第 ５ 回 教 育 委 員 会 会 議 録 （ 要 点 ）

日
場

時
所

出席委員

平成２８年３月２３日（水）午前１０時００分
庁舎第２別館 11 階 特別会議室２号
委員長 奥本 忠孝、委員 藤井 信子 、委員 篠宮 博幸 、
教育長 髙橋 実樹

欠席委員

委員 吉良 佳世

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

なし

議

題

第５回
(1)議案第 7 号
(2)議案第 8 号

平成 28 年度教育委員会一般方針について
今治市教育委員会に勤務する職員のうち特
別の勤務に従事する職員の勤務条件に関す
る規則の一部を改正する規則制定について
(3)議案第 9 号 今治市立学校管理規則の一部を改正する規
則制定について
(4)議案第 10 号 今治市立小中学校体育施設の管理に関す
る条例施行規則の一部を改正する規則制定
について
(5)議案第 11 号 今治市立幼稚園管理規則を廃止する規則
制定について
(6)議案第 12 号 今治市適応指導教室条例施行規則の一部
を改正する規則制定について
(7)議案第 13 号 今治市公民館条例施行規則の一部を改正
する規則制定について
(8)議案第 14 号 今治市立花カルチャーセンター条例施行
規則の一部を改正する規則制定について
(9)議案第 15 号 今治市美須賀コミュニティプラザ条例施
行規則の一部を改正する規則制定について
(10)議案第 16 号 今治市亀岡学習センター条例施行規則の
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(11)議案第 17 号
(12)議案第 18 号
(13)議案第 19 号
(14)議案第 20 号
(15)議案第 21 号
(16)議案第 22 号
(17)議案第 23 号
(18)議案第 24 号
(19)議案第 25 号
(20)議案第 26 号
(21)議案第 27 号
(22)議案第 28 号

(23)議案第 29 号
(24)議案第 30 号
(25)議案第 31 号
(26)議案第 32 号
(27)その他

奥本委員長

一部を改正する規則制定について
今治市開発総合センター条例施行規則の
一部を改正する規則制定について
今治市開発総合センター運営審議会規則
の一部を改正する規則制定について
今治市吉海学習交流館運営審議会規則制
定について
今治市地域住民学習センター条例施行規
則の一部を改正する規則制定について
今治市上浦盛研修センター条例施行規則
を廃止する規則制定について
今治市しまなみふれあい交流館条例施行
規則を廃止する規則制定について
今治市菊間陶芸館条例施行規則を廃止す
る規則制定について
今治市営体育館条例施行規則の一部を改
正する規則制定について
今治市営スポーツランド条例施行規則の
一部を改正する規則制定について
今治市営運動場条例施行規則の一部を改
正する規則制定について
今治市 B&G 海洋センター条例施行規則の
一部を改正する規則制定について
今治市立学校運動場夜間照明施設条例施
行規則の一部を改正する規則制定につい
て
今治市指定文化財の指定について
今治市スポーツ推進委員の委嘱について
今治市奨学生選考委員会委員の委嘱につ
いて
教育委員会職員の人事について

午前１０時００分、開会を宣す。
本日は、篠宮委員が就任し、新しい体制での初めて
の定例会のため、出席者の皆さんに自己紹介をお願い
したい。
（出席者全員が自己紹介を行う。）

奥本委員長

第２、３、４回会議録を承認してよいか問う。
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―各委員―

承認する。

奥本委員長

会議録の署名委員に藤井委員、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

まずインフルエンザについて報告します。だいぶ落ち着
いてきましたが、まだ依然として市内でインフルエンザに
かかっている児童・生徒数は 81 名おり、様子を見守って
いきたいと思います。
３月議会の報告をいたします。私の方は、古川孝利議員、
谷口芳史議員、平田秀夫議員から質問がありました。
古川議員の質問は、「就学援助について」で、８つの質
問がありました。本市の就学援助率は全国や愛媛県平均と
比べてどうなのか、就学援助に関する周知方法について、
要保護者と準要保護者への支援内容について、就学援助率
の推移について、案内文について、提出先について、申請
書の配布方法について、制度の周知徹底についてどうして
いるのかという質問でした。
このことに対し、 全国の平均 が 15.42 ％、愛媛県が
11.60％、本市が 9.13％であり、文部科学省が示している
数字の 7％よりは上であるが、全体的に低い傾向であるこ
と。小学校の入学時の保護者説明会で制度の説明をし、希
望する保護者に学校に申し込んでいただく方法をとって
いる。在校生に対しては、学級担任が家庭環境の把握に努
め、経済状況に不安が見られる場合には、保護者に制度の
内容を説明し、利用を促す配慮をしています。４月からは
新入時及び学年進級時に全校児童生徒に案内文を配布す
る準備をしています。学用品費が小学校１万円あまり、中
学校２万円あまり、その他に校外活動費、給食費、医療費
の実費を補助しております。学用品費については、自作の
資料を使うなどできるだけ家庭の負担軽減を図り、チェッ
クをしながら進めています。今治市の推移については、平
成 12 年度 3.67％、17 年度 6.48％、22 年度 8.75％と推移
しております。案内文については、これまでは各学校でそ
れぞれ作成していましたが、教育委員会で統一した案内文
を作成し、新入学時、学年の進級時にすべての保護者に配
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布する準備をし、この４月から配布する予定です。提出先
は担任や学校の事務室など、保護者の意向にそって進めて
いきたいと思います。申請書については、他市の状況等を
ふまえながら対応していきたい。このような制度があるこ
との周知徹底を図ってまいりたいと答弁しました。
谷口議員からは、
「生活習慣病について」の質問でした。
このことについては、規定は無いのですが、今治市では小
学校４年生及び中学校１年生を対象に身体測定、血圧測
定、血液検査等の検査を行っており、平成 27 年度には、
小学校４年生 1208 人のうち、医学的管理が必要 20 人、経
過観察 77 人でした。中学校 1 年生は 1226 人のうち、医学
的管理が必要 15 人、経過観察が 70 人でした。１学期懇談
会で、学級担任・養護教諭・栄養教諭・学校栄養職員・市
栄養士等が連携して、保護者及び本人に個別指導を行い、
継続指導をしているところです。
平田議員の質問は「学校教育について」で、特別支援教
育に係る合理的配慮についての質問と学校におけるＩＣ
Ｔの整備状況についての質問がありました。
文部科学省作成の「教育支援資料」を基に、障がい種別
ごとの合理的配慮の観点及び具体例を一覧表にまとめ、各
学校に配布をしております。そして特別支援教育主任会、
特別支援教育コーディネーター研修、今治市特別支援連携
協議会等において、教職員、関係者に研修を行い、理解を
深めているところです。個別の指導計画や教育支援計画を
作成し、一人ひとりの特性や障がいの度合いにあわせた支
援に努め、より一層充実させていきたいと思っておりま
す。
次に、ＩＣＴについては、文部科学省において、よりよ
い学習機会の提供のため次期学習指導要領の改定に取り
組んでいます。ＦＣ今治の岡田オーナーから中央教育審議
会委員で静岡大学学術院の益川准教授と 21 世紀型スキル
教育に取り組んでみないかとの提案があり、８月 29 日波
方公民館でシンポジウムを開催し、その結果、取り組むこ
とになりました。モデル校に北郷中学校、波方小学校、波
止浜小学校を指定をし、その中でＩＣＴの整備についても
研究することになっております。また今治教育研究所で
も、愛媛大学との連携で、特別支援教育でのＩＣＴの活用
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について研究を進めております。より効果的な活用方法に
ついて研究してまいりますと、答弁しました。
鎌田事務局長

私から、３月定例市議会での答弁の概要について報告い
たします。
まず、平田議員質問の学校教育についてのうち、平成 28
年度当初予算、教育費について、一般会計に占める教育費
の割合が６.７％という数字をどの様にとらえているのか
との質問に関し、市長から、小・中学校施設の耐震化工事
や国体関連施設の整備の終了、あるいは学校の統廃合によ
る施設集約の結果によるものであると考えております。平
成２８年度には、耐震化率１００パーセントとなる見込み
となり、今後も、子どもたちの安心・安全を第一に、屋内
運動場の吊り天井の落下防止対策を始め、教育環境の整備
に引き続き取組んでまいります。これからの今治市の未来
を担う子どもたちが、豊かな人間性を備え、たくましく育
つことができるよう、今後とも、教育推進のための予算は、
しっかりと注視し確保をしてまいりますと、答弁いたしま
した。
次に、「小・中学校のトイレの設置状況について」現在
の今治市立小学校 26 校、中学校 15 校のトイレの洋式化率
が小学校 21.11%、中学校 24.83%と低いにうえに、新しい
学校と洋式化率の進んでいない古い学校との差があまり
にも大きいことを捉え、現在の洋式化率をどのように思
い、今後どう取り組んで行くのかという質問に対し、私か
ら、市内小中学校トイレの整備方針について、和式トイレ
で用を足すことができない子どもに配慮して各階に１基
の洋式トイレを整備するように努力いたしております。未
だに実現できておりませんが、今後も努力してまいる所存
です。学校による格差については、新築や大規模改修の際
には出来るだけ洋式トイレの整備に努めた結果、生じたも
のです。今後も改修等に併せて、トイレの洋式化に取組ん
でまいりたいと思います。教育施設全体でみますと、まだ
耐震化に未着手の施設がございます。予算と人員に制限の
ある中、市民の安全・安心を最優先事項とし、事業の優先
順位を考慮しながら整備してまいりますので、ご理解賜り
ますようお願いいたしますと、答弁いたしました。
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さらに、多目的トイレのない学校があるが、災害等の際
に高齢者や障がい者等がトイレを利用することを考える
と、最低でも、各学校の１階に多目的トイレを整備すべき
だと考えるが、どの様に考えるのか、の問いに関して、教
育委員会においては、学校運営に必要な施設や設備の整備
を行っております。そのため、多目的トイレを必要とする
児童・生徒が予定される場合には、整備を行っている所で
す。学校は避難所として指定されておりますので、避難所
としては多目的トイレも必要だろうと思います。また、災
害用備蓄物資として、関係部門において、老人向けの簡易
トイレ等の整備を進めておりますと、答弁いたしました。
さらに、
「1 番近い学校改修は何年先か」との問いに対し、
現段階での計画でございますが、平成 29 年度を目標に国
の補助等を得まして、校舎の施設整備を進めてまいりたい
と考えておりますと、答弁いたしました。
さらに、「洋式トイレ 1 基の予算」はどれ位かのお尋ね
に対し、改修施設の状況や、電気設備工事等付帯工事の有
無によりまして、一律に予算額をお答え申しあげる事が難
しいところですが、最近施行した箇所の整備金額を参考に
申しあげますと、洋式トイレ 1 基で概ね 75 万円ほどの経
費が必要ではないかと考えておりますと、答弁いたしまし
た。
藤井委員

補助の件ですが、学用品が小学校では１万円あまり、中
学校で２万円あまりとありましたが、この学用品というの
は、個人の文具等ではなく、プリントなど学校が用意する
もののことですか。また、この金額は学期ごとですか、年
間ですか。

髙橋教育長

藤井委員

年間です。この学用品とは、副読本、理科の組み立て教
材、テスト類などのことです。必要な物は絶対買わなけれ
ばなりませんが、教材はセットではなく木材を購入して作
ったり、テストは既製品ではなく先生が作ったテストで対
応するなど、負担軽減をお願いしているところです。
副教材のことですね。
もう１点、特別支援教育に係る合理的配慮の「合理的」
6

とはどういうことですか。
髙橋教育長

障がいのある方が、健常者と同じように活動できるため
の配慮であり、個人個人によって違い、その子供にとって
本当に必要な物は何か考え、用意してあげることだと思い
ます。
〈議題審議〉

奥本委員長

議題の審議に入る。「議案第 7 号 平成 28 年度教育
委員会一般方針について」説明を求める。

林総務課長

―議案第 7 号
て説明―

平成 28 年度教育委員会一般方針につい

奥本委員長

この予算で、耐震化は完了ということですか。

林総務課長

校舎の構造部分の耐震化につきましては、平成 27 年 12
月議会で予算を承認いただき、それを繰越という形で今年
度執行させていただき、平成 28 年度で完了する予定です。
その他、屋内運動場の吊り天井の落下防止対策など、耐震
化に伴う学校の環境整備等に着手してまいりたいと考え
ております。

藤井委員

文化振興事業の中で、公共ホール音楽活性化事業支援事
業 1,287 千円とありますが、コンサート１回に対する予算
でしょうか。

近藤文化振興課長

市内４小・中学校で演奏した後、中央公民館でコンサー
トを実施するという形を考えております。

藤井委員

今年度の白石光隆さんのコンサートと同じ事業ですね。

奥本委員長

給食施設も年々改修が出ていますが、これも順番がある
わけですか。

丹下学校給食課長

このドライ化床改修工事につきましては、桜井調理場の
みが未実施でしたので、今回の改修工事で、すべての調理
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場のドライ化が完了することになります。
奥本委員長

承認してよいか問う。

―各委員―

承認する。

奥本委員長

議案第 8 号から第 28 号までは、規則の改正及び廃止等
の議案となっているため、担当課ごとにまとめて説明をお
願いする。
それでは「議案第 8 号 今治市教育委員会に勤務する職
員のうち特別の勤務に従事する職員の勤務条件に関する
規則の一部を改正する規則制定について」から「議案第 10
号 今治市立小中学校体育施設の管理に関する条例施行
規則の一部を改正する規則制定について」までの３議案に
ついて一括して説明を求める。

林総務課長

―議案第 8 号

今治市教育委員会に勤務する職員のうち

特別の勤務に従事する職員の勤務条件に関する規則の一
部を改正する規則制定について説明―
―議案第 9 号 今治市立学校管理規則の一部を改正する
規則制定について説明―
―議案第 10 号 今治市立小中学校体育施設の管理に関
する条例施行規則の一部を改正する規則制定について説
明―
奥本委員長

この使用しなくなる体育館施設については、管財課に移
っているわけですか。

林総務課長

所管につきましては、教育委員会が所管しています。

奥本委員長

承認してよいか問う。

―各委員―

承認する

奥本委員長

「議案第 11 号 今治市立幼稚園管理規則を廃止する規則
制定について」、「議案第 12 号 今治市適応指導教室条例
施行規則の一部を改正する規則制定について」一括して説
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明を求める。
益田学校教育課長

―議案第 11 号 今治市立幼稚園管理規則を廃止する規
則制定について説明―
―議案第 12 号 今治市適応指導教室条例施行規則の一
部を改正する規則制定について説明―

奥本委員長

承認してよいか問う。

―各委員―

承認する

奥本委員長

「議案第 13 号 今治市公民館条例施行規則の一部を改
正する規則制定について」から「議案第 22 号 今治市し
まなみふれあい交流館条例施行規則を廃止する規則制定
について」までの 10 議案について一括して説明を求める。

二宮社会教育課長

―議案第 13 号

今治市公民館条例施行規則の一部を改

正する規則制定について説明―
―議案第 14 号 今治市立花カルチャーセンター条例施
行規則の一部を改正する規則制定について説明―
―議案第 15 号 今治市美須賀コミュニティプラザ条例
施行規則の一部を改正する規則制定について説明―
―議案第 16 号 今治市亀岡学習センター条例施行規則
の一部を改正する規則制定について説明―
―議案第 17 号 今治市開発総合センター条例施行規則
の一部を改正する規則制定について説明―
―議案第 18 号 今治市開発総合センター運営審議会規
則の一部を改正する規則制定について説明―
―議案第 19 号 今治市吉海学習交流館運営審議会規則
制定について説明―
―議案第 20 号 今治市地域住民学習センター条例施行
規則の一部を改正する規則制定について説明―
―議案第 21 号 今治市上浦盛研修センター条例施行規
則を廃止する規則制定について説明―
―議案第 22 号 今治市しまなみふれあい交流館条例施
行規則を廃止する規則制定について説明―
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奥本委員長

これらは、公の施設等の見直しのＥ判定の施設ですね。
今後、これらの施設については教育委員会の所管として抱
えていくのですか。

二宮社会教育課長

３月末で廃止した上で、教育委員会で所管し続ける方針
です。その中でも一部は自治会等の地元の団体で活用して
いただく施設もあります。

奥本委員長

承認してよいか問う。

―各委員―

承認する

奥本委員長

「議案第 23 号

今治市菊間陶芸館条例施行規則を廃止す

る規則制定について」説明を求める。
近藤文化振興課長

―議案第 23 号 今治市菊間陶芸館条例施行規則を廃止
する規則制定について説明―

奥本委員長

承認してよいか問う。

―各委員―

承認する

奥本委員長

「議案第 24 号 今治市営体育館条例施行規則の一部を
改正する規則制定について」から「議案第 28 号 今治市
立学校運動場夜間照明施設条例施行規則の一部を改正す
る規則制定について」までの 5 議案について一括して説明
を求める。

神野体育振興課長

―議案第 24 号 今治市営体育館条例施行規則の一部を
改正する規則制定について説明―
―議案第 25 号 今治市営スポーツランド条例施行規則
の一部を改正する規則制定について説明―
―議案第 26 号 今治市営運動場条例施行規則の一部を
改正する規則制定について説明―
―議案第 27 号 今治市 B&G 海洋センター条例施行規則
の一部を改正する規則制定について説明―
―議案第 28 号 今治市立学校運動場夜間照明施設条例
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施行規則の一部を改正する規則制定について説明―
篠宮委員

夜間照明施設については、老朽化といった理由で廃止す
るのですか。

神野体育振興課長

老朽化、利用の頻度、他の施設との代替性などが理由と
なっています。

奥本委員長

承認してよいか問う。

―各委員―

承認する

奥本委員長

「議案第 29 号

今治市指定文化財の指定について」説明

を求める。
近藤文化振興課長

―議案第 29 号

今治市指定文化財の指定について説明

―
奥本委員長
近藤文化振興課長

今治市の指定文化財は何件くらいありますか。
指定文化財の件数ですが、国に関しては 104 件、県に関
しては 43 件、市に関しては 333 件、合計 480 件となりま
す。

奥本委員長

承認してよいか問う。

―各委員―

承認する

奥本委員長

「議案第 30 号 今治市スポーツ推進委員の委嘱について」
説明を求める。

神野体育振興課長

―議案第 30 号
て説明―

奥本委員長

スポーツ推進委員が全員集まるような機会などありま
すか。
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今治市スポーツ推進委員の委嘱につい

神野体育振興課長

今治市スポーツ推進委員連絡協議会という組織を作っ
ており、理事会、総会、県や四国の研究会出席、研修会開
催、スポーツイベントの受託など多岐にわたる活動をいた
しております。

奥本委員長

えひめ国体のお手伝いなども、お願いすることになりま
すか。

神野体育振興課長

スポーツ推進委員さんは、各種目協会の役目を持ってお
られる方もおり、種目協会からの要請もあると思います
が、いずれはスポーツ推進委員さんを対象とした要請も出
てこようかと思います。

奥本委員長

承認してよいか問う。

―各委員―

承認する

奥本委員長

「議案第 31 号 今治市奨学生選考委員会委員の委嘱につ
いて」説明を求める。

林総務課長

―議案第 31 号
ついて説明―

今治市奨学生選考委員会委員の委嘱に

奥本委員長

承認してよいか問う。

―各委員―

承認する

奥本委員長

「議案第 32 号
求める。

教育委員会職員の人事について」説明を

林総務課長

―議案第 32 号

教育委員会職員の人事について説明―

奥本委員長

承認してよいか問う。

―各委員―

承認する

奥本委員長

次に「その他」を議題とする。何かあるか。
12

益田学校教育課長

「今治市教育委員会特定事業主行動計画の策定につい
て」及び「今治市立学校における障がいを理由とする差別
の解消の推進に関する対応要領の策定について」報告

林総務課長

３月定例市議会に提出されました市の「給与」、
「勤務時
間」等の条例改正及び人事異動に伴う組織、機構の改革等
により、３月末までに予定されております市の諸規則・規
程の改正に伴い、それに関係する教育委員会諸規則、規程
の改正等が必要となります。そのため、こちらの案件につ
きましては、持ち回りにて対応させていただきたいと思い
ます。なお４月の定例教育委員会において再度ご報告させ
ていただきたいと思いますので、ご了解いただきますよう
お願い申し上げます。

奥本委員長

午前１１時２０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。

藤井委員
髙橋教育長
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