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６．会議に付した事件 

(1) 議案審議 

議案第 4号 伊予市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則について 

議案第 5号 伊予市教育委員会会議規則の一部を改正する規則について

議案第 6号 伊予市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則について

議案第 7号 伊予市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の一部

を改正する規則について

議案第 8号 伊予市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を校長に委任する規程の

一部を改正する訓令について

議案第 9号 伊予市教育委員会組織規則の一部を改正する規則について

議案第 10号 伊予市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について



議案第 11号 伊予市教育委員会教育事務点検評価実施規程の一部を改正する訓令について

議案第 12号 伊予市通学路安全対策連絡協議会設置要綱の制定について

議案第 13号 伊予市スクールソーシャルワーカー設置要綱の制定について

議案第 14号 平成２７年度伊予市修学旅行バス料金補助金交付要綱の制定について

議案第 15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 16号 伊予市立幼稚園使用料の減免に関する規則の一部を改正する規則について

(2) 報告事項等 

  ① 4 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 

午後 1時 30 分 開会

○田中局長  それでは、ただいまより３月定例教育委員会を始めたいと思います。一同、気を

つけ、礼、お願いします。 

       それでは、教育委員長さんのほうからご挨拶をお願いします。 

○矢野委員長 それでは、失礼します。 

（平成27年度の人事異動に伴い異動のあった、田中局長・武智課長へ） 

       何か御挨拶最後かなあと思ったら、最初にしていただきました。局長さんのほう

は７年ということで私が校長のころからずっと、教育委員会といったら田中さん

がいらっしゃるわということでワンセットになっていたんですけど、大変寂しい

気持ちでおります。武智課長さんのほうも、お顔はずっとこっちに来られる前か

ら知っておりましたけど、委員会のほうでも、いろいろお世話になって、やっと

何とか話せるかなと思ったらかわるということで、とっても残念な気持ちでおり

ます。ほかの教育委員さん方も皆さん同じと思います。またそれぞれの場所で御

活躍を願えたらありがたいと思います。 

       それでは、進めたいと思います。 

       会議録署名人を髙橋委員さんにお願いします。 

       それでは、２月の会議録のほう、お手元等にそれぞれ届けていただいているかと

思います。かなり詳細ですけども、その書面をもって承認するということでよろ

しいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 その旨よろしくお願いします。 

       議案のほうは、すごくありますので、スムーズに進めていきたいと思います。 

       早速協議事項のほうに参ります。 



       議案第４号伊予市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則について、説明を

お願いします。 

       田中事務局長、お願いします。 

○田中局長  それでは、議案第４号伊予市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則につい

てでございます。 

       議案書の４ページを、この新旧対照表をお開きいただいたらと思います。 

       まず、第１条の第14条を第15条の第２項に改めます。これは、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の改正によるもとの法のほうの条ずれによる条項の改正

です。 

       第２条の前の見出しの公布を規則の公布に改めまして、同条第１項を規則を公布

しようとするときは、公布の旨の、前文及び年月日を記入して、その末尾に教育

委員会の教育長が署名しなければならない。 

       第２条の第２項を削りまして、第３項を第２項といたしております。 

       第４条の見出しの準用規定を規定の公表に改めまして、同条第１項を規則を除く

ほか、教育委員会の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、

公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならな

い。 

       第４条に第２項をつけ加えまして、第２条第２項の規定は、規程の公表にこれを

準用すると定めております。 

       施行期日でございますが、２ページの下段のほうをお願いいたします。 

       この規則は平成27年４月１日から施行すること。経過措置でございますが、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律、平成26年法律第76

号附則第２条第１項の場合においては、この規則による改正後の伊予市教育委員

会公告式規則の規定は適用せず、この規則による改正前の伊予市教育委員会公告

式規則はなおその効力を有するとなってございますが、この意味合いといたしま

しては、この附則第２条第１項というのが、現在の教育長の任期が切れる、任期

終了するまでは新制度に基づく教育長にはならないということで、現在の委員長、

教育長という制度が継続するということでございまして、新教育長になるまでは、

経過措置があるということでございます。したがいまして、これからは議案第11

号までについて全てこの経過措置、ほとんどが経過措置が入っているところでご

ざいまして、いわゆる委員長、新制度の教育長になりますと、委員長がなくなっ

て教育長が委員長の今やっているというふうな職務も行うというような形になり

ますので、それは新教育長になるまでは現行の制度が経過措置として継続されま

すよということで御理解いただいとったらと思います。 

       以上で議案第４号の説明を終わります。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 



       要は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律というのが27年４月に、変わり

ますよね。それに関して、さまざまな改正をしなければならないというので、４

号から11号まで、ずっと説明していただきましょうか。それとも１つずつで。全

部関連があると思うんですけど。 

○髙橋委員  同じ関連があるものなんですよね。 

○矢野委員長 はい、全部関連が。 

○髙橋委員  全部していただいて。 

○矢野委員長 一応説明していただいて、そしてわからないところがあったら質問しながら進め

ていくということでよろしいでしょうか。 

       そしたら、さっきの議案の第４号は構いませんか。 

○髙橋委員  伺いたいんですけれども、施行はこの４月１日からだけれども、今現在の教育長

さんの任期中は現行のままというのは、この法律の内容もそのままということな

んですか。内容はそのままで、職務に関する部分だけが今の教育長さんの任期中

は経過措置の対象になるということなんでしょうか。 

○矢野委員長 田中局長さん。 

○田中局長  新しい制度になったら委員長のかわりに教育長というふうに変わるという部分に

ついてだけ経過措置が適用されて、このもとの法自体、４月１日から施行されま

すが、もとの法の中で４月１日から施行だけど、新しい制度の教育長が、現状の

教育長の任期期間中は経過措置として新しい制度の適用を猶予という経過措置と

なり、この間は現行のいわゆる委員長、教育長というその制度を継続しますよと

いう意味合いになっております。法自体は４月１日から施行されますので、委員

長という、委員長がという表示、事象がない件につきましては、４月１日から施

行されると御理解いただいたらということです。 

○髙橋委員  要するに、委員長職の役割分担と教育長職の役割分担となっていたものが、しば

らくはこのままで任期が終わるときにこの法律どおりに変わりますと解釈したん

でいいわけですね。 

○渡邉教育長 そうですね、委員長さんの今の仕事自体はずっと任期が切れるまでは、そのまま

の状態でいきます。委員長さんにかかわる内容と教育長にかかわる内容にわかれ、

それ以外はもう全国的に４月１日から施行します。というふうな形に理解してい

ただければありがたいと思います。 

○田中局長  いいですか。 

○矢野委員長 お願いします。 

○田中局長  具体的に説明を申しますと、４ページの新旧対照表でございますが、例えば第１

条でもとの地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第14条が改正後第15条の

第２になるということ自体は、４月１日から有効になります。第２条にございま

す第２項にあります最後に委員長が署名するものとするのところが、それを改正



し教育委員会の教育長が署名しなければならないとなっております。この部分が

新制度の教育長が選任された時点から、この部分は適用されます。それまでは経

過措置として現行の法がそのまま継続されますよという経過という意味合いでご

ざいます。ですから、第４条についても、いわゆる教育長名を記入して教育長印

を押さなければならないという規定になっておりますが、現行の制度が適用され

るということで御理解いただいたらと思います。ただ、第４条の第２項について

は、４月１日からということになります。全てそうですというような感じで御理

解いただいたらと思います。 

○矢野委員長 大体は御理解いただけたでしょうか。御理解いただけたということです。 

       また、ずっと議案を審議していく中で、よりはっきりと内容がわかると思います

ので進みたいと思います。 

       議案第５号伊予市教育委員会会議規則の一部を改正する規則についてお願いしま

す。 

       田中局長さん、お願いします。 

○田中局長  それでは、議案第５号となりますが、11ページをお開きください。 

       まず、目次につきましては、削除したり、追加したりということで、条がずれて

おりますので、それに基づいての修正をしております。 

       第２条の委員長の選挙という項目でございますが、これについては、新制度にな

りますと委員長職がなくなるということで削除しております。 

       次の12ページですが、委員長の職務代理となっているのが教育長の職務代理とい

うことになりまして、第３条が第２条に改められます。委員長に事故があるとき

となっておりますのが教育長に変わっております。 

       あと第４条の第３項で、臨時会は委員長が必要と認めるとき、または委員の過半

数の請求があったときにこれを招集するとございますが、臨時会は教育長が必要

と認めたとき、または委員２人以上から会議に付議すべき事項を示して会議の招

集を請求されたときにこれを招集するという改正でございます。 

       第６条でございますが、第２項委員が招集に応ずることができないときは、あら

かじめその理由を委員長に届けなければならないという部分の委員長を教育長に

改めるものでございます。 

       第７条については、第６条にかわりまして、委員の議席は、毎年委員長選挙後に

直ちに抽せんによりこれを定め、氏名標をつけるとございますのが、教育長が定

め、各席に氏名標を付けると改めるものでございます。 

       開催時間、第８条を第７条に改めまして、ただし会議の議決によりこれを変更す

ることができるとございますのを、ただし教育長は必要があると認めたときはこ

れを変更することができると改めるものでございます。 

       第９条を第８条に改めまして、開会時刻後１時間を経ても委員長及び委員の半数



以上とございますが、これも委員長を教育長に改めるものでございます。 

       あと13条第５項は、改正によります条ずれでございまして、13条５項を第14条６

項に改めますものでございます。 

       次、日程でございますが、10条、委員長はとございますが、ここを教育長に改め

るものです。 

       第２項の議事日程につきましても、下から２番目のほうに委員長はとございます

が、これを教育長はに改めるものでございます。 

       日程の変更でございますが、11条の委員長を教育長に改めるものでございます。 

       次の下のほうの議事進行、第12条でございますが、会議の議事進行はおおむね次

の順序による。ただし、委員長の意見によりとございますが、教育長の意見によ

りに改めるものでございます。 

       議事進行の内容につきましては、現行第２号で委員の出席、点呼、第３号で会議

成立の宣言とございますが、この２件につきましては削除いたしまして、現行の

会議録の署名、指名とございますが、会議録というのは法の改正によりまして議

事録という名称に改められますので、それに基づき議事録の署名者指名と改正す

るものです。 

       次の前回会議録の報告、修正、承認につきましても、前回議事録の報告という形

に改めさせていただきます。 

       次の委員及び教育長の報告並びに承認とございますのは、委員及びというのを削

除いたしまして、教育長の報告並びに承認と改められます。 

       あと第13条から第15条にかけまして、委員長に事故あるときはあらかじめ委員会

の指定する委員が会議を主宰する。議案は教育長又は事務局職員をして朗読させ

る。ただし、委員長は便宜上朗読を省略することができる。第15条委員長は必要

により提案者に議案の説明を求め、教育長に報告、説明、または見解を求めるこ

とができる、この３件にわたります条につきましては削除いたしまして、第16条

を第13条に改めて、ただし委員長が必要と認めるときはを新しく教育長が必要と

認めるときはと改める。 

       次に、閉会、第18条とございますが、会議の議案を全部議了したときは、委員長

は委員会の同意を得て閉会することができるとございますのを削除いたします。

済みません、これはちょっと説明をもらしていました。13ページの改正案の第11

条の開会等の宣言ということで、そちらのほうに開会、閉会、休憩等は教育長が

これを宣告すると定めさせていただいております。 

       次に、15ページをお開きください。 

       第19条につきましては、平仮名で全てとございましたのを漢字で全てに改めるも

のでございます。 

       第20条につきましては、委員長を教育長に改めるものでございます。 



       第21条につきましては、委員長を教育長に改め、各委員及び教育長とございまし

たのを各委員に配布しなければならないと改めるものでございます。 

       次に、動議の第24条については、全てを平仮名から漢字に改め、第２項の委員長

を教育長に改めるものでございます。 

       第26条につきましては、これも委員長を教育長に改めるものでございます。 

       次の16ページの第29条、第30条につきましても、委員長を教育長に改めるもので

ございます。 

       あと31条の第２項、第32条１項及び第２項、第33条につきましても、委員長を教

育長に改めるものでございます。 

       第35条につきましても、委員長を教育長に改めるものでございます。 

       17ページでございますが、第36条につきましても、委員長を教育長に改めるもの

でございます。 

       第37条につきましては、第33条に改め、委員長を教育長に改めまして、出席委員

を出席者に改めるものでございます。 

       第２項、第３項につきましては、委員長を教育長に改めるものでございます。 

       次に、第38条から第39条についても、委員長を教育長に改める。 

       第40条の出席委員につきまして、出席者に改めるものです。 

       第２項につきましては、委員長を教育長に改めるものです。 

       第41条につきましては、すべてを平仮名から漢字に改めるものです。 

       次に、18ページでございますが、第43条第２項、第45条、第48条につきまして、

いずれも委員長を教育長に改めるものでございます。 

       次に、第７章の特別委員会というのがございますが、これにつきましては、憲法

で規則上あるわけでございますが、教育委員さん自体の人数的な面も考えますと、

特別委員会はあえて設置する必要性というのがないと思われますので、この機会

に削除させていただけたらと考えて提案させていただいております。 

       次に、第８章規律を先ほどの特別委員会という章を削除いたしますので、第７章

規律となりまして、第52条から第54条につきましては、委員長を教育長に改める

ものでございます。 

       次に、第９章は会議録を第８章議事録に改めまして、第55条の会議録は委員長が

事務局職員中より教育長の推薦する者を指名してこれを作成させるとございます

が、これについては削除させていただきます。第56条の前に議事録と入れまして、

第56条会議録を議事録に改めまして、議事録に記載する事項は、おおむね次のと

おりとするということで、第１号から現行は第８号までございましたが、第２号

開会、延会、中止、休憩、再開及び散会の日時、第７号の会議において行った選

挙の始末という項目を削除いたしまして、第３号出席及び欠席委員の氏名という

のを出席者及び欠席者の氏名、第４号列席者氏名を会議に出席した関係者の氏名



並びに職員の職及び氏名に改めるものです。第５号につきましては、議事日程及

び諸般の報告の要旨というところを教育長の報告の要旨、第６号議案に関する議

事内容及び議決の次第につきまして、議題及び議事の大要、第８号にはその他委

員長、又は会議において必要と認められた事項につきまして、その他教育長が会

議において必要があると認めた事項に改めるものです。 

       次に、第57条秘密会の議事は、会議録には記載しないとございましたが、秘密会

の議事録は、前条に準じて別に作成しなければならないというふうに改めており

ます。 

       次に、第58条の会議録に署名するものは、委員長及び委員長が指名した委員並び

にこれを調製した職員とするにつきましては、議事録に署名するものは教育長及

び会議で決めた委員１人とすると改正するものでございます。 

       次に、第10章懲罰につきましては、第９章懲罰と改めまして、第59条委員がこの

規則に違背したという言葉を違反と改めまして、委員長を教育長に改めるもので

ございます。 

       第６０条につきましても、委員長を教育長に改めるものでございます。 

       第11章の雑則を第10章雑則で説明して、第61条を第54条にいたしまして、その中

の委員長を教育長に改めるものでございます。 

       以上でございます。 

○矢野委員長 一応、御質問ございますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 承認してよろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 じゃあ続けて、議案第６号伊予市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則に

ついて説明をお願いします。 

       田中局長さん、お願いします。 

○田中局長  それでは、議案第６号でございますが、24ページの新旧対照表をご覧ください。 

       まず、第１条及び第２条第３号の委員長を教育長に改めるものでございます。 

       第３条の第５号、帽子をかぶることというのを削除いたしまして、第６号を第５

号とするものでございます。 

       第４条及び第５条の見出しを含む中に、の委員長を教育長に改めるものでござい

ます。 

       あと第６条を新たに加えまして、傍聴人の意見表明等の手続については、伊予市

審議会等の委員の公募並びに会議及び会議録の公開に関する規則、平成21年伊予

市規則第47号を準用すると加えさせていただいております。 

       以上、施行期日は27年４月１日から施行する。経過措置については、先ほどと同

じでございます。 



       以上でございます。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 

       御質問はありますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 承認してよろしいですか。 

〔「結構です」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 それでは、承認していただきました。 

       次に、議案第７号伊予市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任す

る規則の一部を改正する規則について説明をお願いします。 

○田中局長  それでは、議案第７号でございますが、伊予市教育委員会の権限に属する事務の

一部を教育長に委任する規則の一部を改正する規則についてであります。 

       29ページの新旧対照表をお開きください。 

       まず、第１条の第26条第１項を第25条第１項に改めるものでございます。これは、

法律の条ずれによるものでございます。 

       第４条の見出しの臨時代理を教育長の専決に改めまして、同条第１項のやむを得

ない事由をやむを得ない事情に、教育委員会は緊急に処理すべき事項に限り、教

育長をして臨時に代理させるものとするを教育長が専決することができるに改め

まして、同条の第２項を削除するものでございます。 

       第５条の委員会の会議への報告を、教育長は次に掲げる事項について次の委員会

の会議にこれを報告し承認を得なければならない。第１号第３条の規定により、

教育長に委任した事務で、重要なものに関すること。第２号前条の規定により、

教育長が専決した事項に関することとし第５条を改めるものでございます。さら

に、第５条の次に第５条の２といたしまして、教育長は次の各号に掲げる事務の

管理及び執行の状況についてすみやかに報告しなければならない。第１号で法第

１条の３第１項の大綱に基づいて、教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施

策の推進に関する事務、第２号児童・生徒等の生命、または身体に現に被害が生

じ、又はまさに被害が生じるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対

処するために行った事務、第３号、会議において特に報告を求められた事務、第

４号、前３号に定めるもののほか、法第25条第１項の規定に基づいて教育長に委

任した事務のうちの重要と認めるものという条を加えるものでございます。 

       以上でございます。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 

       説明していただきました。質問等ございますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 承認を求めてよろしいですか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



○矢野委員長 それでは、次に進みたいと思います。 

       議案第８号伊予市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を校長に委任する

規定の一部を改正する訓令について説明をお願いします。 

○田中局長  それでは、議案第８号でございますが、33ページの新旧対照表をごらんください。 

       これにつきましては、第１条の中の第26条第２項を第25条第１項に改めるもので

ございまして、この規程は27年４月１日から施行するということでございます。

もとの法律の条文の条ずれでございまして、これについては先ほど来ありました

経過措置についてはございませんで、27年４月１日から施行するということでご

ざいます。 

       以上でございます。 

○矢野委員長 承認してよろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 承認されました。 

       続けて、議案第９号伊予市教育委員会組織、規則の一部を改正する規則について

説明をお願いします。 

○田中局長  それでは、議案第９号伊予市教育委員会組織、規則の一部を改正する規則につい

てでございます。 

       38ページの新旧対照表のほうを見ていただいたらと思います。 

       第１条の第18条第２項を第17条第２項に改めております。 

       第３条の第１項を今回の機構改革に基づきまして改めているところでございまし

て、学校教育課の中に２つ分かれまして、教育総務課が新設されまして、教育委

員会総務担当、学校給食担当、あと給食センター準備室を教育総務課のほうに位

置づけられました。学校教育課につきましては、学校施設担当、学校庶務担当、

学校指導担当、学校保健担当ということに、学校教育課が２つに分かれたという

ような形になっております。 

       あと第４条の第３項の課長補佐の次に、従来主査とございましたが、係長という

役職の職務名の変更がございます。 

       あと同条の第５条中の次長の次も同様係長を加えるものでございます。 

       第５条第１項の中の教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、その職

務を代理するを所管事務を掌理するに改めまして、同条第５項中の主査を係長に

改めております。 

       第６条第１号の学校教育課を教育総務課に改め、総務担当を教育委員会総務担当

に改めまして、同号のクをサとしてキの次に次のように加える。クに外国青年招

致事業に関すること、いわゆるＡＬＴに関するものです。ケでスクールバスの運

行に関すること、コで総合教育会議の運営に関することを加えております。 

       第６条の第２号から第７号までにつきまして、第２号に教育総務課、学校給食担



当といたしまして、ア、学校給食に関すること、イ、中山・双海学校給食センタ

ーの管理運営等に関すること、ウ、その他所管に関すること。 

       第３号で教育総務課、給食センター準備室、学校給食センター担当ということで、

ア、給食センターの建設に関すること、イ、給食センターの管理運営、準備に関

すること、ウ、その他所管に関すること。 

       あと第４号では、学校教育課、学校施設担当ということで、ア、教育施設の整備

計画及び企画に関すること、イ、教育施設の建設、営繕、管理、契約及び保全の

実施に関すること、ウ、教育施設の敷地の設定及び変更並びに管理、保全に関す

ること、エ、施設台帳等の整備に関すること、オ、教育施設の一時目的外使用に

関すること、カ、その他所管に関すること。 

       第５号で学校教育課、学校庶務担当、ア、学校教育に関する庶務に関すること、

イ、校具等の整備計画及び管理並びに整理指導に関すること、ウ、その他所管に

関すること。 

       第６号、学校教育課、学校指導担当、ア、学校教育基本方針に関すること、イ、

学校教育全般の指導に関すること、ウ、教職員の人事服務に関すること、エ、学

級編制及び教育課程の編成と実施に関すること、オ、教科用図書の採択に関する

こと、カ、教育相談や特別支援教育の推進に関すること、キ、その他所管に関す

ること。 

       第７号で学校教育課、学校保健担当、ア、学校保健に関すること、イ、学校医及

び結核対策委員会に関すること、ウ、感染症に関すること、エ、日本スポーツ振

興センター等に関すること、オ、対外試合及び体育事業に関すること、カ、その

他所管に関すること。 

       あと別表の所管の項目の中の機関を教育機関に改めております。 

○矢野委員長 ありがとうございます。 

       これは早速４月１日からの運用になると思いますが、教育総務課が新しくなった

と、学校教育課と教育総務課というのができたということです。また委員さん方

の頭も混乱するんじゃないかと思います。 

○渡邉教育長 39ページのところの第６条のコに出ている総合教育会議の運営に関することです

が、そういうところに総務課が位置づけられたので、本来的には本庁の総務、首

長さんのもとで本来はせないかんのが趣旨でしたが、そちらのほうに回ってきま

した。 

○矢野委員長 御質問等ございますか。 

○髙橋委員  よろしいですか。 

○矢野委員長 どうぞ。 

○髙橋委員  教育長さんが言ってた総合教育会議の運営というのは、具体的に総合教育会議っ 

てどういうことがあるんですか。 



○矢野委員長 田中局長さん、お願いします。 

○田中局長   今のところ、あくまでも総合教育会議というのは、市長さんが主宰する、あと

市長さんと教育委員さんで構成されるという組織でございます。当然、法が施

行されるのが４月１日の早い段階でその総合教育会議というもんは立ち上げる

必要がございますので、今予定しておりますのは、４月15日、定例教育委員会

の後に市長さんに時間をとっていただくように既にお願いしているんですけれ

ど、引き続いて総合教育会議の立ち上げといいますか設置といいますか、その

会を開かせていただいたらということを考えておりました。それは教育総務課

のほうに今後引き継いでそのときに伊予市総合教育会議設置要綱、これは教育

委員会が定めるものでもなく、市長部局で定めるものでもない、いわゆるその

総合教育会議で定めなさいというような位置づけもございます。総合教育会議

のあり方をその場で話してもらって、今後、大綱の策定をどう進めていくかと

か、大綱とはこういうものだというまず、市長さんを含め、教育委員さん方に

御理解いただいた上で今後４月の教育委員会のほうに、その総合教育会議とい

うのを立ち上げる予定で現在進めさせていただいているところでございます。 

○髙橋委員   それと、中身としては、今まで首長さんのところにあった、総務で担当した教

育に関することがこっちに来ますよということではなくって、また新たな何か

職場というものがあるということですか。 

○渡邉教育長  大筋です。いわゆる伊予市の教育行政の大筋を決めるところです。ささいな学

校の管理とか運営とかは教育委員会でやるわけです。例えば子供たちの少子化

をどうするかとか、例えば統廃合の問題とか、子ども・子育ての新しい法律が

できましたけども、今後子供たちの子育てに関してどのような方向性で伊予市

が行くかとかというふうな本当の大筋をこういう方向でしましょうやの話し合

いだけなんで、ささいなことは一切この総合教育会議での会議の内容の趣旨と

は違います。ただ、その中で、今まで教育委員会の事務局サイドが予算とかい

ろんな形でこういうふうな方向の予算に予算をとってほしいとかという要望自

体は事務局サイドに言よったわけですけれども、今度は市長さんがおられます

から、直接教育委員会の教育委員としてこういう方向のお金を予算化していた

だく方法はいかがでしょうかという話し合いはできる場ができました。今まで

はこのようなことが余りなかったと思いますけれども、そのような話し合いも

できるのが総合教育会議です。 

○田中局長   いいですか。総合教育会議といいますのは、必ずしも定期的に開くとか、年に

何回しなければならないとかという決まりはございません。必要に応じてとい

うような形でございます。とりあえず４月には総合教育会議というものをまず

は設置しましたということが早急に必要だという位置づけで教育委員会に提出

して、総合教育会議というのはこういう、こうこうこうやって進めていきまし



ょうやということで市長さんとの意思統一を図るという位置づけで進めて行く

ように考えたらどうかなと思っています。 

○渡邉教育長  それともう一つ追加は、いわゆる教育委員会制度で、いわゆる教科書採択とか

教職員人事については、やはり中立性を保つということで、首長さんが入った

がために市長さんの公約でこういうふうなことを決めたから、総合会議で私の

意見を通してくださいやというふうな、方向性は好ましくないという形にはな

っております。だから、人事権とか教科書採択なんかは、教育委員会内でやっ

てくださいというのが今のところの方向性です。市長によったら、強行にする

市長さんがおいでるんじゃなかろうかという懸念も実はあるんですけども、そ

のあたりは教育委員さんの共通理解として、やはりそこは我々に任せてくださ

いというふうな方向で会議を進める必要があるんではないかと思ったりもしま

す。 

○矢野委員長  よろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長  よろしいそうです。 

        それでは、進めて構いませんか。 

        それでは次に進みます。 

        議案第10号伊予市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について説明を求

めます。 

        田中局長さん、お願いします。 

○田中局長   伊予市教育委員会公印規則の一部を改正する規則でございますが、46ページの

新旧対照表をお願いいたします。 

        伊予市教育委員会の公印に関する規則について、別表というのがございまして、

伊予市教育委員会委員長の公印を削除というか廃止します。伊予市教育委員会

委員長職務代理者というのも廃止する、削除いたします。 

６番事務局長は変わりませんで、６の２という形で新たにできる伊予市教育委

員会教育総務課長の印を新たにつくるということでございます。 

        なお、この件は、先ほど来説明しているように、いわゆる教育総務課長の印に

つきましては、もう４月１日から必要となりますが、教育委員長の印につきま

しては、新制度におきます教育長が選任されるまでは経過措置としてそのまま

使用するということでございます。 

○矢野委員長  この件について承認してよろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長  承認されました。 

        続けて議案第11号伊予市教育委員会教育事務点検評価実施規程の一部を改正す

る訓令について説明をお願いします。 



○田中局長   議案第11号でございますが、伊予市教育委員会教育事務点検評価実施規程の一

部を改正する訓令で新旧対照表、49ページをお開きください。 

        第１条の第27条を（昭和31年法律第162号）第26条に改めるものでございます。 

        あと第５条の伊予市行政評価に関する条例の次に、（平成18年伊予市条例第65

号）を伊予市行政評価実施規程の次に（平成18年伊予市訓令第12号）を加える

ものでございます。 

        第１条につきましては、法の改正による条ずれ、第５条につきましては、いわ

ゆる制定の年がこれまでになかったということで、今回入れさせていただいて

いるということです。 

        これにつきましては、４月１日より施行するということでございます。 

        以上でございます。 

○矢野委員長  訓令なんですけど、質問ありますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長  ありませんか。 

        それでは承認いただけますか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長  承認されました。 

        これで議案第11号まで終わりました。 

        それでは、議案第12号伊予市通学路安全対策連絡協議会設置要綱の制定につい

て説明をお願いします。 

○久保田指導主事 それでは、議案第12号について御説明をいたします。 

        51ページをごらんください。 

        伊予市通学路安全対策連絡協議会ですけれども、これは以前にも国の事業を受

けまして設置をしていた時期があったんですけれども、国の事業が終わった後

は、各市町によってさまざまであったんですけれども、今後やはり通学路安全

対策を進めていく上では、愛媛県の全ての市町で設置をして、足並みをそろえ

てやっていこうというようなことでお話がありました。 

        そこで、来年度からこの協議会のほうも設置をしたいと考えます。 

        第４条２項ですけれども、委員の任期ですけれども、２年間とさせていただけ

たらと考えています。 

        内容につきましては、以前の設置要綱と同じ内容になっております。 

        以上でございます。 

○矢野委員長  今説明していただきました。県下全て設置する方向で検討され流れているとい

うことで、この原案は以前設置していたものに準じて策定されたということで

すね。 

○久保田指導主事 はい。 



○矢野委員長  ちょっと目通していただいて。 

        目通していただけましたか。 

        何か質問等ございますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長  承認していただいてよろしいですか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長  それでは承認されました。 

        そしたら、続けて、議案第13号伊予市スクールソーシャルワーカー設置要綱の

制定について説明をお願いします。 

○久保田指導主事 議案第13号について御説明をいたします。 

        53ページをごらんください。 

        新しい事業ということになります。スクールソーシャルワーカーにつきまして

は、国や県もこれから進めていきたい事業の一つです。伊予市におきましても、

支援の必要な子供たちや家庭が多くなっておりますので、このスクールソーシ

ャルワーカーを活用していきたいと考えています。 

        趣旨、第１条ですけれども、いじめや不登校、児童虐待等児童生徒の問題行動

等の状況やその背景にある心の問題とともに、家族や友人関係等子供たちの環

境の問題に対して、地域の関係機関が連携し、様々な環境に働きかけて、問題

を抱える児童・生徒に支援を行うというような趣旨でございます。 

        設置、第２条ですけれども、伊予市教育委員会にソーシャルワーカーを置くと

いうことになっております。これも実は定められている内容になっています。

本来は、子育て支援課等が望ましいかもしれないんですけれども、学校とそれ

から福祉のような子育て支援課とそれから教育委員会とを結ぶということで、

教育委員会のほうに配置ということに定められております。 

        職務ですが、第３条に、主なものがそこに書かれております。(1)問題を抱える

児童・生徒の置かれた環境への働きかけ、直接家庭等にも出向いていって、保

護者への支援等をすることもできます。よく似たものでスクールカウンセラー

もいるんですけれども、これは学校にいて、子供たちやまた保護者も学校に来

て相談を受けるというような形をとっているんですが、ソーシャルワーカーの

場合には、直接家庭のほうに出向いていくこともできるということです。 

        それから、(2)福祉等の関係機関や団体とのネットワークの構築等をしていただ

くというような、こういったところが主な職務になっております。 

        定数等ですが、第４条、１名としております。 

        任期、第５条ですが、１年以内としております。 

        服務の中で、第６条２項、勤務場所については伊予市内の市立小・中学校とし

ております。原則として、教育委員会に配置ということにはなっているんです



けれども、市内の小・中学校のほうを巡回するという形で回っていただこうと

考えております。ただ、回数等については、やはり大規模校あたりのほうが支

援の必要な子供たちや家庭が多いと考えられますので、回数等についてはその

状況に応じてちょっと差が出てくるかもしれませんが、配置のほうをしていき

たいと思っています。 

        54ページをごらんください。 

        第３項の、職務の遂行ですけれども、１週間当たり概ね３日ということにして

おります。２日から３日を予定しております。１日当たりの勤務時間は４時間

ということになっております。年間のトータルで90日程度ということになって

おります。 

        ４項、支給する謝金ですけれども、時給とし、１時間当たり1,060円を支給する

ということになっております。 

        以上でございます。 

○矢野委員長  ４月１日からもう始まるんですか。 

○久保田指導主事 この設置要綱は４月１日からということになるんですけれども、勤務は学校

のほうも年度がかわって始業式を終えて少し落ちついてからということで、４

月中旬。 

○鷹尾委員   よろしいですか。 

○矢野委員長  はい。 

○鷹尾委員   このソーシャルワーカーをやっていただく方というのは、募集をするわけです

か。 

○久保田指導主事 いえ、実は県のほうも進めている事業で、是非活用してみてはどうでしょう

かということで、各市町のほうにそれぞれ打診はあったところではあるんです

けれども、やはり福祉的な立場の方が本来望ましいかなということで、当初県

のほうもこの人選に当たってくださっていたんですけれども、県のほうが、や

はり全ての市町で今年活用することになりましたので、なかなか人的確保が難

しいということで、できたらちょっと各市町でお願いできないかという依頼が

ございました。そこで、子育て支援課等と連絡をとりまして、やはりそちらの

方のほうがいろいろな人材については知っているところが多いということで当

たっていっていただきまして、何名か当たっていただいたんですけれども、お

一人臨床発達心理士の方が引き受けてくださるというようなことで今返答をい

ただいております。 

○鷹尾委員   そうですか。構いません。 

○矢野委員長  はい。 

○鷹尾委員   時給が1,060円というのがいかにも安いように思うんですが、例えば精神的な負

担であり、例えばそこへ出向く、夜、親と会わなきゃならないとか、非常に気



苦労も多いでしょうし、精神的にも肉体的にも負担の多い仕事になるんじゃな

いかと思うんですよね。 

○矢野委員長  久保田指導主事。 

○久保田指導主事 確かに仕事の内容からしたら少し増やしてもとは思うんですけれども、実は

これも国の事業でございまして、国が時給1,000円ということで定められており

ます。この1,060円というのは、伊予市の職員の場合の規定になりますので、伊

予市のほうが１時間当たり60円ちょっと多く支給をいただき、他の市町よりか

は多くいただけるということで。国と県と伊予市がそれぞれこの費用を負担す

るという形になっております。 

○髙橋委員   よろしいですか。 

○矢野委員長  はい。 

○髙橋委員   そうしますと、この１週間当たり３日とか、１日当たり４時間とかということ

ももう国が定めたものなので、私もこれ見たときに、これで計算したら一月に

５万弱ぐらいですか、とすると、フルタイムでお仕事を求めるような知識なり

キャリアなりがある方は、多分これは来てくださらないだろうというと人材確

保どうなのかなあとちょっと思ったんですが、そこを踏まえて伊予市がどうこ

うすることはできないものということになるわけですか。 

○久保田指導主事 変更はできません。 

○髙橋委員   この条件で来てくださる方を探すしかない、厳しい状況なわけですね。 

○久保田指導主事 ですから、以前からスクールソーシャルワーカーを活用している市町は、や

はりちょっと他の仕事と兼務をされているとか、幾つかの市町を回っていると

か、そういったような形でされているというお話は聞きました。年間三十六、

七万ぐらいなんですよ。 

○矢野委員長  スクールカウンセラーさんと同じ金額なのですか。 

○久保田指導主事 スクールカウンセラーのほうが額はより高かったかもしれません。 

○紺田指導主幹 あれは資格の種類によって１回当たり１万9,000円程度もらう方と、１万2,000

円程度の方で分かれるんですよ。 

○矢野委員長  臨床心理士さんはもっと実際には少ない。スクールカウンセラーさん、その辺

のかみ合わせが難しいのでは。 

○渡邉教育長  資格的にはいわゆる福祉士さんとかこのソーシャルワーカー、あるいは先生の

ＯＢとかというふうな形の人でもソーシャルワーカーになれますよというふう

になっとんです。だから、スクールカウンセラーは、臨床心理士の資格がなか

ったら採用してくれませんけど、だからソーシャルワーカーは、要は問題を抱

える児童・生徒に支援のできる人物であれば、ある程度の資格の制限は抑えま

しょう、そういうふうな考えで、福祉課での抱えておる子育て関係、との絡み

でかかわった人、そういうふうにかかわった人は子供たちをしっかり見てもら



えるんじゃなかろうかというので福祉課との連携、学校と福祉課との連携で進

めていくような初年度の立ち上げということでやっておるわけです。だから、

手挙げてくれる人がおるというだけでもありがたいということです。そういう

ことなんです。 

○矢野委員長  いらっしゃったのでありがたいですね。 

○渡邉教育長  やがて成果がどんどん出てき始めたら、時給関係が上がるかもしれないですけ

ども、国のこういうふうな事業は、一旦お金は少し出しといて、後は軌道に乗

ったら市町村で賄うて、確保しなさいよというのが大体常套なんですよね。だ

から、継続的には補助金はなかなか出てこない。 

○矢野委員長  承認してよろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長  承認ということで。ありがとうございました。 

        それでは、議案第14号27年度伊予市修学旅行バス料金補助金交付要綱の説明を

お願いします。 

○紺田指導主幹 それでは、資料の56ページをごらんください。 

        これにつきましては、教育委員さん方もこれまで報道等でごらんになられたこ

とがあろうかと思うんですが、貸し切りバスの料金が大幅に上がったために、

修学旅行に使う貸し切りバス代がかなり増えまして、それに伴って１人当たり

の子供たちの修学旅行費がかなり上がるんではないかということで、県のほう

が補助事業を立ち上げまして、市と両方で料金について補助をしていこうとい

うようなことで進めていく事業です。これは、平成27年度１年限りの補助事業

になります。それで、56ページからは細かいことを書いておりますが、これは

主に手続等に関する内容になりますので、また後でごらんいただいたらと思う

んですが、特に説明しておきたいのが第３条を見ていただいたらと思います。

補助の対象経費は、補助対象校が実施する修学旅行において、一般貸し切り旅

客自動車運送事業の運賃料金制度変更に伴う修学旅行に係る経費の増額分と

し、補助率は補助対象経費の２分の１以内とするというふうな形で、ちょっと

わかりにくいんです。具体的に言いますと、例えば以前は大型バスを１台貸し

切ったら10万円かかったのが、今度からは15万円かかると。そうすると１台当

たり５万円アップしますので、そのアップした５万円の２分の１、２万5,000

円を市と県の両方で補助をしましょうということになります。そういった形で、

１年間だけバス料金の増額分の半額を補助していこうというような事業になり

ます。それで、どれくらい子供たちに補助ができるかといいますと、これは正

直なところ、学校一律の金額にはなりません。例えば、学校によって大型バス

を借りる場合と中型バスで済む場合などもあると思います。そうすると、値上

がりの料金の差がそこで違いが出てきます。それから１台当たりに乗る子供の



人数の違いも出てきます。また、バスの台数の違いも出てきますので、そうい

ったいろんな違いによって、今のところ概算で、少ない学校は、子供１人当た

りに600円程度の補助から多い学校で1,500円程度というような幅での補助にな

っていく計算にしております。ですから、そんなにたくさん補助ができるとい

うものではないんですけども、少しでも保護者の負担軽減につながればと思い

ます。以上です。 

○矢野委員長  １年限りという、今説明していただいたのでよろしいでしょうか。 

        そしたら、承認してよろしいですか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長  それでは、承認とします。 

        次、議案第15号伊予市私立幼稚園の就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正す

る告示について説明をお願いします。 

○皆川課長補佐 議案第15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

について改正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、幼児教育における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いたしました。 

        この私立幼稚園就園奨励費補助金につきましては、昨年度までは所得階層に応

じた補助限度額となっておりました。今年度より多子世帯に関しましては、26

年６月の定例教育委員会でもお諮りして御承認いただきましたように、多子世

帯に関しましては、その第２子、第３子に関しましては、上限額を大きくいた

しておりまして、第２子に関しましては、第１子のその所得分に応じ負担額の

２分の１程度になるように、第３子に関しましては、無償となるような形での

今補助限度額とさせていただいております。それを平成27年度からにおきまし

ては、その補助限度額を拡大する国の新制度にあわせまして拡大するというこ

とで、以前は就園している園児の第１子、第２子、第３子で考えておりました

が、小学校３年生までの子供で考えての第何子に当たるかでの補助となります。 

        改正に関しましては、別表といたしまして、第１表はそのまま、26年度のまま

残しまして、第２表といたしまして、多子世帯の場合の限度額を定めたものを

載せております。66ページにございます表を見ていただいたらと思いますが、

その中でこの第２表に関しましてがその小学校１年から３年に兄、姉がいる世

帯で就園している児童がいる場合の内容となっております。小学校１年から３

年に兄、または姉が１人いる場合で、最年長児に関しましては、第２子という

計算になりますので、第１子の本来負担すべき額の約２分の１になるところま

での限度額といたしております。 

        小学校１年から３年の兄、または姉が１人いる世帯で就園している場合の次年

度園児以降に関しまして、小学校１年から３年児の兄、または姉が２人いる世



帯で就園している場合の最年長園児以降、第３子以降に当たるものに関しまし

ては、限度額を上げておりまして、ほぼ無償となるような形での限度額を定め

るようにしております。 

        以上で説明を終わらせていただきます。 

○矢野委員長  以前にもこういうふうな説明が、前回でしたかね、詳しい説明がありましたね。 

        質問ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長  質問なしということで、承認いただけますか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長  承認していただきました。ありがとうございました。 

        では、続いて、議案第16号伊予市市立幼稚園使用料の減免に関する規則の一部

を改正する規則について説明をお願いします。 

○皆川課長補佐 議案第16号伊予市立幼稚園使用料の減免に関する規則の一部を改正する規則に

ついてということで、教育委員会の議決を求めたいと思います。 

        提案理由といたしましては、先ほどの私立幼稚園と同様でございまして、幼児

教育における保護者負担の軽減を図り、子育て支援を目的といたしまして規則

の一部を改正するものでございます。 

 69ページをごらんいただいたらと思います。 

        今回の改正といたしましては、伊予市立幼稚園使用料の減免に関する規則でご

ざいますが、こちらのほう公立幼稚園の使用料に関しましては、条例のほうで

定められております。その条例の改正を３月議会で行いまして、定められてお

りますのは、伊予市立幼稚園設置条例の中で使用料は定められております。以

前までは使用料という名前でございましたが、利用者負担額という形に子ど

も・子育て支援法の施行に伴いまして名称変更となっております。基本的なそ

の利用者負担額に関しましては、公立幼稚園の場合、入園料はなしといたしま

した。月々の保育料に関しましては、生活保護世帯０円、それから市民税非課

税世帯については月額3,000円、上記以外の世帯については6,000円ということ

になっております。その利用者負担額に係ります減免に関する規則をこちらの

ほうで定めております。以前は公立に関しましては、ある所得以上の場合にわ

ずかではございますが減免しておりました。それを多子世帯に関しましては、

私立と同じような考え方でまいりまして、第２子に関しては半額、第３子以降

は無償ということの考えで今回の規則改正を上げさせていただいております。 

        以上で説明を終わらせていただきます。 

○矢野委員長  先ほどの15号に関連してということであります。 

        質問ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○矢野委員長  これも同様に承認してよろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長  承認ということです。 

        協議事項については以上で終わります。 

        続けて、報告事項等に移ります。 

        ①４月教育委員会行事予定について説明をお願いします。 

○久保田指導主事 それでは、年間の行事予定で大変申しわけないんですけれども、４月の主な

行事を御説明いたします。 

        ４月８日水曜日、小・中学校の始業式で、小学校は入学式です。９日木曜日、

中学校の入学式、10日金曜日、幼稚園の入園式です。 

        15日水曜日、定例教育委員会、25日、土曜日ですが、伊予市少年相撲大会が行

われる予定です。予備日が翌日ということになっております。 

        ５月以降の行事につきましても、また御参考までにごらんになっておいていた

だけたらと思います。 

        また、変更等が今後もあるかもしれませんので、また今年度のように、定例教

育委員会のときには翌月の行事予定表を詳しく提案させていただけたらと思い

ます。 

        以上ですが、もし社会教育課のほうでわかっている行事等がありましたら、ま

た教えていただけたらと思います。 

        以上です。 

○矢野委員長  それでは、社会教育課のほう、お願いします。 

○安田課長補佐 ４月に関しましては、社会教育課のほうで大きな事業としましては25日の伊予

市少年相撲大会が五色浜のほうで行われることとなっております。 

        それから、一応年間行事、予定出ておりますので、教育委員さんにも是非御参

加していただきたい。人権教育の関係なんですが、まず７月２日、３日、徳島

県徳島市のほうで四国地区の人権教育研究会が開催されます。それから、10月

に行きまして、10月２日なんですが、伊予市の人権同和教育研究会、27年度は

下灘小学校のほうで行う予定としております。 

        それから、11月５日、中予地区の人権同和教育研究協議会が、今年度は、27年

度は久万高原町のほうで行う予定としております。 

        それから、同じく11月10日、愛媛県の人権同和教育研究会が松山市で行われま

す。 

        それから、11月21日、22日なんですが、全国の人権同和教育研究会が平成27年

度に関しましては長野県の長野市のほうで行う予定としております。これに関

しましては、距離もありますので、前日に出発して、前泊してそれから研究会

に臨むということの予定にしております。また、教育委員さんのほうにも御案



内等も差し上げますますので、またよろしくお願いしたいと思っております。 

        以上です。 

○矢野委員長  ４月の教育委員会でまたいろいろ詳しいのが出ると思いますが、人権同和教育

のほうは、また４月にそれぞれ割り当てということで、割り当てさせていただ

きます。 

○安田課長補佐 あとちょっと言い忘れたんですが、７月、これには入ってはないんですが、30

日、実は全国人権教育研究協議会のほうの主催で、教育課題別の研修会という

のが愛媛県のほうでやってほしいということで来ております。またこれも伊予

市のほうにも割り当てがありますので、またそのときになりましたらまた御案

内を差し上げますので、よろしくお願いいたします。西条市のほうで行われる

予定となっております。 

        以上です。 

○矢野委員長  指導主事さん。 

○久保田指導主事 １点よろしいでしょうか。ちょっと１点忘れていたことがありまして、５月

なんですけれども、今年度、中山小学校さんのほうが運動会を予定したいとい

うことです。中山小学校さんは、校舎等耐震化の工事が入っておりまして、秋

口になりますともう運動場が使えないということですので、５月を予定してお

きたいということです。また、詳しい日程等わかりましたらお知らせをしたい

と思います。 

○矢野委員長  行事予定についてよろしいですか。ほかにありませんか。 

        局長さんお願いします。 

○田中局長   10月ですけれど、10月４日日曜日、市制10周年の記念式典、学校等には行事等

は入れないようにお願いを前々からしているところでございます。 

○矢野委員長  記念式典があるそうです。 

  ほかにありませんでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長  それでは次に、報告事項等について伺います。 

○久保田指導主事 それでは、小・中学校ですが、先週の17日に中学校の卒業式があって、昨日、

小学校の卒業式が行われました。本日、小・中学校修了式ということで、平成2

6年度の教育課程が無事終了いたしました。教育委員さん方には、また卒業式等

におきましては御出席等大変お世話になりました。 

        入学式についてなんですけれども、先日分担のほうを決めていただいたんです

が、一覧表等を新たに作成したものをお配りしておりますので、また御出席等

よろしくお願いいたします。それぞれの学校等から案内状がもう来ているので

はないかなと思うんですが、またよろしくお願いいたします。 

        １カ所だけ訂正がございます。４月10日金曜日、幼稚園の入園式ですけれども、



北山崎幼稚園のところ、教育長さんにところ、括弧で代理ということにしてい

るんですけれども、部課長会がこの日ありますので、かわりに指導主幹の紺田

先生のほうに行っていただこうかと思っております。 

        以上です。 

○矢野委員長  ほかにありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長  それでは、その他日程よろしいですか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長  そしたら、その他のほうに進みたいと思います。 

        その他で何か。 

        紺田先生、お願いします。 

○紺田指導主幹 本日教育委員さん方のほうに封筒に入れて各幼稚園、小・中学校の学校評価報

告書のほうをお配りしております。それぞれ幼稚園、小・中学校が１年間の学

校の取り組みを評価して、来年度の課題等につきましても詳しく書いておりま

すので、また時間のあるときに目を通していただいたらと思います。よろしく

お願いいたします。 

        以上です。 

○矢野委員長  ありがとうございました。 

        ほかにありませんか。その他、ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長  そしたら、本日の議題については終了しました。 

○田中局長   以上で定例教育委員会を終了いたします。一同、礼。 

午後3時14分 閉会 


