第 １ ７ 回 教 育 委 員 会 会 議 録 （ 要 点 ）

日
場

時
所

平成２８年１２月７日（水）午前１０時００分
庁舎第１別館１０階 入札室

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 、総務課長補佐 青井 弘憲 、
の職･氏名

学校教育課長 益田 哲郎 、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 16 回
（１） 議案第 63 号

平成 28 年度教育費補正予算について

（２） 議案第 64 号

今治市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
（３） 議案第 65 号

今治市営運動場条例の一部を改正する

条例制定について
（４） 議案第 66 号

今治市立学校給食調理場条例の一部を

改正する条例制定について
（５） 議案第 67 号

教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価について
（６） 議案第 68 号

今治市公民館運営審議会委員の委嘱に

ついて
（７） 議案第 69 号

今治市体育施設等の指定管理者の指定

について
（８） その他

奥本委員長

傍聴について確認する。
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―各委員―

異議なし

奥本委員長

異議なしと認め、傍聴を許可する。
（傍聴人入場）

奥本委員長

午前１０時０１分、開会を宣す。
第１５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

会議録の署名委員に藤井委員、高橋教育長を指名す
る。教育長の報告を求める。

高橋教育長

まず、１点目です。前回の教育委員会から昨日までの子
ども達の行事について報告いたします。
１１月も色々な行事がございました。その中で、主だっ
たものをご説明いたします。
１１月４日、四国理科教育研究大会愛媛今治大会が、乃
万小学校で開催されました。四国の理科の先生方が集ま
り、授業公開や今後の理科教育のあり方について話し合い
ました。現在言われているアクティブラーニング的な授
業、理科でいいますと、問題解決的な学習をしっかりすす
めていることが、新しい学習指導要領のアクティブラーニ
ングにつながっているので、今のやり方を今後もしっかり
と実施していってほしいというお褒めの言葉をいただき
ました。安心しましたし、今後もしっかりすすめていきた
いと考えております。
１１月８日には、愛媛県幼保小連携教育訪問が日高小学
校で開催されました。これは、日高校区内の幼稚園、保育
所、日高小学校が連携を図ることを目的として開催しまし
た。これは、保育園や幼稚園でここまでやっている、それ
を受けて小学校でどうやって発展していくかということ、
また、小学校入学時にこういうことを気をつけて実施して
いるから、幼稚園や保育園もこういうことを気をつけてご
指導してほしいという、子どもの発達をしっかり支えてい
こうと話し合いを実施しました。
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１１月１０日、１１日に第６５回今治市小中学校音楽会
が開催されました。子ども達が今治市公会堂の舞台上で合
唱や合奏という経験やお互いの学校のよさを伝える、次年
度に向けて音楽のよさを伝えていこうという大会でござ
います。
１１月１７日、ものづくり体験講座を大島中学校で開催
しました。今治は海運のまちであることから、船がどう造
られているか、弓削商船学校の航海体験を通じて、今治の
産業、ものづくりをしっかりと子ども達に味わってもらい
たいということで毎年持ちまわりで各学校において実施
しております。
１１月１８日、仲よし学習発表会をグリーンピア玉川で
実施しました。障がいのある子ども達が、１０月には仲よ
し運動会、そして、この１１月１８日には学習発表会とい
うことで歌や劇を皆さんの前で披露しました。最近は、少
人数の学校もありますので近隣校でグループをつくり、
色々な人との交流を図りながら、自分たちも楽しみ、見る
人にも楽しんでもらおうという目的で実施しております。
１１月２２日、教科等研究協議会を開催しました。３年
に１回、今治方式といいまして、１年目は研究大会の目標
をつくり、２年目がこの教科研究会を実施、３年目が発表
という形になります。それぞれの教科において、今自分達
がどのような方向ですすめていくかということをしっか
りと学ぼうと、小学校教員もすべての教科を教えますが専
門をもってしっかり学んでいこうという形で、愛媛大学の
先生にご指導いただきながら、それぞれの教科の方向性や
確かめをおこないました。
１１月２９日、今治市特別支援教育コーディネーター連
絡会は、特別支援教育はインクルーシブ教育に向かってい
く、子どもひとりひとりに対応した教育をどのようにすす
めていくか、そのひとりに対して色々な人が関わりながら
医療関係等色々な分野の人と情報交換しながらその子の
成長をどうはかっていくか、コーディネーターとしての役
割をしっかりと勉強していくことを目的として開催しま
した。
同日、２１世紀教育授業研修会が、これからの授業のあ
り方をテーマに波止浜小学校で開催されました。静岡大学
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の益川准教授の指導の下、私たちが目指す方向を色々な角
度から視野を広げるということを目的として、波止浜小学
校、波方小学校、北郷中学校を指定校として研究を行って
おります。
１２月２日、教頭会、１２月６日、第９回愛媛県中学校
体育連盟研究大会が玉川中学校とグリーンピア玉川で開
催されました。県内の体育専門の教師が約２００人集ま
り、玉川中学校での体育の授業を見学、そして、グリーン
ピアで運動の２極化をテーマに、学校体育の授業のなかで
将来にわたってスポーツに親しむ子どもをつくっていく
ための体育のあり方を大学の先生にもご参加頂き討議し
ました。
２点目です。
平成２７年度に学校統合をした吹揚小学校、大島中学
校、大三島中学校が２年目に入ります。統合したことによ
りクラスの人数が増え切磋琢磨しながら、勉強や運動に頑
張っております。しかし、来年度からは少し様子が変わり
まして、吹揚小学校は１学年が２～３学級、２学級に近づ
いております。大島中学校は、全て２学級でしたが、来年
度の新入生から１学級になります。大三島中学校は１学級
です。いろいろな所で学校統合をいわれますが、地域の方
が子ども達のことを考えて早く統合に賛同してくれたお
陰でしっかりと子ども達のフォローができております。
前年度統合した朝倉小学校、日吉中学校ですが、朝倉小
学校においても１学級の学校編成です。日吉中学校は、学
年を通して５学級の編成になっております。
別宮小学校は、近見中学校と日吉中学校に進学するので
すが、近見校区の人が日吉中学校に入学したいと希望があ
り、結構日吉中学校の人数が増えてきています。適正な修
学指導をすすめていきたいと考えております。
３点目、いじめについてです。
９月３日の名古屋市、１１月５日の青森、１１月１０日
の横浜市等最近の主な事例を紹介。
１１月２８日の上島町中学校３年生女子のいじめの報
道を聞き驚きました。
どの学校にも多岐にわたる問題があるが、チーム学校と
して子ども達のフォローを誠心誠意していきたいと考え
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ております。
校内をはじめ、保護者や地域、関係機関との連携をしっ
かりとり、子どもの支援にあたっていくように、先の教頭
会でも先生方にお伝えしました。子どもの命を守りきると
いう原点に立ち返り、危機意識を持って対応し、命を輝か
せるための教育に最大限の努力をしてまいりたいと考え
ております。今治でも１０年前に子どもさんが自ら命を絶
つということがございました。このことをしっかりと受け
止め、毎年、校長会や教頭会でも繰り返しお伝えをし、気
をつけております。今もいじめはゼロになっておりませ
ん。何件かありますが、できるだけ早く解決をし、乗り越
え、逞しく生きていけるようみんなでサポートしていると
ころです。また、解決後も定期的に声がけをしております。
４点目はいのしし情報です。最近多くの情報が市内一円
にでており、昨日も今治南高校のグラウンドに出没しまし
た。近隣の小中学校に連絡をして登下校に気をつけるよう
に連絡をしました。まだ、捕獲されておりませんので、し
っかりと対応していきます。
５点目です。インフルエンザがまた流行をしておりま
す。他市では学級閉鎖という学年もございますが、今治で
はそう多くはございません。今後の流行に備え、手洗い、
うがい、マスク、栄養、睡眠をしっかりととるように指導
して参りたいと考えております。
奥本委員長

青井総務課長補佐

〈議題審議〉
議題の審議に入る。「議案第 63 号 平成 28 年度教
育費補正予算について」説明を求める。
－「議案第 63 号

平成 28 年度教育費補正予算につい

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 64 号 今治市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」から「議案第 65 号 今治
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市営運動場条例の一部を改正する条例制定について」
まで説明を求める。
神野体育振興課長 －「議案第 64 号 今治市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」から「議案第 65 号 今治
市営運動場条例の一部を改正する条例制定について」
まで説明－
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 66 号

今治市立学校給食調理場条例の一部

を改正する条例制定について」説明を求める。
丹下学校給食課長

－「議案第 66 号 今治市立学校給食調理場条例の一
部を改正する条例制定について」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 67 号 教育に関する事務の管理及び執行の
状況の点検及び評価について」説明を求める。

青井総務課長補佐

－「議案第 67 号 教育に関する事務の管理及び執行
の状況の点検及び評価について」説明－

奥本委員長

Ｐ３８、Ｐ３９の決算額の合計はどこかにでていま
すか。

青井総務課長補佐

合計の記載はございません。

奥本委員長

承認してよいか問う。

－各委員－

承認する。
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奥本委員長

「議案第 68 号 今治市公民館運営審議会委員の委嘱
について」説明を求める。

八木社会教育課長

－「議案第 68 号 今治市公民館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

「議案第 69 号 今治市体育施設等の指定管理者の指
定について」説明を求める。

神野体育振興課長

－「議案第 69 号 今治市体育施設等の指定管理者の
指定について」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

次に「その他」を議題とし、説明を求める。

青井総務課長補佐

「寄附採納報告について」説明。

八木社会教育課長

「成人式について」説明。

吉良委員

越境通学できる場合とはどのような場合でしょうか。

高橋教育長

いじめを理由とする場合と、中学校の場合、進学先に希
望する部活動がない場合に越境通学を認めております。

吉良委員

祖父母宅が希望する校区にあれば越境通学できると聞
きます。また、波止浜小学校と波方小学校は校区が入り乱
れているらしく、距離的に遠い学校が校区で、校区じゃな
い学校が近いので、越境通学を希望したら却下されたと聞
きました。位置的問題はないけど、祖母宅が希望校区内に
あれば許可されてと、あれはどうにかならないのかという
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意見を聞きました。
高橋教育長

吉良委員
高橋教育長

子どもの住所のある学校に進学することが基準です。
祖父母宅に住所を移して進学するケースもございます
ので、申請があればしっかりと対応していきたいと考えて
おります。
住所を移したらということですね。
そうです。それから、波止浜、波方も校区制があります
ので、それが基準になります。ただ、旧波方町と旧今治市
が協定を結ぶときに、北郷中学校の組合を設立しました。
一部の地域において、校区の選択をできる地域もござい
ますが、そこは最初に申し合わせた形で運用しておりま
す。近年では、吹揚小学校の旧城東小学校の一部が校区は
立花中学校ですが、希望により日吉中学校を選択できると
ころも話し合いのなかで一部あります。
基本は住所のある学校に行く、しかし、理由があるとき
は、一部選択できる場合があります。なにもないのに、校
区外の学校に入学できるということはございません。

吉良委員

わかりました。

奥本委員長

午前１０時５１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
高橋教育長
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