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６ 会議の概要

＜教育長の一般報告＞
＜報告＞
報告第６号

専決処分の報告について（平成２７年度補正予算
［第２号］の議案送付について）

＜議案＞
議案第２８号

新居浜市社会教育委員の委嘱について

議案第２９号

新居浜市立公民館運営審議会委員の委嘱につ
いて

議案第３０号

新居浜市交流センター運営審議会委員の委嘱
について

議案第３１号

新居浜市スポーツ推進審議会委員の委嘱につ
いて

議案第３２号

新居浜市文化財保護委員の委嘱について

議案第３３号

新居浜市市民文化センター運営審議会委員の
委嘱について

議案第３４号

新居浜市立郷土美術館協議会委員の任命につ
いて

議案第３５号

新居浜市共同調理場運営委員会委員の委嘱又
は任命について

＜いじめ、不登校等生徒指導関係について＞
＜その他＞
平成２７年度教科書採択について
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長野委員長

それでは定刻がまいりましたので、ただ今から平成２７年第６回
新居浜市教育委員会定例会を開催いたします。
本日の会議録署名委員は、宮内委員さん、伊藤委員さんにお願い
いたします。会期は本日限りといたします。
平成２７年第５回定例会会議録承認は、三木委員さん、宮内委員
さんにご署名をいただいております。
それでは、教育長さんの一般報告をお願いいたします。

阿部教育長

それでは、一般報告を行います。資料の２ページをご覧ください。
５月の主な行事についてご報告いたします。
１４日 第２０回オープントーナメント・グランドチャンピオン
決定戦全日本少年少女空手道選手権大会に出場することになった、
岡田大和選手（中萩小３年）・市原滉大選手（角野中１年）が市長
表敬訪問を行い、大会参加への抱負を語ってくれました。
１５日 新居浜市議会臨時会が開催されました。
新居浜ユネスコ協会定期総会が開催され、教育委員会が取り組ん
でいるユネスコスクール活動とＥＳＤ活動の経過を報告しました。
１６日

平成２７年度新居浜市ＰＴＡ連合会定期総会が、『すべ

ては子どもたちのために』～育ちゆく子どもたちの心と身体の環境
づくり～を、スローガンとして開催されました。また、これまで会
員としてＰＴＡ活動に貢献された方々の表彰や各校の広報紙のコ
ンクール表彰、市教育委員会から平成２７年度の学校教育の指針の
説明が行われました。新会長として川東中学校所属の永易泰蔵氏が
選出され、新たな体制で活動が行われることになりました。
１７日 校区運動会が、市内１２公民館で、三世代の交流を目的
に、和気あいあいの雰囲気の中で、地域の方々が多数参加され実施
されました。浮島小学校では、５月のこの日に校区全体の運動会と
して「笑顔いっぱい 元気いっぱい 力の限り走りぬけ」のスロー
ガンのもとに実施されました。地域によっては、防災訓練もかねて、
昼食前に防災児童引き渡し訓練を取り入れたり、郷土芸能を演技種
目に取り入れている地区も見られました。また、各会場で中学生が、
スタッフの一員として活躍している姿を見ることができ、学校と地
域の連携が育ちつつあることを実感することができました。
２１日 第１回小・中学校教務主任及び主幹教諭研修会が「持続
発展教育（ＥＳＤ）の推進による楽しい学校づくりのために、教務
主任として自校の特色を生かした教育活動をどのように展開して
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いくか。」の研究主題で開催されました。多喜浜小学校の丸山由香
利教諭・北中学校鴨田洋吾教諭が取組の発表を行いました。
２３日 別子銅山に関する本の解説講座「別子銅山を読む」の本
年度第一回が開催され、図書館多目的ホールいっぱいの７９名が受
講されました。本年度は、別子銅山産業遺産の多様化を示す５回の
講座が開催予定です。
２４日

第２回こどもふるさと写生大会が、新居浜の歴史・文

化・自然への理解を深め、郷土新居浜を愛する心を醸成するととも
に、絵を描く楽しさ、文化芸術を愛する心を育てることを目的に、
新居浜文化協会の支援で、久貢山のソテツ、山田社宅、マイントピ
ア別子を写生場所として開催されました。７７名の参加があり、保
護者に見守られながらの風景が随所に見られました。６月６日に市
長賞・議長賞・教育委員会賞・奨励賞の表彰式が行われ１４日まで
郷土美術館で全作品が展示されます。
若宮小学校で地域と一緒に「わかっ子魂全力パワー

紅白ともに

燃え上がれ！」のスローガンのもとに若宮ふれあい大運動会が開催
されました。
２５日 新居浜市教育委員会学校訪問が東中、２６日金栄小、２
８日大生院小・大生院中、６月２日宮西小、３日船木小、４日中萩
小で実施されました。
２６日

第２回小中学校教頭研修会が開催され、「持続発展教育

（ＥＳＤ）推進による楽しい学校づくりの推進のために、教頭とし
てどのように取り組んでいくか」のテーマで研究協議が行われまし
た。金子小学校今村信教頭と東中学校永井和弘教頭が発表を行い、
グループ討議で深めていきました。
小中学校長研修会を開催し学校での危機管理について研修を行
いました。
２７日

平成２７年度管内教育長会が東予教育事務所で開催さ

れました。教育事務所の基本方針や各課所管事項について説明が行
われました。
平成２７年度新居浜租税教育推進協議会定期総会が開催されま
した。
ＥＳＤ第１回協議会が開催されました。平成２７年度の事業内
容、鳴門教育大学や愛媛大学との連携・交流、えひめグローバルネ
ットワークの支援等について協議が行われました。
２８日

住友金属鉱山株式会社から新居浜市総合文化施設の開
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館に伴い作品の寄贈が行われました。
２９日 第５２回新居浜市小中学校ふれあい運動会が、新居浜特
別支援学校を含め市内小中学校特別支援学級の２０９名の児童生
徒の参加により、特別支援学級相互の交流、友情の輪を広げる、集
団への適応性と体力の向上を図る等の目的で開催されました。約５
００名の参加がありました。
市議会の福祉教育委員会所属の議員さんに、所管事務説明会が実
施され教育委員会の概要について説明が行われました。
今年から設置された図書館支援センターの月例報告会が開催さ
れました。
３１日

多喜浜公民館改築工事完成記念祝賀会が開催されまし

た。
新居浜市医師会の「２０１５年愛媛お笑い健康ライブ」が開催さ
れ、「受動喫煙を考える」のテーマでのシンポジウムに参加しまし
た。
６月１日 「えひめ教育の日」推進会議の定期総会が開催され、
今年度も１１月１日を「えひめ教育の日」と、１１月を「えひめ教
育月間」として推進活動を実施していくことを決議しました。また、
平成２７年度市町教育委員会教育長会議が開催され、県教育委員会
の重点事項が説明されました。
２日～３日 中学３年生にとって、部活動の集大成となり、運動
部活動の成果の発表となる新居浜市中学校総合体育大会が開催さ
れました。なお、３日は雨天のため、外の種目は今日に延期されて
おります。
その他、６月の主な行事予定について報告を申し上げます。
５日 高津小学校訪問
６日 第２回こどもふるさと写生大会表彰式
第９回新居浜市ジュニアカップソフトボール大会
８日 西中・船木中学校訪問 ＥＳＤ主任研修会
９日 惣開小・多喜浜小学校訪問 ＥＳＤ主任研修会
１０日 中萩中学校訪問 小学校教科研修会
１１日 角野中学校訪問 人権のつどい日
１２日 第１回中学校教科用図書採択委員会
１３日 第１回特別支援教育研修会
１４日 新居浜市将棋大会
１５日 市議会定例会本会議 神郷小学校訪問
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１６日 新居浜小・若宮小学校訪問 中学校教科研修会
１７日 大生院中校区教育懇談会（大生院公民館）
第１回通学路安全対策連絡協議会
１８日 金子小学校訪問 第１回教育支援相談員会
１９日 浮島小学校訪問 中萩中校区教育懇談会（中萩小学校）
教科書展示会（別子銅山記念図書館～７月４日）
２１日 第２４回少年拳武道選手権大会（山根体育館）
２２日 第１回不登校対策検討委員会
２３日～２４日 市議会定例会本会議一般質問
２３日 ＥＳＤ主任研修会

学校支援員連絡会

２４日 第３回小中学校教頭研修会
２５日 福祉教育委員会
２６日 いじめ問題対策連絡協議会
第２回特別支援学級担任者役員会
２７日 別子中校区教育懇談会（別子山公民館）
２９日 泉川小学校訪問
第１回愛媛県定着度確認テスト（小５・６）
３０日 県人協新居浜支部総会
以上で、一般報告を終わります。
長野委員長

ありがとうございました。ただいまの教育長さんの一般報告で、
何かご質問やご意見等はございませんか。

伊藤委員

５月２８日に住友金属鉱山さんから寄贈いただきました作品に
ついてですが、もしよろしければ具体的に教えてください。

赤尾次長兼総合文化施
設管理課長

絵画を２点いただきました。１点は、武田耕雪さんという西条市
丹原町ご出身の日本画家がお描きになった「四阪島の絵」、もう 1
点は、住友金属鉱山ＯＢの山中さんが描かれた「星越選鉱場の風景」
この２点を寄贈していただきました。

長野委員長

他にご質問はございませんか。
それでは、報告に移ります。報告第６号「平成２７年度補正予算
（第２号）の議案送付について」事務局から説明をお願いいたしま
す。
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眞鍋総括次長兼社会教
育課長

追加送付の議案書別冊の２ページ及び３ページをお目通しくだ
さい。報告第６号 専決処分いたしました平成２７年度新居浜市一
般会計補正予算(第２号)のうち、教育関係予算についてご説明を申
し上げます。
別冊の平成２７年度補正予算書及び予算説明書の３ページをお
開きください。第１０款教育費 第１項教育総務費
７７千円、第２項小学校費
費

補正額４，２

補正額１，６３０千円、第３項中学校

補正額２００千円、第５項社会教育費 補正額２４，５９７千

円で、合計３０，７０４千円の増額となりまして、教育費総額で、
補正後の額を５，０４７，１４０千円にしようとするものでござい
ます。
それでは、目の行政目的に添ってご説明申し上げます。２４ペー
ジの下の段 持続可能な開発のための教育推進費につきましては、
文部科学省所管のユネスコ活動費補助金に係る補助事業として、
「四国におけるグローバル人材育成に向けたＥＳＤ地域モデル推
進事業」が採択され、四国のＥＳＤ推進の拠点として、大学等と連
携しながら、ＥＳＤ取組のレベルアップ、他地域のユネスコスクー
ルとの交流等を図っていくものでございます。経費につきまして
は、講師謝礼、旅費などでございます。
次に２５ページの下の段

小学校教育研究県指定校費につきま

しては、文部科学省が学校の食育の充実ために推進しております
「スーパー食育スクール事業」に、泉川小学校が指定されたことに
より、外部の専門家などを活用しながら、大学、企業、生産者等と
連携し、食育を通じた学力向上、健康増進など食育の多角的効果に
ついて検証を行い、総合食育推進事業を実施するものでございま
す。今回、旅費、印刷製本費等を増額するものでございます。
同じページ

小学校ハートなんでも相談員設置事業費につきま

しては、児童等が悩みや不安を気軽に話せる第三者的な存在である
「ハートなんでも相談員」の活動日数を増やす小学校１校、新規に
配置する小学校１校にかかる経費を増額するものでございます。経
費につきましては、相談員謝金でございます。
次に２６ページの下の段

中学校教育研究県指定校費につきま

しては、大生院中学校が「森はともだち」推進事業実施校として指
定されたことにより、地域の自然や人との関わりの中で、森林を大
切にする生徒を育てるため、ふるさとの森林と触れ合う体験活動を
中心とした学習に取り組むものでございます。今回、消耗品費、自
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動車借上料などを増額するものでございます。
２７ページの下の段

高齢者生きがい創造学園環境整備事業に

つきましては、ホールに雨漏りが生じたため、ホール部分の屋上の
防水工事を実施するものでございます。経費は、工事請負費でござ
います。
２８ページの上の段 旧広瀬邸庭園整備事業につきましては、新
居浜市の礎となった別子銅山の文化遺産である旧広瀬邸内庭を、故
郷への愛情を育み、地域再生の拠点となるべく創建当時の状態に復
元整備するものでございます。経費は、修復、剪定のための委託料
でございます。以上で、平成２７年度一般会計補正予算第２号に伴
う専決処分についての報告を終わります。
長野委員長

ただ今のご説明で、何かご質問やご意見等はございませんか。
それでは、議案に移ります。本日の議案は、議案第２８号から第
３５号までの８議案ございますが、すべて人事案件でございますの
で、新居浜市教育委員会会議規則第３７条の規定により、この会の
最後に非公開で審議させていただきたいと思いますが、ご異議ござ
いませんでしょうか。

委員一同

はい。

長野委員長

ご異議がないようですので、最後に非公開で審議させていただき
ます。
それでは、いじめ、不登校等生徒指導関係に移ります。事務局か
ら説明をお願いいたします。

阿部教育長

お手元の生徒指導関係資料をご覧ください。いじめ、不登校につ
いては、集計の締切が５日になっておりまして、今学校から報告が
集まっているところです。
＜資料に基づき説明＞
１不審者情報
２交通事故について

長野委員長

ありがとうございました。ただ今の説明について、何かご質問や
ご意見等はございませんか。
それでは、その他に移ります。平成２７年度教科書採択について、
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事務局から説明をお願いいたします。
井上学校教育課指導主
幹

お手元の「平成２７年度教科書採択について」という冊子を
ご覧ください。1 ページを中心にご説明させていただきます。
小学校用教科書につきましては、義務教育諸学校の教科用図書
の無償に関する法律(以下、「無償措置法」と言います。）第１
４ 条 に 基 づ き 、平 成 ２６ 年 度 と 同 一 の教 科 書を 採 択 い た しま
す。
中学校用教科書につきましては、平成２４年度の新学習指導
要領完全実施に合わせた二巡目として、本年度教科書採択を行
います。教科書採択は、無償措置法第１３条第５項により、
「中
学校用教科書目録（平成２８年度使用）」に登載されている教
科書のうちから採択を行います。採択に当たっては、関係法令
並 び に 文 部 科 学省 の 示す 採 択 の 方 法 に基 づ いて 行 い ま す 。ま
た、無償措置法が平成２６年の通常国会において一部改正が行
われ、平成２７年４月１日より施行されております。この改正
の内容も踏まえて、教科書採択にあたることが必要ですが、本
市は従来どおり新居浜市一市単独で採択を行います。
では、３ページをお開きください。本年度の教科書展示は、教科
書採択までの予定カレンダーにありますように、文部科学省初等
中等教育教科書課長通知によりまして、６月１９日から休館日
を除きまして７月４日までの１４日間、新居浜教科書センター
つまり別子銅山記念図書館において行います。また、この展示
会に合わせて、各小中学校の全教員がそれぞれ教科書の評価を
行い、学校長へ提出いたします。学校長はこれをとりまとめて、
「学校の評価」として採択委員会事務局へ提出いたします。教
科書の調査研究については、市に設置されます教科用図書採択
委員会において調査員を置き、専門的な調査研究を行います。
調査員において、教科書の種目（国語、書写、社会、地図等）
ごとに調査結果をとりまとめまして、市教科用図書採択委員会
へ提出いたします。市教科用図書採択委員会では、市民からの
ご意見、各学校からの教科書評価、調査員による調査研究の結
果をもとに、協議を行いまして、その結果を教育委員会へ提出
いたします。
採択委員会からの資料を参考に、本年８月の教育委員会定例
会において採択が行われます。その他、詳細については、お手
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元の資料をご参照ください。以上で、平成２７年度の教科書採
択についてのご説明を終わります。
長野委員長

ありがとうございました。ただ今の説明について、何かご質問や
ご意見等はございませんか。
その他、何か連絡事項等はございませんか。

眞鍋総括次長兼社会教
育課長

お手元にお配りしております「平成２７年度新居浜市教育委員会
の事務の管理及び執行状況の点検・評価について」ご説明いたしま
す。教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検・評価につきまし
ては、平成１９年の、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」
の一部改正に伴い、平成２０年度から、すべての教育委員会は、そ
の権限に属する事務の管理及び執行の状況について毎年点検及び
評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出
するとともに、公表することが義務付けられております。
点検・評価の方法といたしましては、基本的に前年度と同様な方
法で進めていきたいと考えております。基本構成につきましても、
同様で資料に記載の構成で考えております。次に、点検・評価の対
象ですが、平成２６年度に各課及び教育機関で実施した施策・事業
のうち、新たに取り組んだ事業、前年度から取組を改善した事業等
を中心に１０事業程度を選定し、教育に関し学識経験を有する方か
らご意見等をいただき、学識経験者の意見及び評価結果を踏まえた
今後の取組の方向性を記載いたします。次に、点検・評価の方法に
つきましては、自己評価は、施策・事業ごとに成果指標の達成度を
Ｓ～Ｄの５段階で行います。また、選定した事業についてご意見等
を頂く方は３名で、前年度に引き続きまして、伊藤公一さん、松山
明子さん、山本光博さんにお願いすることとしております。なお、
選定した事業以外も自己評価等を行う予定でございます。
次に、作業スケジュールにつきましても、前年度と同様な形で進
めていきたいと考えております。教育委員さんにおかれましては、
今後１０月の定例会で報告書（案）をご審議いただき、いただいた
ご意見を踏まえたうえで、１１月の定例会で議決をいただき、１２
月の定例市議会へ報告をしたいと考えております。なお、その後、
市民の皆さん方にもホームページ等で公表してまいります。以上で
説明を終わります。
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長野委員長

ありがとうございました。ただ今の説明で、何かご質問やご意見
等はございませんか。
他に連絡事項等ございませんか。

桑原学校給食課長

学校給食費未納状況についてご説明いたします。
＜資料に基づき説明＞
１未納状況
２回収状況

長野委員長

ありがとうございました。ただ今の説明で、何かご質問やご意見
等はございませんか。
他に連絡事項等ございませんか。

阿部教育長

お配りした資料の中に「学校図書館支援センターだより」がある
と思います。今年から学校教育課内にできた学校図書館支援センタ
ーが毎月１回月末に、どういう活動をしたか報告会をするようにし
ています。そして、どういう活動をしているかをこの学校図書館支
援センターだよりで発行することになりました。今日、中萩小学校
の学校訪問があり参加してきました。ちょうど学校図書館支援員が
４年生に百科事典の使い方ということで、索引から自分の調べたい
ところへ到達していくやり方を教えていました。ただ、５月に学校
図書館支援員が授業を行ったのが、最高で１４回、最低で１回とい
う報告があり、学校によって格差があることがわかりました。その
あたりを、今後また学校とも話し合っていきたいと思っています。
最後に、愛媛新聞の５月中の記事ですが、「市長と教委

施策初

協議」という総合教育会議の記事や、「水道の仕組み分かった

新

居浜・大生院小児童が施設見学」という記事があります。中萩小学
校の子どももしていましたが、施設見学の中での授業が展開されて
おりました。
長野委員長

ありがとうございました。他に連絡事項等ございませんか。

眞鍋総括次長兼社会教

配布物の一番最後に「請願に対する審議結果について（通知）」

育課長

ということで、前回ご意見いただきました審議結果を通知文書で１
４２号と１４３号で送付しておりますので、ご確認ください。
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長野委員長

ありがとうございました。他に連絡事項等ございませんか。

赤尾次長兼総合文化施

先ほどチラシを２枚配らせていただきました。まず、「夢をあき

設管理課長

らめない」という福西さんのトークショーですが、これにつきまし
ては、
「新居浜から羽ばたいた才能たち」というジャンルの中で展
開しようと考えておりました。ただ、今、福西さん自身ＮＨＫが全
てマネジメントしているということで、経費につきましても全てＮ
ＨＫ持ちということで、今回、「あかがねミュージアム開館記念事
業」と書きたかったのですが、叶いませんでした。ただ、募集をす
るということで、早々に各学校の方でチラシが配られるということ
で、ご紹介のために今日配らせていただきました。もう一枚は、近々
フリーペーパーで全家庭に配布される予定のチラシでございます。
これにつきましては、それぞれ整理券の配布や、チケット販売がご
ざいますので、それに先立ってまず告知をしようということで配布
しようとするものでございます。全体のオープニング事業等につき
ましては、近づきましたら、新聞紙面や民放等を使いまして広報し
ていきたいと思っております。ホールが２５０席ということで、い
きなり売り出しますと、知らなかったということになってまいりま
すので、まずは告知のためにチラシを配布したいという意図でござ
います。

長野委員長

ありがとうございました。他に連絡事項等ございませんか。

曽我部スポーツ文化課

お手元に「広瀬宰平」「伊庭貞剛」という学習冊子をお配りさせ

長

ていただいていると思いますが、これは平成２６年度に広瀬歴史記
念館から発行したものでございます。今から、小学校４年生から中
学校３年生までの児童・生徒に、直接広瀬歴史記念館の方から配付
させていただく予定になっております。中身は小学校４年生には少
し難しい内容かもしれませんが、学校で教材として使っていただく
ことはもちろんですが、お家に持って帰っていただいて、お父さん、
お母さん、おじいさん、おばあさんご家族の方で、新居浜の歴史、
広瀬宰平、伊庭貞剛の歴史について読んでいただければと思ってお
りますのでよろしくお願いいたします。
長野委員長

ありがとうございました。その他連絡事項等ございませんでしょ
うか。
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それでは、次回の定例会の日程を決定させていただきたいと思い
ます。７月の定例会は、７月１４日火曜日の１５時００分から開催
させていただきます。よろしくお願いいたします。
これより、非公開審議に入りますので、関係者以外の方は退席を
お願いします。

新居浜市教育委員会会議規則第５４条の規定により署名する。

委員名

委員名
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