第 ２ 回 教 育 委 員 会 会 議 録 （ 要 点 ）

日
場

時
所

平成２８年２月２４日（水）午前１０時００分
庁舎第２別館８階 ２８１会議室

出席委員

委員長 西原 透 、委員 藤井 信子 、委員 奥本 忠孝 、
委員 吉良 佳世 、教育長 髙橋 実樹

欠席委員

なし

会 議 に 出席した者 事務局長 鎌田 達治 、総務課長 林 秀樹 、
の職･氏名

学校教育課長 益田 哲郎 、社会教育課長 二宮 浩 、
文化振興課長 近藤 卓郎 、体育振興課長 神野 秀夫 、
学校給食課長 丹下 義人 、総務課長補佐 青井 弘憲

傍聴人

一般

議

題

1名

第２回
（１） 議案第 1 号
（２） 議案第 2 号
（３） 議案第 3 号

平成 27 年度教育費補正予算について
平成 28 年度教育費予算について
今治市営スポーツランド条例の一部を
改正する条例制定について
（４） 議案第 4 号 今治市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部
を改正する条例制定について
（５） その他

西原委員長
―各委員―
西原委員長

傍聴について確認する。
（異議なし）
異議なしと認め、傍聴を許可する。
（傍聴人入場）

西原委員長

午前１０時００分、開会を宣す。
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第１回会議録を承認してよいか問う。
―各委員―

承認する。

西原委員長

会議録の署名委員に吉良委員、髙橋教育長を指名す
る。教育長の報告を求める。

髙橋教育長

２点報告します。
まず１点目、前回１月５日の定例教育委員会以降の行事
の報告をいたします。
１月 10 日の成人式ではお世話になりました。今年から
連休の中日の日曜日に開催できたこと、参加者からも大変
喜んでいただきました。会場は国際ホテルを希望する新成
人が多いので、これからも中日に開催できるよう強くお願
いをしていきたいと思います。１月 14・15・16 日には、
おんかつ支援事業として、今治市出身のプロのピアニスト
の白石光隆さんのピアノコンサートが開催されました。本
当に素晴らしい演奏でした。１月 27 日には今治市体育功
労賞等表彰式、１月 31 日には今治市ＰＴＡ連合研修会、
２月１日には朝倉小学校で理科教育研究会が開催されま
した。理科教育研究大会では、早稲田大学教育学部の先生
に来ていただき、公開授業をしました。子供達に興味を持
たせ、すべての子供がしっかり話を聞き、集中して授業に
取り組んでいました。２月４日には市内の中学校で少年式
が開催されました。２月 11 日には、国際ソロプチミスト
今治認証 30 周年記念式典が開催され、私も出席させてい
ただきました。その中で、国際ソロプチミスト今治から、
長野ヒデ子さんの絵本「お母さんがお母さんになった日」
の英語版を各小･中学校や公民館等に約 700 冊のご寄附を
いただきました。近々、小学校３年生から英語教育が始ま
りますので、ぜひ有効に活用させていただきたいと思いま
す。また国際ソロプチミスト今治からは、母子家庭のお子
さん５名に奨学金を給付していただきます。ありがとうご
ざいます。２月 12 日には劇団四季のミュージカル「人間
になりたかった猫」の上演がありました。小学校６年生の
児童に感動を届けていただきました。２月 13 日には市民
の集いがあり、今年は表彰と人権劇を行いました。２月 16
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日には海外派遣実行委員会が開催され、今年度の８月に、
小学５年から中学３年までの子供達のオーストラリアで
の海外研修への派遣を計画いたしました。２月 17 日には
河野育英会、18 日には檜垣育英会、19 日には加根又育英
会が開催され、高校生、大学生の奨学生の人選が行われま
した。２月 21 日には、大西小学校 50 周年記念式典が開催
されました。昨年の大相撲今治場所で使用された土俵をそ
のまま大西小学校の方に移設し、それをご寄附していただ
きました。そして昨日、２月 23 日には今治市教育研究発
表大会が開催され、この１年間の研究の発表を行いまし
た。各学校に持ち帰りしっかりやっていただきたいと思い
ます。
次に今年のインフルエンザについて報告いたします。
２月３日にインフルエンザの流行で大島中学校で学級
閉鎖をした以降、現在も猛威を振るっています。インフル
エンザの型は、今治ではＢ型の方が多く発症しているよう
です。子供のその日、その日の様子を観察しながら、対応
しているところです。３月９日には公立高校の入学試験が
ありますので、インフルエンザにかからず、皆で元気に挑
戦してもらいたいと願っています。
西原委員長

髙橋教育長

インフルエンザですが、全部で何学級閉鎖になりました
か。
12 学級です。まだ増えつつあると思います。

西原委員長

まだまだ油断できないと思います。学校でも予防など気
をつけてくださっていると思いますが、なお一層気をつけ
ていただくようお願いしたい。

西原委員長

理科教育研究大会で、いい先生がいい授業をすると子供
達は集中して授業に取り組む。やればできるというお手本
だと思いますので、なお一層、普段の授業の中でがんばっ
ていただきたいと思います。
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西原委員長

林総務課長

〈議題審議〉
議題の審議に入る。「議案第 1 号 平成 27 年度教育
費補正予算について」説明を求める。
―平成 27 年度教育費補正予算について説明―

西原委員長

普通退職手当について、通常の定年退職であれば当初に
読めていたと思うが、なぜか。

林総務課長

定年退職手当については読めていましたが、自己都合等
の普通退職による読めなかった部分の補正というわけで
す。

西原委員長

承認してよいか問う。

―各委員―

承認する。

西原委員長

「議案第 2 号
を求める。

林総務課長
二宮社会教育課長
近藤文化振興課長
神野体育振興課長
丹下学校給食課長

平成 28 年度教育費予算について」説明

―平成 28 年度教育費予算について説明―

西原委員長

以前に藤井委員さんもおっしゃっていた学校支援ボラ
ンティアについて、前年に比べて多少配慮していただけた
か。

益田学校教育課長

学校支援ボランティア推進事業につきましては、事業形
態、計画はこのまま実施させていただきますが、別に退職
された先生方を何らかの形で相談員、学校への支援員とし
てご協力いただくという計画を検討しているところです。

西原委員長

ＡＬＴの招致費とは、人件費、住宅費、海外からこちら
への往復旅費などが含まれているのですか。
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林総務課長

ご指摘のとおりの内容です。

西原委員長

昨年から人数は増えていますか。

林総務課長

人数的には、昨年と同じです。

西原委員長

今後また英語教育が本格化するということなので、今後
は増えていくでしょうね。それから文化振興課長さんにお
尋ねしたい。村上水軍博物館の展示内容について何か新し
いものがありますか。昨年は、前年比２倍強の入館者があ
ったと聞いていますので、これからファンの方にもっと興
味を持っていただき、理解を深めていただくような計画は
ありませんか。

近藤文化振興課長

これまで能島の発掘調査の成果をなかなか発表できな
かったが、それを今回のリニューアルの際、展示するよう
にいたします。今後の展開ですが、日本遺産に村上海賊を
申請しております。４月上旬くらいに発表ですが、可能性
はあると思っています。認定されると補助もつきますの
で、イベントやＰＲ用のビデオなどを製作して、さらに活
性化につなげたいと考えています。

西原委員長

最近は「レキジョ」とか、若い女性も歴史やお城に関心
が高く、そういった旅も増えていると聞きます。今治には
他にもたくさん宝はありますが、一番インパクトのある施
設だと思いますので、もっと興味を持っていただけるよう
に考えていただきたいと思います。

藤井委員

村上水軍博物館に関して、大三島の大山祇神社の宝物館
に景姫のモデルにもなった鶴姫伝説の鎧などがあります
ので、両施設がもっと連携をとって、歴史的に関連付けた
動きがあったらいいと思います。村上水軍に関心のある方
に対して、何か表示や案内板、写真などがあればよいと思
います。

近藤文化振興課長

今回の日本遺産への申請では、村上水軍博物館、そして
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大山祇神社も要素として含まれております。したがって、
それらを含めた形でのビデオや案内文書などを考えてお
りますので、その中で関連性をつけていくことができると
考えております。
西原委員長

スタンプラリーを実施されていますが、そのルートの中
に大山祇神社の宝物館も一緒に入れて、興味のある方はそ
のルートをたどれるようなことも模索していただいたら
と思います。

近藤文化振興課長

検討したいと思います。

西原委員長

美須賀コミュニティプラザ用地の購入とありますが、現
在の美須賀コミュニティプラザの土地は借地ですか。

二宮社会教育課長

美須賀コミュニティプラザの隣接地となります。平成２
年の建築当時から購入計画はありましたが、建屋があり、
使用されておりました。今回条件が整いますので、購入し
て駐車場やイベント用地など多用途に使用するため購入
しようとするものです。

西原委員長

承認してよいか問う。

―各委員―

承認する。

西原委員長

神野体育振興課長

「議案第３号 今治市営スポーツランド条例の一部を改
正する条例制定について」説明を求める。
―今治市営スポーツランド条例の一部を改正する条例
制定について説明―

西原委員長
神野体育振興課長

西原委員長

艇の保管室の収容能力は何艇まで収納可能ですか。
シングル、ダブル、４人乗りがそれぞれ 26 艇収納可能
です。
結構大きい規模ですね。
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西原委員長

承認してよいか問う。

―各委員―

承認する。

西原委員長

「議案第４号 今治市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を
改正する条例制定について」説明を求める。

神野体育振興課長

―今治市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条
例制定について説明―

西原委員長

承認してよいか問う。

―各委員―

承認する。

西原委員長

次に「その他」を議題とする。何かあるか。

林総務課長

寄附採納について説明

丹下学校給食課長

「清水小学校バイキング給食試食会」の案内

西原委員長

午前１１時２５分閉会を宣す。

以上、会議の次第を記し、その相違ないことを証するため署名する。

吉良委員
髙橋教育長
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