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３月 定例教育委員会 議事日程 

 

１ 日 時 平成31年３月20日（水）午後3時00分から 

 

２ 会 場 伊予市役所２階 第１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 

学校教育課 

学校給食センター所長 安 田 敦 

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 

 

５ 協議事項等 

⑴ 議案審議 

議案第５号 伊予市学校給食地産地消推進補助金交付要綱の制定について 

議案第６号 伊予市対外運動競技等派遣費補助金交付要綱の一部を改正する告示について 

  議案第７号 伊予市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示について 

  議案第８号 伊予市教育委員会後援名義使用許可事務取扱要綱の一部を改正する告示につ

いて 

  議案第９号 伊予市スポーツ関係団体活動補助金交付要綱の一部を改正する告示について 
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  議案第10号 伊予市教育委員会組織規則の一部を改正する規則の制定について 

  議案第11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の制定について 

議案第12号 伊予市立図書館条例施行規則の全部を改正する規則について 

 ⑵ 報告事項等 

ア ４月教育委員会行事予定について 

イ 事務局報告事項等について 

ウ  その他 

 

６ 閉 会 
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           午後3時00分 開会 

○靏岡事務局長 開会。 

○渡邉博隆教育長 それでは、今日の会議録署名委員の指名は、鷹尾委員さんということでお

願いいたします。それから、１月会議録報告につきましてはお手元に届いていると思います

が、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した。 

 それでは、５番の協議事項等に入らせていただきます。 

 今日は議案が数多くありますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第５号伊予市学校給食地産地消推進補助金交付要綱の制定について、事務局

よりお願いいたします。 

○安田学校給食センター所長 それでは、議案第５号につきまして御説明のほうをさせていた

だきます。 

 10ページのほうをごらんください。 

 伊予市学校給食地産地消推進補助金交付要綱の制定について。 

 伊予市学校給食地産地消推進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。 

 提案理由としましては、伊予市学校給食センター運営委員会が行います伊予市産の学校給食

用食材の購入に要する経費に対しまして補助金を交付し、学校給食におけるさらなる地産地消

の推進を図ることにつきまして交付要綱を制定する必要が生じたため提案をするものでござい

ます。 

 次に、要綱の内容につきまして御説明いたします。 

 ２ページをごらんください。 

 まず、第１条、この要綱は学校給食における地産地消の推進を図ることを目的として、伊予

市学校給食センター運営委員会が伊予市産の学校給食用物資を購入する際の経費に対して補助

金を交付することについて必要な事項を定めるものとします。 

 ２条としまして、補助対象経費でございます。 

 ２点ございまして、１点目、伊予市内で生産された米を購入した場合でその購入費が県内産

米を購入する場合の費用を上回るときに、伊予市産米と県内産米との購入費の差額が補助対象

となります。現在学校給食で使用している米は、全て伊予市産となっております。愛媛県学校

給食会を通じて購入して使用していますが、今平成30年度で伊予市産米の価格は１キロ当たり

288.8円、それから県内産米が285円と3.8円の差額が現在ございます。31年度につきまして

は、４月に入りましたら通知が来るようなことになっておりますが、大体同じぐらいの差額が

また生じると思っております。 
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 それから、２つ目ですが、伊予市内で生産された農作物及び水揚げされた海産物、その加工

品の購入費としております。年度当初にどの物資を何月にどれだけの量の購入を予定するかと

いった事業計画を立てまして、その見込額を算定することとしております。 

 第３条補助金の額につきましては、補助対象経費の全額といたしますが、予算の範囲内で市

長が定めるといたします。 

 それから、第４条から第10条、これにつきましては補助金の交付申請から補助金の請求、そ

れから実績報告、補助金の精算までの方法を示しております。その中で、補助金の支払いにつ

きましては、補助金の交付目的を達成するために特に必要と認めるときは補助金の全部または

一部を概算払することができるといたしております。実際の手続としましては、年度当初に伊

予市産米購入に伴う差額の見込額及び年間の伊予市産の食材の購入計画によります購入見込額

を算定根拠としまして補助金の交付申請を行います。納入業者への購入費の支払は毎月発生い

たしますので、補助金の概算払を受ける予定といたしております。そして、３月末に事業完了

してから購入実績によりまして補助金の精算を行うこととなります。 

 また、第11条では、補助金の交付決定の全部または一部が取消される場合の要件について示

しております。 

 最後に、この要綱につきましては本日御承認いただければ平成31年４月１日から施行するこ

とといたしております。 

 簡単でございますが、以上で内容の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 今の伊予市学校給食地産地消推進補助金交付要綱の説明がございましたが、これについて御

質問等ございましたらお願いいたします。 

 安田所長、補助金の上限ということで31年度予算化しております金額をお願いします。 

○安田学校給食センター所長 はい。31年度当初予算としまして200万を上げております。そ

の200万は上限ということでございます。 

○渡邉博隆教育長 実際、お米自体のキロ当たり3.8円ぐらい差が出ているのですけれども、

その差額分はこの補助金で賄っていくということで御理解いただけたらと思います。何かござ

いませんか。 

 水口委員さん。 

○水口良江委員 第２条の２のところの関連なのですけれど、今補助金の上限が200万とおっ

しゃいましたけれど、この市内の地産地消ということで大体全体的には地産地消の分が全体の

給食の食材の何％ぐらいに当たるのですか。 

○安田学校給食センター所長 伊予市の学校給食における地産地消率なのですが、愛媛県から

年に３回ほど調査があり愛媛県内全ての市町で行っております。それによりますと、30年度は
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19.2％が年平均となっております。 

 ただし、この調査につきましてはそれぞれ６月と11月と１月とやるのですが、週を決められ

てその週に使った分を調査するという話になりますので、実際のところはもう少し本当に年間

を通したら地産地消率は下がってくるのかなと思います。 

 大体１割から1.5割、２割まではまだ届いていないということです。伊予市の総合計画等に

おきましては、30％という目標を今現在立てております。 

○水口良江委員 はい、ありがとうございます。 

○渡邉博隆教育長 ほかありませんでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 それでは、要綱制定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〕 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 それに伴いまして、関係書類、申請書等々が４ページから11ページまで、こういうような様

式で対応するということで御理解いただいたらと思います。 

 では、議案第６号伊予市対外運動競技等派遣費補助金交付要綱の一部を改正する告示につい

て、事務局から説明をお願いいたします。 

○靏岡事務局長 それでは、議案第６号伊予市対外運動競技等派遣費補助金交付要綱の一部を

改正する告示につきまして、提案理由としましては補助対象人数及び補助額の見直しにより大

会参加者の保護者の負担軽減を図るため要綱の一部を改正する必要が生じたので提案するもの

でございます。 

 それでは、15ページ、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 

 まず、第３条の補助対象者等でございますが、これまで児童又は生徒の全員とする。ただし

30人を限度とするとなっておりましたが、これを児童又は生徒とするということで30人という

限度はなくなっております。 

 それと、伊予市スポーツ活動全国大会出場激励金交付要綱による激励金の交付を受けた者を

除くという項目を追加しております。 

 次に、別表の第１でございますが、出場選手の負担軽減を図るために、まず交通費につきま

して、ただし書きから後が大きく変わったところになるのですが、合理的と認められる場合に

はその現によった経路及び方法によって計算するということで、今まではバス等との比較だけ

を行っておったわけなんですが、合理的であると認められた場合にはその額を認めるという形

になります。 

 それに関連いたしまして、新たな要綱に２として機材等運搬費というのを追加いたしており

ます。今までこの機材運搬費につきましては交通費の一部というふうに見ておりましたが、そ

れを明確にするために必要な運搬費というのを新たに項目として入れております。 
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 それ以外のところは、基本的に変わってはおりません。 

 それに伴いまして、次のページになりますが、機材運搬費という項目を別表の中に追加いた

しております。 

 14ページに戻りまして、附則ですが、この告示は平成31年４月１日から施行するということ

にしております。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。 

 伊予市海外運動競技等派遣費補助金交付要綱の一部の改正について今説明いただきました。 

 制限枠等がなくなったということで、一部改正になったわけですが、それについての御質問

ありましたらお願いいたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 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、承認していただきましたので、よろしくお願いします。 

 続きまして、議案第７号伊予市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示

について、事務局よりお願いいたします。 

 靏岡事務局長お願いします。 

○靏岡事務局長 それでは、議案第７号、17ページをお願いします。 

 伊予市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示について。 

 提案理由といたしまして、適用範囲を広げることにより保護者負担の軽減を図るため要綱の

一部を改正する必要が生じたので提案するものでございます。 

 19ページ以降、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 

 19ページ、20ページ、21ページ、22ページとありますが、それぞれ別表１から４につきまし

て、今回改正しようとする部分につきましては表の下にあります備考の３のところ、所得計算

をする上で今までは世帯構成員２人以上いるところがある場合はその所得割課税額を合算する

となっておりましたが、それを２人以上に所得がある場合、父母とそれ以外の家計の主宰者で

ある扶養義務者の所得割課税額を合算するというふうに改正させていただきまして、今までは

家計の中にあります所得者の全員を足しておりましたのを父母とその主宰者に限定をしたとい

う内容になっております。 

 別表２、別表３の表につきましても、それぞれ同じ部分の改正になっております。よろしく

御審議をお願いします。 

○渡邉博隆教育長 以上のような形での説明でございます。別表４表までの変更点は別表１の

改正点と全く同じであるというようなことでございますが、これについて何かありませんでし

ょうか。 
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 これに改正すれば、保護者負担が軽減されるということですね。 

○靏岡事務局長 はい、この対象となる世帯が増えるということになるかと思います。これは

所得割の金額によって負担が増えるという表が載っていると思うんですが、その足すべき所得

割額が小さくなるということでありますので、より個人負担が減る、公費負担が増えるという

部分のほうに動くということになるかと思います。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 今説明のありましたように、御理解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 そしたら、御承認いただいたということで、第７号議案につきましては了

解していただいたということで、次の第８号議案のほうに入らせていただきます。 

 伊予市教育委員会後援名義使用許可事務取扱要綱の一部を改正する告示について、事務局よ

りお願いいたします。 

 山岡課長、お願いします。 

○山岡課長 議案第８号伊予市教育委員会後援名義使用許可事務取扱要綱の一部を改正する告

示についてを説明いたします。 

 これは伊予市教育委員会後援名義使用に関し後援名義の使用許可を受けたい団体等の利便性

を図るため、手続に必要な様式を愛媛県の様式に統一するため提案し教育委員会の議決を求め

るものでございます。 

 25ページをお願いいたします。 

 愛媛県の様式に統一する部分ですけれども、この枠の部分となります。 

 １、事業の名称から12、連絡先までの様式を統一するものでございます。 

 26ページですけれど、同様に枠内の１、事業の名称から５、事業経過及び結果までを統一す

るものです。 

 後援を求める団体等が申請または報告書を提出する際に、管内市町で様式がまちまちであり

ますと、その都度つくりかえる必要があるということから、利便性を図るために管内での様式

の統一を図るとしたことから今回の提案となりました。 

 以上で説明を終わります。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。 

 今説明がありましたように、愛媛県の様式に統一するために提案したということでございま

す。何かございましたらお願いいたします。 

 鷹尾委員さん。 

○鷹尾秀隆委員 実際に教育委員会が後援するのは年間にどれぐらいあるものなんですか。 

○渡邉博隆教育長 山岡課長。 

○山岡課長 いろいろな主催にいろいろ団体がいらっしゃいまして、それで後援を求められる
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わけなのですけれども、いろんな事業を展開しておりますので、市長の後援も含めて、20件以

上あるかと思います。 

○渡邉博隆教育長 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 利便性を図るということで、提案していただいたのですけども、これに御

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。 

 続きまして、議案第９号伊予市スポーツ関係団体活動補助金交付要綱の一部を改正する告示

についてということで、事務局お願いいたします。 

 山岡課長お願いします。 

○山岡課長 それでは、議案第９号伊予市スポーツ関係団体活動補助金交付要綱の一部を改正

する告示についての説明をさせていただきます。 

 これは本要綱の一部を改正する必要が生じたため提案し教育委員会の議決を求めるものでご

ざいますが、この要綱は伊予市のスポーツ振興を図るためスポーツ協会の運営及び事業に要す

る経費に対しまして市が予算の範囲内で補助金を交付するために定めているものです。 

 19ページをお願いします。 

 改正部分ですが、体育をスポーツに改めるものでございまして、まず題名を伊予市スポーツ

関係団体活動補助金交付要綱に、それから第１条ないし第４条中、体育をスポーツに、様式１

号、様式４号、様式５号中の体育をスポーツに改めるものでございます。 

 30ページからが訂正したものを添付してございますので、御確認をよろしくお願いいたしま

す。 

 施行日を31年４月１日としております。 

 以上で説明を終わります。御審議をお願いします。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対して御質問等ございましたらお願いいたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 全て体育をスポーツに改めるというふうな捉え方で御理解いただけたらと

思いますが、よろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、御承認いただいたとみなします。 

 それでは続きまして、議案第10号につきまして、伊予市教育委員会組織規則の一部を改正す

る規則の制定について事務局御説明をお願いいたします。 

 山岡課長。 
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○山岡課長 それでは、議案第10号伊予市教育委員会組織規則の一部を改正する規則の制定に

ついて御説明をいたします。 

 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条第２項の規定により伊予市教育

委員会の権限に属する事務を適正かつ効率的に処理するため組織機構、事務分掌等に関する事

項を定めているものでございますが、このたび文化交流センターが新設されますので規則の一

部改正をする必要が生じたため提案し教育委員会の議決を求めるものでございます。 

 39ページをお願いいたします。 

 新旧対照表で説明いたします。 

 左の欄が改正案、右の欄が現行となります。 

 まず、第３条表中ですけれども、文化振興担当を文化財保護担当に改め、文化交流センター

担当を加えております。 

 第６条中文化振興担当を文化財保護担当に改め、ウ、芸術文化事業に関することを削除、エ

を繰り上げウに改めております。 

 14号社会教育課文化交流センター担当を加え、その事務分掌をア、文化交流センター（市立

図書館を除く）の管理運営に関すること、イ、芸術文化事業に関すること、ウ、市民の自主的

な活動の活性化に関すること、エ、その他所管に関することとし、以下の各号を繰り下げてお

ります。 

 また、別表については文化交流センターを加え、ごらんのとおりとしております。 

 施行日は、31年４月１日としております。 

 以上で説明を終わります。御審議をお願いします。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 新たにできます文化交流センターに伴った内容についての変更でございます。御承認いただ

けますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○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11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の制

定について事務局より説明をお願いいたします。 

 山岡課長。 

○山岡課長 それでは、議案第11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の制

定についてを説明いたします。 

 これは社会教育課長の専決事項について文化交流センター新設に伴い一部を改正する必要が

生じたため提案し教育委員会の議決を求めるものでございます。 

 資料の44ページをお願いいたします。 

 こちらの新旧対照表で説明をさせていただきます。 
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 この規程は伊予市教育委員会教育長の権限事務で教育長の決裁を要する事項及び教育長があ

らかじめ必要な事項を定め事務の責任の所在を明らかにし、もって事務が合理的かつ機能的に

執行するため定めているものでございますけれども、同様に左欄が改正案、右欄が現行となり

ます。社会教育課長の専決事項の部分第13条２、17号文化交流センターの使用許可（使用料の

減免も含む）に関すること、18号文化交流センター（図書館を除く）の使用制限に関するこ

と、19号文化交流センター（図書館を除く）の施設整備の管理に関することを加えておりま

す。 

 施行日は平成31年４月１日としております。 

 以上で説明を終わります。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。 

 ただいま説明がありましたように、社会教育課長の専決事項の中の17号から19号に追加する

ものでございます。御承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○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12号伊予市立図書館条例施行規則の全部を改正する規則につい

て事務局説明をお願いいたします。 

 山岡課長。 

○山岡課長 説明をする前に、資料の訂正をお願いいたします。 

 資料の49ページをお願いします。 

 下のほうの附則ということで、施行期日１、この規則はとあるのですが、日付が入っており

ませんので、31年８月１日から施行するとお願いいたします。申し訳ありませんでした。 

 それでは、45ページに戻っていただきまして、伊予市立図書館条例施行規則の全部を改正す

る規則の制定についてを説明させていただきます。 

 これは伊予市立図書館設置条例の全部改正に伴い伊予市立図書館条例施行規則を改正する必

要が生じたため提案し、教育委員会の議決を求めるものでございます。 

 46ページをお願いします。 

 第１条趣旨では、条例11条に基づき伊予市立図書館の管理運営について必要な事項を定める

としております。 

 第２条では館内利用を、第３条では館内利用者の遵守事項を、第４条では図書館資料の複写

を、第５条では館内貸出対象者を、次ページをお願いいたします、第６条では利用者カードの

交付についてを定めており、利用者はあらかじめ利用者カード登録をしていただくこととして

おります。 

 第７条では貸出数及び期間についてを定め、１回の貸出しは５点以内で期間は２週間とし、

中には貸出しできない資料もございます。また、これら定めを守れない場合には、貸出しを中
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止することができるとしております。 

 第８条では団体利用を、第９条では団体利用者カードの交付を、第10条では管理責任を、第

11条では資料の受入れを、第12条では自動車文庫及び配本所について、図書館資料の貸出利用

促進のため自動車文庫による配本所を置くことができるとしております。 

 第13条では図書館協議会について、第14条ではその招集についてを定め、第15条でその庶務

は図書館において所有することとしております。 

 附則、施行期間ですが、この規則は条例と同様に平成31年８月１日から施行することとして

おります。 

 このほか申込書、申請書等の様式については50ページより添付しておりますので、御確認を

いただけたらと思います。 

 以上で説明を終わります。御審議をお願いいたします。 

○靏岡事務局長 すみません、もう１か所訂正をお願いいたします。 

 45ページ、議案書でございますが、タイトル「改正する規則について」となっております

が、「改正する規則の制定について」と修正をお願いいたします。それに伴って最初のペー

ジ、表紙の裏になりますが、ここも修正になります。申し訳ありません。 

○渡邉博隆教育長 この議案書の１枚あけたところの提出議案目録の第12号、そこの部分の伊

予市立図書館条例施行規則の全部を改正する規則の制定について「の制定」を入れていただく

と同時に、45ページの第12号の表題のところに「の制定」を追加修正をお願いしますというこ

とでございました。 

 たくさんの資料がありまして、なかなか難しいところがあるのですけれども、何かお気づき

の点がございましたらお願いいたします。 

 水口委員さん。 

○水口良江委員 様式第１号の図書館の資料複写申込書、この複写という意味はいわゆるコピ

ー機を使用して御自分が本を借りてそれをコピーするということですか。 

○渡邉博隆教育長 はい、北岡課長補佐。 

○北岡課長補佐 はい、その通りでございまして、コピー機を使用しての複写、新聞とかそう

いったもののする際に申込書を書いていただいて、それで複写をいたします。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 ちょうど規則の中の第４条の振替をするものだというふうに思われます。 

 そのほかございませんか。 

○水口良江委員 直接この規則のことではないのですけれど、第12条自動車文庫及び配本所と

いうところですが、双海や中山の方たちが図書館を利用するというのもちょっと遠くなると大

変かなというような話がこの前の総合教育会議のときに出たと思うのですけれど、自動車文

庫、当初予算に新しい自動車を購入するというような備品費はなかったような気がするんで
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す。非常に三秋の坂も上りにくいような自動車なんだというようなことで、移動図書をどの程

度利用されていらっしゃる方がおいでるのかというところもあるんですけれど、こちらに直接

来れない人たちが楽しみにされている分野からすると気になるところですが、そのあたりの予

算は今後車を替える予定はあるのですか。新年度の予算を見せていただいた中では私なかった

ような気がするんですけれど、何かあるようでしたら教えていただけたらと思います。 

○渡邉博隆教育長 北岡課長補佐。 

○北岡課長補佐 はい、ありがとうございます。自動車文庫については、買い替えるというよ

うな予算は組んでおりません。ほかのところの事例を見てみますと、補助金の部分であったり

とか、あと自動車文庫自体もそのちょっと再利用というようなところで活用をこちらのほうに

申し出ていただけるようなこともあるようですけれども、ちょっとそういったところは今のと

ころ検討はしておりません。おっしゃったとおり、自動車文庫の自動車もかなり古くなってお

りまして、本来の目的としたら遠方の方にサービスを提供するのが本来の目的なんですけれど

も、遠方に行くのはちょっと難しいというようなところが現状としてございます。 

 そういったこともございますので、この配本所というのが本をお貸しして、１か月ないし２

か月間そちらのほうで管理をしていただき、貸し借りをしていただくというような仕組でござ

いますけれども、今大平の公民館であったり、翠小学校であるとか、そういったところにお願

いをしているところなんですが、そういう自動車文庫の自動車を使わなくてもほかの車でも対

応できるような配本所というようなサービスもちょっと検討した上で、今後対応はしていきた

いというふうなことは考えております。 

○渡邉博隆教育長 ちなみに今まで配本所は現在何か所ぐらいあって、将来何か所ぐらい増や

すか減すか、そのあたりの計画がありましたら教えていただけませんか。 

○北岡課長補佐 自動車文庫と配本所と合わせて９か所というような感じで把握しておるんで

すけど、将来的には、これもやはり本をまず管理をしていただくというようなことが前提にな

りますので、そういった本の貸し借りに対してきちっと貸し借りができるというような事業所

であるとか、そういったところが前提になってきます。そういう交渉した上でしていただける

ところ、例えば小学校、公民館、あと介護施設とかそういったところにちょっとお呼びかけを

して、していただけるところがあればお願いをしたいと思います。あと一点はこちらから持っ

ていくのではなく双海の地域事務所のほうの地域おこし協力隊が対応してくださっているんで

すけれども、団体貸し出しで御自分がとりに来て一緒に選書して、それを持って帰って管理を

するというような方法もございますので、こちらから持っていく方法、またそういったように

団体貸し出しとしてお借りいただいてそれを管理していただく方法、ちょっとすぐにどれほど

かという計画はまだしてないんですけれども、そういった方法も随時啓発した上で配本はして

いけたらなというふうなことは思っております。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 
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 この伊予市立図書館条例施行規則の制定について、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５号から12号については全て御承認いただいたということで、協議事項(2)

の報告事項のほうに入らせていただきます。 

 ４月教育委員会行事予定について、髙石指導主事お願いいたします。 

○髙石指導主事 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。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 はい。続きまして、社会教育課お願いいたします。 

○宇都課長補佐 ４月の社会教育課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。 

 ただいまの４月行事予定、それから備考には５月の予定が一部入っておりますが、何かお気

づきの点がございましたらお願いいたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 またじっくり見られて、何かございましたら事務局のほうへ御連絡いただ

いたらと思います。 

 それでは、事務局報告事項等について、よろしくお願いします。 

 間もなく４時になります。過ぎるかもしれませんが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、よろしくお願いします。 

 それでは、事務局報告事項等についてはないようですので、その他について福原主幹、お願

いいたします。 

○福原指導主幹 では、平成31年度の学校教育基本方針という資料お配りしておりますので、

御用意ください。 

 各学校から上がってきた意見をもとに、最後の校長会で御意見を伺いました。それと、伊予

市教育大綱との整合性も含めまして、幾つか訂正しております。 

 まず、１つ目なんですけれども、文末については全て敬体という形に直しておりますので、

これもう説明いたしませんので。 

 ２つ目です。伊予市教育大綱にあわせて、重点目標のところを御覧ください。 

 中身については変えてはいないのですけれども、順序を社会総がかりで取り組む教育の推進

とセットで安全・安心な学校づくりと教育環境の整備という形で大綱になっておりますから、



- 14 - 

それを上に上げております。あわせて学力、健やかな体、幼児教育、そして人権・同和教育、

特別支援教育、最後に教職員の資質・能力の向上と学校組織の活性化という順番を入れかえて

おります。したがって、これにあわせて狙いも少し順番を入れかえております。安全・安心な

環境づくりを上に持ってきているという形ですね。大きく内容については変えておりません。

ここは順序が変わったというところです。 

 では続いて、学校教育充実のための方針ということで、１ 社会総がかりで取り組む教育の

推進、(4)のところです。ここは学校運営の改善を図るを学校教育の質の向上に努めますとい

う文面に変えております。 

 続いて、２ページ目を開けてもらえればと思います。 

 先ほど順序入れかえた安全・安心な学校づくりと教育環境の整備ということで、(3)と(7)こ

の２つを合わせまして、幼児・児童生徒及び教職員の安全確保の徹底を図るために定期的に通

学路や危険箇所の点検を行ったり地域や学校の実態に即した防災訓練・避難訓練を計画的に実

施したりします。また、毎年危機管理マニュアルや安全マップ、学校防災マニュアル等を見直

し、より実効性のあるものに改善していくとともに防災教育の推進と充実に努めます。と。 

 それから、(4)と(5)を合わせて、見守り隊や青色防犯パトロール、スクールガードリーダ

ー、警察や交通安全協会等と連携協力し交通安全教室や不審者対応などの防犯教室等を開催し

地域ぐるみで児童生徒を見守る体制の強化や訓練の充実に努めます。と。(5)として、さっき

出てきました地産地消の推進に努めるという文言を加えております。 

 項目を整理して５つぐらいに抑えております。 

 続いて、３ 確かな学力の定着と向上ということで、(1)のところを伊予市立学校の教育力

向上推進委員会の提言をもとに市内小・中学校が積極的に連携、情報を共有化して学力の定着

と向上に取り組みます。また学校と家庭の連携による家庭学習の質的な向上を図りますという

ことで家庭学習のことを少し加えております。それから(3)ですけども、これはＩＴＣ教育の

推進という文言を加えております。 

 (4)は32年度から外国語が始まりますので、それにあわせて外国語科の充実という文言を新

しく、これ(4)は追加で加えたものであります。 

 続いて、３ページです。 

 豊かな心と健やかな体を育てる教育の推進、(1)のところですけども、道徳科が入りました

ので、そこに書いてあるとおり、道徳の授業を展開するとともに個が生きる評価の工夫に努め

ますという文言に変えております。それから、(3)えひめ国体・えひめ大会という文言があっ

たのですが、ここはもう児童生徒の実態に応じた「体力アップ推進計画」を策定・実践するこ

とによりという形の文言に変えております。 

 それから、５番の幼児教育のことにつきましては、特色ある幼児教育を質の高い幼児教育

と、それから(2)は家庭・幼稚園・保育所という順番を変えております。 
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 ６番、人権・同和教育の充実ということで、大きく変えたのは(2)のところに虐待等という

言葉を新たに加えております。それから、(3)(4)を１つにまとめております。伊予市いじめの

防止等のための基本方針を踏まえ学校いじめ防止基本方針を見直し、より実効性のあるものに

改善します。また、児童生徒が主体的にいじめ防止に取り組むために、「伊予市いじめストッ

プ愛顔のこども会議」等を有効に活用するとともに全ての教育活動を通して「生命への畏敬の

念」や「思いやりの心」を育てる指導を充実させます。のようにしております。それから(4)

です。この有効に機能する組織的な生徒指導体制を整備します。という組織的というのを中に

少し加えております。 

 それから、特別支援教育については、ちょっと適性の漢字が間違っておりましたので直して

おります。最後です。個別の教育支援計画に基づき指導と支援の充実を図ります。 

 教職員の資質能力の向上ということで、長時間労働の前に、校務支援ソフトやＩＣＴ機器の

有効活用を図り、というのを加えました。不祥事の防止を根絶、それから(3)、(4)については

２つをあわせて学校の実情に応じたミドルリーダーを育成し、教育専門職としての実践的指導

力と人間的魅力を深めるため専門的・実践的な研修に努めるとともに１人ひとりの教職員の良

さを発揮し学校組織の活性化を図ります。という形で改正しようとしております。 

御審議よろしくお願いいたします。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 冒頭説明がありましたように、基本方針については、それぞれの学校の校長先生方にそれぞ

れ選考していただいたものを主幹のほうでまとめていただき、そのまとめた改正等について集

約したものがこれであります。ベースは伊予市の教育大綱の流れ、これは３つの大綱のくくり

でできているのですけども、３つのくくりに沿った形で重点目標を並べかえております。教育

大綱が大きなベースになっておるということで、御認識いただいたらと思います。 

 今読んだだけではなかなか難しいところがあると思います。実は校長先生の中にはもう少し

簡素にしてはどうでしょうかというお言葉があったり、あるいは文言自体があまりにも抽象的

であるので具体化して提示してはどうでしょうかと意見が出てまいりましたけれども、他町村

との比較をした場合にそのように見えると言われているのですけども、他町村と比較するにや

はり伊予市は伊予市の学校教育基本方針に基づいて学校教育をしているというスタンスで行き

ましょうと、そのような形で31年度を作成いたしました。また、校長先生方には今のものを教

育の流れでコミュニティ・スクールについても文言を入れたらどうかということもありまし

た。それからもう１点、やがて対応しなくてはならないプログラミング教育。このことはもう

入れてはどうかというようなことをおっしゃっておりますが、なかなか各学校ともそこまで手

が回っておりませんし、意識的なものがまだまだ熟していないということで、今31年度はそれ

に関してはこの中に盛り込まないということで了解していただいております。 

 今週ぐらいで読んでいただきまして、何かあれば主幹のほうに言っていただくというような
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形で御了解いただけますでしょうか。構いませんか。 

            〔「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、学校教育基本方針案につきましては以上で終わらせていただきます。 

 その他、髙石指導主事。 

○髙石指導主事 お手元に伊予市立中学校の部活動の方針をお配りしております。 

 国のガイドライン、それから県の方針を受けまして、伊予市のほうでも策定いたしました。

目的としましては、生徒のバランスのとれた生活へ配慮、それから教員の負担軽減、こういう

ふうなところを視点としてつくっております。内容は基本国、県に準じているのですが、３枚

目の裏側、ここが主に中心になってこようかと思います。 

 具体的にどのようなことになるかといいますと、平日少なくとも１日、土曜日及び日曜日は

少なくとも１日以上休養日とすること。それからその中段ほどにありますように平日で２時間

程度、学校の休業日は３時間程度というように従来わりと休みなくやっていたりだとか、時間

も長くというふうなところを国、県とも合わせましてそういう休みの日を設けること、それか

ら練習時間についても短い時間で効率的に行うことという流れを酌んでおります。市の独自な

ものとしましては、そこの中段ほどにあります(1)のエ、定期試験１週間前から基本的には部

活動休止という現在も行っているところではあるのですが、これを文として起こしました。そ

れから、その下のオのところ、夏期休業中の学校閉庁日、これについては部活動を実施しな

い、このあたりが県の中に出てこなかった部分になってまいります。実際には、これに準じて

今年度途中からは多くの部活動では実践してはいただいております。来年度新年度からまた学

校のほうも方針を今現在立てておりますので、それに従って実践していくというふうになりま

すので、お知りおきください。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 冒頭言いましたように、生徒のバランスのとれた生活と体力、教員の負担軽減、そのような

ことからそれぞれの学校設置者の教育委員会ではこういうものを示すようになっておりまし

て、平成31年度からこれをスタートし、学校長自体はこれに基づいて指導者の計画等々をつく

り、そして公表しなくてはいけないというところまでいっております。部活動自体は風通しの

いい開かれた対応に今後なっていくのではないかと思われます。 

 これらの部活動は、運動部活動だけではなく文化部も全て入っているということで御理解い

ただいたらと思います。なかなか目を通すのも時間がないので申し訳ありませんが、こういう

方向で進めさせていただいて構いませんでしょうか。 

            〔「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。 
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 それでは、平成31年度分の教育委員会ということで、また学校のほうに送らせていただい

て、これに基づいて対応していただくということにしたいと考えております。ありがとうござ

いました。 

 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 ないようでしたら３月の定例教育委員会終わらせていただきます。 

○靏岡事務局長 閉会 

            午後4時07分 閉会 

 


