第 １ ０ 回 教 育 委 員 会 会 議 録 （ 要 点 ）

日
場

時
所

平成２８年６月７日（火）午後２時００分
庁舎第２別館 11 階 特別会議室２号

出席委員

委員長 奥本 忠孝 、委員 藤井 信子 、委員 吉良 佳世、
委員 篠宮 博幸 、教育長 高橋 実樹

欠席委員

なし

会 議 に 出席した 者 事務局長 新居田 昌彦 、総務課長 林 秀樹 、
の職･氏名

学校教育課主幹 高橋 隆司 、社会教育課長 八木 輪吾 、
文化振興課長 真部 春樹 、体育振興課長 神野 秀夫 、
学校給食課長 丹下 義人 、総務課課長補佐 安藤 透水江

傍聴人

一般

議

題

1名

第１０回
（１） 議案第 43 号

平成 28 年度教育費補正予算について

（２） 議案第 44 号

今治市公民館運営審議会委員の委嘱に
ついて

（３） 議案第 45 号

今治市立花カルチャーセンター運営審
議会委員の委嘱について

（４） 議案第 46 号

今治市美須賀コミュニティプラザ運営
審議会委員の委嘱について

（５） 議案第 47 号

今治市開発総合センター運営審議会委
員の委嘱について

（６） 議案第 48 号

今治市図書館運営審議会委員の委嘱に
ついて

（７） 議案第 49 号

今治市視聴覚ライブラリー運営委員会
委員の委嘱について

（８） 議案第 50 号

今治市学校給食運営審議会委員の委嘱
について

（９） その他
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奥本委員長

午後２時００分、開会を宣す。
第 8 回及び第 9 回会議録を承認してよいか問う。

―各委員―

承認する。

奥本委員長

高橋教育長

会議録の署名委員に藤井委員、吉良委員を指名する。
教育長の報告を求める。
今日は４点ご報告いたします。
まず、１点目です。学校訪問お世話になっております。
今までの学校訪問で嬉しいことがございました。
平成２８年度どの学校もいいスタートができています。
特に、授業改善ができていること、また、学校によっては
名前を呼ばれたら、返事がきちんとできるよう学習訓練を
しっかり進めながら学力の向上を目指していこうという
形で話をさせてもらっております。
教育委員さんも学校訪問された際に、気づいたことをし
っかりと伝えて頂いていますが、地域の声とか色々なお声
がありましたら教えて頂き、学校教育をしっかりと進めて
いきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしま
す。
２点目です。
春の運動会、今までは教育委員会では秋に決めておりま
すが、第３日曜日が中学校、第４日曜日が小学校という形
ですが、耐震工事をする中で、夏休みに大規模な工事をし
ますので、秋に運動会を開催しにくいということで春に運
動会をする学校がございます。
今年度は、５月の２２日に５校、乃万小、九和小、大西
小、上浦小、大三島小が実施を致しました。２９日には、
別宮小、日高小、鳥生小、近見小の４校が運動会を開催し
ました。
私もこの５月の運動会は新一年生にとって負担が大き
いのではないかと思っておりましたが、すべての学校で、
一年生も飛んだり、はねたり、走ったりと高学年に混じっ
て頑張って元気に運動をしておりました。
ただ、学校に聞きましたら、運動会を通じて集団生活が
身について学校生活がスムーズにいく学校と、少しスムー
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ズにできてない学校もあるようですので、そこはチーム学
校で教職員が意識統一して、いい方向にもっていけるよう
にお願いをしました。
来年は愛媛国体が秋にございますので、小学校も中学校
も春の運動会になるのではないかと予測しております。
校長会等で現在話し合いを進めているところですので、
春に開催するのであれば運動会の意義をしっかりと持っ
て指導してもらうようにお願いしていく所存です。
３点目です。波方小学校調理場についてです。
５月３０日午前７時半頃最初に給食室に入室した調理
員がゴキブリの捕獲器にねずみの毛がついているのを発
見しました。学校給食の安全安心のために、そこでの調理
をやめて、隣の近見小学校の調理場が運動会の翌日で空い
ておりましたので、調理員が近見小学校調理場に行き、そ
こで食材を調理して対応しました。
やはり、学校給食は安全安心であるということと、継続
性があるということがポイントでありますので、欠食のな
いように近見小学校の調理場で２日、その後給食センター
で調理して子ども達に迷惑をかけないよう学校給食課総
力を挙げて対応しているところです。学校給食課長のほう
から報告がございますが、安全確認をしっかり取って、対
応していく所存です。
４点目でございます。あとで担当から説明がございます
が、今年度の愛媛県市町教育委員会連合会定期総会が、７
月１５日にございます。今回は今治市で開催されます。で
きるだけ教育委員さんには参加して頂きたいと思います。
７月１５日午前１０時半から愛らんど４階で予定してお
ります。案内状を机上に置いておりますのでご確認して頂
き、ご回答をお願いします。
以上です。よろしくお願いします。

奥本委員長

〈議題審議〉
議題の審議に入る。「議案第 43 号 平成 28 年度教
育費補正予算について」説明を求める。

林総務課長
－「議案第 43 号
八木社会教育課長 いて」説明－
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平成 28 年度教育費補正予算につ

真部文化振興課長

奥本委員長

文化庁の補助金は３年間程は要望できるのでしょう
か。

真部文化振興課長

ヒアリングに行って参りましたが、３年間というの
は約束事ではないとのことです。財務省の確約をもら
ってはおりませんが、文化庁としては３年間の事業と
したい意向です。３年間の対象事業となるとこちらも
思っております。
また、事業について、初年度、次年度、３年度と事
業費が減っていくようなイメージを文化庁は持ってい
て、初年度に大きな額をつけてくれるようなイメージ
を持っております。

奥本委員長

予算内訳ですが、３館で平等に同じ金額ですか。そ
れとも、積み上げている金額はわかるのですか。

真部文化振興課長

それぞれ所蔵品の浮世絵などを細密画像データ化す
る金額にかなり要しますので、３館平等とはなりませ
ん。主に大三島美術館の所蔵品が多いので、大三島美
術館が一番多くなります。結果として対象の絵が大三
島に多いということでそういう結果になります。

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 44 号 今治市公民館運営審議会委員の委嘱
について」から「議案第 49 号 今治市視聴覚ライブラ
リー運営委員会委員の委嘱について」まで説明を求め
る。

八木社会教育課長

－「議案第 44 号 今治市公民館運営審議会委員の委
嘱について」から「議案第 49 号 今治市視聴覚ライブ
ラリー運営委員会委員の委嘱について」まで説明－
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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

丹下学校給食課長

「議案第 50 号 今治市学校給食運営審議会委員の委
嘱について」説明を求める。
－「議案第 50 号

今治市学校給食運営審議会委員の

委嘱について」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」を議題とし、説明をもとめる。

林総務課長

「寄附採納報告」について説明

真部文化振興課長

丹下学校給食課長
林総務課長

奥本委員長

「今治市伊東豊雄建築ミュージアムトークイベント」に
ついて説明
「波方小学校調理場給食中止」について説明
「平成 28 年度愛媛県市町教育委員会連合会定期総会」
について説明
午後２時３９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
吉良委員
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