふうな形の２本立てになっております。 

 はい、ありがとうございました。 

 一気に細かいところまでは、なかなか分かりにくいところがあるかもしれませんけれども、 

他にありませんか。 

○鷹尾秀隆委員 いいですか。 

○渡邉博隆教育長 鷹尾さん。 

○鷹尾秀隆委員 使用料というのは、全然まだ分からないのですか。 

 それと、使用料の還付というのは、先に納めないといけないということですね。 

○山岡課長 はい、そうです。 

○鷹尾秀隆委員 いつまでに納めよとか、そういうことも全部決まっているのでしょうか。 

○渡邉博隆教育長 はい、山岡課長。 

○山岡課長 はい、各諸室の使用料につきましては、条例のほうで定めております。既に一

旦、６月のときに。 

○渡邉博隆教育長 はい、監理監お願いします。 

○井上監理監 使用料の納付期日については、条例、規則では規定せず、運用の中で、利用手

引等で利用者の方に御案内するようになるのですけども。今の段階では、法人等が利用する場

合には、使用許可書が出てから、すぐに納めなさいというのもなかなか、会社内の決裁とかな

んとかっていう形もありますので、今の段階では、１か月以内ぐらいにしようかなとは思って

おります。それは運用の中で対応することになります。 

 あと、施設の、部屋の使用料については、貸し部屋の使用料については条例で定めているの



- 6 - 

ですけれども、備えつけの設備備品については規則で定めるということに条例でなっておりま

す。今回制定する規則には、その設備備品の金額が載っていないのですけれども、まだ備品等

の購入が終わっておりませんので、それらが確定した段階で、また規則の改正をして、備えつ

けの設備備品の金額を、また規則で定めるというふうになります。 

○渡邉博隆教育長 鷹尾委員さん、よろしいでしょうか。 

○鷹尾秀隆委員 はい。 

○渡邉博隆教育長 そのほか、ございませんか。 

○髙橋久美子委員 よろしいですか。 

○渡邉博隆教育長 はい、髙橋委員さん。 

○髙橋久美子委員 季節によっての冷暖房費ですとか、そういったことも、その備品その他の

部分に入ってくるわけですか。 

○渡邉博隆教育長 はい、監理監。 

○井上監理監 条例の使用料のところに、冷暖房を使った場合は割り増しというようなことで

規定をされております。 

○髙橋久美子委員 ありがとうございます。 

○渡邉博隆教育長 はい、そのほかございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 御承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 それでは、議案第26号については御承認いただいたものといたします。 

 議案についての審議は以上で終わらせていただきます。 

 それでは、残りの報告事項等についてということで、12月行事予定について、髙石指導主

事、お願いします。 

○髙石指導主事 12月の学校教育課、学校関係の行事について説明を行った。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 続きまして、社会教育課、お願いいたします。 

○北岡課長補佐 12月の社会教育課の行事について説明を行った。 

 以上でございます。 

○渡邉博隆教育長 はい、それぞれ12月行事予定についてと、備考のほうでは来年の１月につ

いての行事も出ているのですけども、何か御質問等ございましたらお願いいたします。 

○靏岡事務局長 はい。 

○渡邉博隆教育長 はい、どうぞ。 
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○靏岡事務局長 はい、19日の定例教育委員会ですが、開始を午後３時50分、15時50分からと

させていただきたいと思います。 

○渡邉博隆教育長 19日の定例教育委員会は15時50分ということで御案内を差し上げる予定で

ございますので、計画しておいてください。 

 そのほか、ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 それでは、12月行事予定については終わらせていただきます。 

 続きまして、事務局報告事項、靍岡事務局長さん、お願いします。 

○靏岡事務局長 はい、それではお配りしておりますＡ４の４枚物の資料をごらんいただきた

いと思います。 

 まず、11月補正予算総括表でございますが、11月12日に臨時市議会が開催されまして、既に

議決をいただいております内容でございますが、御説明をしておきたいと思います。 

 事業につきましては、伊予市立小・中学校の空調設備の設置事業となります。この事業につ

きましては、今年の夏の災害とも言える猛暑に起因します健康被害の発生状況を踏まえまし

て、早期に子供たちの安全と健康を守るため、熱中症対策としての空調設備の整備を行うとい

うことでございます。 

 市内小学校９校、中学校４校の普通教室及び特別教室等に新たに設置し、維持管理もあわせ

て行おうとするものでございます。設置教室数につきましては、台帳上の数字ではございます

が、普通教室、特別教室、合わせて225室を予定しておりますが、これにつきましては設計の

段階で変更があり得るということを御理解いただきたいと思います。 

 また、事業のやり方でございますが、この空調設備の設計施工、工事の監理業務、維持管理

業務も含めてという業務になります。こういったことを一括して実施する、デザイン・ビル

ド・オペレート方式、ＤＢＯ方式というやり方で事業を進めたいと考えております。 

 今後、落札者の選定につきましては、一般競争入札の総合評価方式という方式を用いまし

て、委員会によって審査をしまして、選定をするということになります。委員会の審査につき

ましては、学識経験者の意見聴取といった手続を行うことになります。 

 主な日程でございますが、空調設備の、まず選定委員会というのがございますが、これを来

る11月29日に開催いたしまして、内容の審査をいたします。12月の上旬には入札の公告を行い

まして、その後、現地見学会。３月の上旬には、入札及び提案書の受け付けを締め切りたいと

思います。その後、選定委員会によります選定を経て、４月の上旬には落札者を決定いたした

いと考えております。その後に、仮契約を締結いたしまして、臨時議会を経て、４月下旬まで

には本契約を締結いたしたいと考えております。順調にいきますと、工事が５月から、ゴール

デンウイークごろからスタートできるのではないかと考えております。工事期間は６か月程度

を想定いたしますが、最長31年度末、32年３月末までが工事期間となります。 
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 先ほどの総括表の内容についてですが、今回の補正額が６億4,286万円、総額になっており

ます。これの財源につきましては、普通交付税及び合併特例債６億780万円としております。

小学校費の設計、工事、監理委託、４億2,770万円、中学校費といたしまして２億1,210万円を

計上いたしております。 

 ２枚目をごらんいただきたいのですが、先ほど申しましたように、今回の事業につきまして

は、保守管理業務も含めての業務委託になります。その保守管理につきましては、32年度から

41年度までの10年間で１億3,160万円を債務負担行為として予定しております。 

 ３枚目をごらんいただきたいのですが、この事業につきましては、今年度、30年度の補正予

算として計上いたしましたが、事業としては31年度の事業、実際の事業になります。そのため

に、繰越明許といたしまして、それぞれ小学校費、中学校費の事業分を繰越明許費として計上

いたしております。なお、小学校費のところで３万円の差が出ておりますのは、意見聴取に伴

う謝礼。これの６万円のうちの３万円を31年度に実施するという予定にしておりますので、３

万円多くなっております。 

 繰越明許の小学校費のところが４億3,073万円になっているかと思うのですが。１枚目の小

学校費の委託料だけを足しますと、４億3,070万円となります。その上に、意見聴取に伴う謝

礼という６万円のうちの３万円が31年度に実施されるようになりますので、３万円足されてお

るという内容になります。 

 先ほど申しましたように、今回のこの補正におきまして、合併特例債を財源に編成しており

ますが、国において補正予算対応での新たな補助制度の創設が進められておりまして、今後、

補助金を確保することができましたら、財源の変更、国庫補助金として財源の変更を予定して

おります。 

 それでは続きまして、４枚目の資料をごらんいただきたいと思います。 

 これは、今度の12月議会に提案いたします補正予算の総括表でございます。学校教育課分と

いたしましては、10款３項２目18節の伊予中学校に特別支援学級を４月から設置するために必

要な教材備品を計上いたしております。30万3,000円、パソコンや電子ミシンの費用となりま

す。なお、特別支援学級の設置許可が出るのは、31年１月下旬となることから、不許可となっ

た場合は今回の予算が不用となることを御理解いただいておきたいと存じます。 

○山岡課長 はい、５項４目の15節工事費ですけれども、富貴集会所屋上防水修繕工事を社会

教育課のほうで計上しております。この施設につきましては、現在、市のほうで管理している

施設となりますけれども、屋根のひび割れ等によりまして雨漏りをしている、早急に修繕する

必要があるとのことでございまして、これらのひび割れの補修、それとウレタン防水シート全

面張りによる修繕工事をこのたび計上しております。 

 以上でございます。 

○渡邉博隆教育長 はい、それぞれ、エアコンの分と、それから12月議会のほうへ補正いたし
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ます備品等々について御説明がございました。 

 何か御質問等ございましたら。 

○鷹尾秀隆委員 はい。 

○渡邉博隆教育長 はい、どうぞ、鷹尾委員さん。 

○鷹尾秀隆委員 このエアコンは、どういうタイプですか。吹き出し口が１つ、１か所とか２

か所とか。教室ごとに室外機を据えるのですか。 

○窪田課長補佐 天井に沿うような形で、少し大きな平べったい形のものが大体一般的なので

すが、そういう形状を標準タイプとしては考えているのですけれども、これも業者の提案によ

りまして、いろいろ形が変わるかと思います。 

○靏岡事務局長 はい。今後、企業側の提案によって変わってくる可能性はあります。基本的

には、１教室１台ということになりますが、教室の大きさによっては２台ということもあり得

るかと思います。室外機につきましても、１台ごとに室外機が１台つく場合もありますし、場

所によりましたら、例えば２階の全部を１カ所にまとめて室外機１台というような形状になる

パターンも考えられます。そのあたりも企業側の提案によって変わってきますので、いろいろ

なケースが出てくるかと思います。 

○窪田課長補佐 また、電気式に限定したわけでもありませんので、例えばガス式とか、そう

いったものなんかも提案によりましたら可能性もあると思います。 

○鷹尾秀隆委員 このように予算は組んだわけですよね。でも、出てくる提案と金額は、まだ

全然分からないということですか。 

○渡邉博隆教育長 靏岡事務局長さん。 

○靏岡事務局長 はい、この金額につきましては、工事を行うことが可能な業者から事前の見

積もりをいただいておりまして、その平均値によりまして設定しておりますので、可能な金額

であると考えております。 

○渡邉博隆教育長 はい、そのほかございませんか。 

○水口良江委員 構いませんか。 

○渡邉博隆教育長 はい、水口委員さん。 

○水口良江委員 歳入のほうが合併特例債となっておりますが、これは、いわゆる今までの合

併特例債の中の使用ということですよね。 

○靏岡事務局長 はい。 

○水口良江委員 わかりました。 

○渡邉博隆教育長 今までの特例債の残りの部分を使わせていただくということです。 

 そのほか、ございますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、それでは今後このような形で計画的な工事等が進められていきます
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ので、よろしくお願いします。 

 そのほか、事務局報告ございませんでしょうか。 

 では、ないようでしたら、報告のその他、何かございましたらお願いします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 特にないようですので、それでは11月定例教育委員会、以上で閉会とさせ

ていただきます。 

○靏岡事務局長 閉会。 

            午2時10分 閉会 


