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寛和

岳詩

＜議案＞
議案第２７号

新居浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例の議案送付に
ついて

議案第２８号

新居浜市コミュニティ・スクールの指定について

議案第２９号

平成３０年度新居浜市奨学資金奨学生の決定について

議案第３０号

学校運営協議会委員の委嘱又は任命について

議案第３１号

新居浜市教育支援委員会委員及び相談員の委嘱又は任命
について

議案第３２号

新居浜市市民文化センター運営審議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＞
・大生院小学校プール落成式について
・中学生国際交流アメリカ訪問団結団式について

関教育長

それでは定刻がまいりましたので、ただいまから平成３０年第５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本田委員さん、近藤委員さんにお願いいたし
ます。なお会期は本日限りといたします。
平成３０年第４回会議録については、宮内委員さん、本田委員さんに
署名をいただいております。
それでは私の方から一般報告を行います。資料の２ページをご覧くだ
さい。
４月

４日

新居浜工業高等専門学校入学式

９日

惣開小学校入学式
別子小・中学校入学式、入寮式
特別支援学校入学式

１４日

新居教研定期総会（角野小学校）

１８日

住友史料館

２２日

近県ソフトテニス大会

２７日

四国都市教育長連絡協議会（高知県）

５月

１０日

５日

訪問（京都府）

「春は子ども天国」（銅夢にいはま）

１０日

第５回教育委員会定例会（別子銅山記念図書館）

１５日

岡山県公民館長研修会（岡山県）

２３日

平成３０年度東予管内教育長会（東予地方局）

２４日

新居浜租税教育推進協議会定期総会（税務署）

２８日

市町教育委員会教育長会議（愛媛県庁）

社会教育課の事業は、
４月

３日

教育委員会事務局管理職、昇任・転入教職員管理職紹介
式（市民文化センター）

１３日

女性連合協議会大会（ウィメンズプラザ）
平成３０年度新居浜市公民館連絡協議会総会
（ユアーズ）

１８日

未来高等学校

新居浜分校入学式

１９日

平成３０年度新居浜市連合婦人大会及び総会
（市民文化センター）
食生活改善推進協議会総会及び研修会
（ウィメンズプラザ）

５月１０日
１３日

教育委員会定例会（第５回）
少年補導委員協議会総会（ウイメンズプラザ）
校区運動会（宮西、金子、船木）

１４日

新居浜ユネスコ協会定期総会（市民文化センター）

２０日

校区運動会（垣生、神郷、多喜浜、中萩）

２５日

青少年センター運営協議会（市民文化センター）

２７日

校区運動会（浮島－浮島小学校と合同）

学校教育課の事業は、
４月

３日

教育委員会事務局管理職、昇任・転入教職員管理職紹介
式（市民文化センター）

４日

新規採用教職員着任式（市民文化センター）

９日

小学校入学式、別子中学校入学式
（小学校入学者１，０００名）
別子中学校寄宿舎「立志寮」入寮式
公立幼稚園・小・中学校第１学期始業式

１０日

中学校入学式（ひびき分校、別子中を除く）
（中学校入学者１，０２０名）
平成３０年度第１回 小中学校校長研修会
（市民文化センター）

１１日

公立幼稚園入園式

１２日

新居浜市標準学力調査（～１３日）

１６日

小中学校教科・教科外主任助言者合同会全体会
（市民文化センター）

１７日

全国学力・学習状況調査

１９日

放課後児童クラブ指導員任命式（市庁舎）
平成３０年度第１回 小中学校教頭研修会
（市民文化センター）

２１日
５月

７日

市長旗・杯争奪中学校選手権大会（・２８、２９日）
管理主事・市教委学校訪問（～７月３日）（北中学校）
（各小中学校

１２日

管理主事・市教委学校訪問 ）

平成３０年度新居浜市ＰＴＡ連合会総会
（市民文化センター）

２１日

平成３０年度第１回ＥＳＤ推進事業協議会（市庁舎）

２４日

新居浜租税教育推進協議会定期総会（税務署）

２５日

中学生国際交流アメリカ訪問団結団式

（市民文化センター）
２７日

小学校運動会（別子小を除く）

３０日

平成３０年度第２回 小中学校教頭研修会
（市民文化センター）

スポーツ振興課の事業は、
４月

４日

新居浜東高等学校バドミントン部
全国高等学校バドミントン選抜大会での成績
市長報告（市長応接室）
（団体：男子１回戦敗退、女子
１回戦敗退）
（女子ダブルス：近藤七帆選手・星加美玖
選手１回戦敗退）（女子シングルス：近藤七帆選手ベス
ト８）

５日

第２９期新居浜市スポーツ推進委員委嘱式
（市民文化センター）（スポーツ推進員：６７人）

８日

第４４回新居浜市民歩け歩け大会
（東雲競技場⇔滝の宮公園）（参加者数：１８３人）

９日

ＩＭＧＡ世界ジュニアゴルフ選手権出場

市長報告（市

長応接室）（松井琳空海選手：高津小６年生）
※２年連続出場
１０日

昨年の成績は８位

第２３期新居浜市校区スポーツ普及員委嘱式
（市民文化センター）（校区スポーツ普及員：７０人）

１１日

愛・野球博実行委員会（会長：中村知事）創設、第１回
実行委員会（愛媛県武道館）
少年スポーツ指導者講習会（ソフトボール）
（山根市民グラウンド）

２４日

少年スポーツ指導者講習会（サッカー）
（新居浜工業高校グラウンド）

２７日

愛媛県プロスポーツ地域振興協議会総会
（松山市・愛媛県武道館）

５月

５日

２０２０東京オリンピック

ウエイトリフティング・ナ

ショナルチーム事前合宿
誘致活動（～１０日）（サウジアラビア王国）
９日

新居浜市体育協会総会・懇親会（ユアーズ）

１３日

第３８回三浦旗少年剣道大会（市民体育館）
２０１８年度わんぱく相撲にいはま場所
（泉川小学校）

愛媛マンダリンパイレーツ

前期ホームゲーム公式戦

（市営野球場）
トップアスリート事業（バスケットボール）
（新居浜商業高校体育館）（講師：トヨタ紡織女子バスケ
ットボール部ヘッドコーチ 中川文一氏）（講師：元全

日本ジュニア代表コーチ・元新居浜商業女子バスケッ
トボール部監督
１９日

瀬良強氏）

トップアスリート事業（セーリング）
（～２０日）
（マリンパーク新居浜）
（講師：JOC コーチングスタッフ・えひめ国体愛媛県チームコ
ーチ

白石潤一郎氏）

トップアスリート事業（バドミントン）（～２０日）（市
民体育館）（講師：日本代表コーチ
２２日

舛田圭太氏）

平成３０年度第１回体力づくり指導者講習会
（消防庁舎）

文化振興課の事業は、
４月

７日

春の市民文化祭美術の部（～１５日）
（あかがねミュージアム）
春の市民文化祭芸能の部（７日、８日、１５日、２１
日、２２日）
（市民文化センター大ホール等）

１５日

平成２９年度「ふるラボプロジェクト～博物館をつくろ
う」成果発表会（ふるさとラボ）

２０日

平成３０年度

２８日

「没後 50 年

郷土芸能保存連絡協議会総会
中村研一展」開会（～６月１０日）

（あかがねミュージアム）
４ 月 末

ゴールデンウィークイベント（～５月）
（あかがねミュージアム）

５月１４日

平成３０年度

新居浜文化協会総会

発達支援課の事業は、
４月１７日

第１回

特別支援学級担任者会

（市民文化センター大会議室）
第１回

通級指導教室担当者会

（市民文化センター大会議室）
５月

１日

第１回

小中特別支援教育コーディネーター研修会（市

民文化センター視聴覚室）
１７日

第１回

教育支援委員会（こども発達支援センター）

学校給食課の事業は、
４月１１日

平成３０年度（第１学期）給食開始日
（学校給食センター）

２０日
５月２２日

４月度学校栄養職員会（学校給食センター）
第１回新居浜市学校給食会理事会（泉川公民館）
５月度学校栄養職員会（学校給食センター）

別子銅山記念図書館の事業は、
４月

６日

ブックスタート事業

保健センター５カ月児健康相談

(・１０日)（６日：３０名、１０日：３１名）
２２日

第６０回子ども読書週間イベント「第３回子ども読書通
帳マラソン！」（～８月１９日）（対象：幼児～中学生）

５月

１日

ブックスタート事業

保健センター５カ月児健康相談

○お話会
４月

５日

乳幼児（０歳～３裁）向けお話し会
（子ども４３名、大人３９名）
幼児向けお話し会（子ども３６名、大人７名）…園児含む

２１日

小学生向けお話し会（子ども２名、大人２名）

２５日

幼児向けお話し会

５月

１１日

９日

幼児向けお話し会

１７日

乳幼児（０歳～３裁）向けお話し会

１９日

小学生向けお話し会

２３日

幼児向けお話し会

○ロビー展
４月

５日 『サラダオイルをとり過ぎていませんか』
（～１８日）
（グ
ループさつき生活学校）
２２日 『投票体験の結果発表！』
（３月３０日～）
（「未来に伝え
る新居浜の景

投票体験（３月２０日～２９日）」での投

票結果を発表）（選挙管理委員会事務局協力）
５月

２日

『ピンクシャツデーを日本に広めよう』（～２５日）
（協力：ピンクシャツデー愛媛）

２９日

『からだの健康は、お口から！』（～６月７日）
（保健センター）

○テーマ展示
４月

一般展示・・・『春の訪れ

～心身のメンテナンス～』

児童展示・・・『はるがきた！！』
５月

一般展示・・・『旅に出よう！』
児童展示・・・『とり 採り

ｔｒｉｐ』

○ケース展示
４月

『春の景色を愉しむ』

５月

『旅に出よう！』

〇セミナー
４月

５日

『春の図書館で学ぼう！キッズマネーセミナー』
（伊予銀行と図書館のタイアップ事業）
（図書館多目的ホール）
（小学生２４名参加）

○講座・講演会
５月２０日

平成３０年度・第１回別子銅山を読む『染太夫一代記』
（図
書館多目的ホール）
（講師：元別子銅山文化遺産課長

２４日

坪井利一郎）

第３３回健康講座『知って得する手術のこと～小さな疑問
に答えます～』（図書館多目的ホール）（講師：十全総
合病院

４病棟主任

手術看護認定看護師

濱本光）

ただいまの教育長一般報告で、何かご質問やご意見等はございません
か。
それでは議案審議に移ります。本日の議案は第２７号から第３２号ま
での６議案でございます。第２９号につきましては個人の情報に関する
議案、第３０号、第３１号及び第３２号につきましては人事案件でござ
いますので、新居浜市教育委員会会議規則第１５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。

関教育長

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、議案第２７号「新居浜市放課後児童健全育成事業の設備及
び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の議案送付につ
いて」事務局から説明をお願いいたします。

井上学校教育課長

はい。学校教育課の井上でございます。
議案第２７号「新居浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関
する基準を定める条例の一部を改正する条例の議案送付について」ご説
明いたします。
議案書の６ページから８ページをお目通しください。
今回の改正は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
の一部改正に伴い、放課後児童支援員の基礎資格の追加等を行うため、
提案するものでございます。
改正の内容といたしましては、まず、第１０条第３項第４号を全部改
正し、放課後児童支援員の基礎資格として、学校教育法の規定により、
学校の教諭となる資格を有する者と規定しておりますが、明確な規定と
なっていなかったことから、今回、更新講習を受けていなくても、教育
職員免許法による免許状を有している者は基礎資格に該当することと規
定し、明確にしようとするものでございます。
次に、第１０条第３項第１０号、基礎資格の追加につきましては、最
終学歴が中学校卒業である場合、現行基準では、放課後児童支援員にな
れないところ、一定の実務経験がある者から人材を確保するため、５年
以上実務経験があり、市長が認めた場合は基礎資格に該当することとし
ようとするものでございます。
なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
以上で説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。

関教育長

ただいまの説明につきまして何かご質問はございますか。
それでは議案第２７号について、ご承認いただけます方は挙手をお願
いいたします。
（全員挙手）
ありがとうございました。では承認とさせていただきます。
次に、議案第２８号「新居浜市コミュニティ・スクールの指定につい
て」事務局から説明をお願いいたします。

井上学校教育課長

はい。学校教育課の井上でございます。
議案第２８号「新居浜市コミュニティ・スクールの指定について」ご

説明いたします。
議案書の９ページから１１ページをご覧ください。
本案は、コミュニティ・スクールの指定を受けるために申請のあった
小学校について、新居浜市立学校における学校運営協議会の設置等に関
する規則第３条の規定に基づき、コミュニティ・スクールの指定を行う
ため、本案を提出するものでございます。
議案書の１１ページは浮島小学校長から提出された指定申請書の写し
でございまして、１学校運営協議会設置の目的、２地域住民及び保護者
等が学校運営や学校経営に参画、協働する仕組みや構想について、記載
がされております。なお、３の学校運営協議会委員については、人事案
件として、議案第３０号の１６ページから１８ページの資料で審議いた
だくことになりますことを御了解いただきました上、設置の目的や学校
経営に参画、協働する仕組みや構想等について、お目通しをお願いいた
します。
本議案の議決をいただければ、新居浜市立学校における学校運営協議
会の設置等に関する規則第３条第３項ただし書きの規定により、浮島小
学校につきましては、平成３０年５月１１日から平成３２年３月３１日
までの期間、同条第１項の規定によりコミュニティ・スクールとして平
成３０年５月１１日付けで指定したいと考えております。
以上で、説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。
関教育長

ただいまの説明に対して何かご質問はございますか。
コミュニティ・スクールは今回で７校目になるのですよね。

井上学校教育課長

はい。現在小学校４校、中学校３校です。
小学校については、垣生小学校、泉川小学校、船木小学校、そして今
回の浮島小学校、そして中学校３校については泉川中学校、船木中学校、
東中学校となっております。

関教育長

はい。他に何かご質問はありませんか。
それでは議案第２８号について、ご承認いただけます方は挙手をお願
いいたします。
（全員挙手）

ありがとうございます。では承認とさせていただきます。
それでは続きまして、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。
田中次長

はい。学校教育課の田中です。お手元の生徒指導関係資料をご覧くだ
さい。
＜資料に基づき説明＞
１不登校について
２いじめについて
３交通事故について
４不審者情報

関教育長

ありがとうございました。ただいまの説明について、何かご質問やご
意見等はございませんか。

宮内委員

はい。いじめについてなのですが、資料 3 ページ、５番のいじめの解
消状況で、４月からの累積件数のところでいじめの継続の件数として３
件あるのですけれども、その状況はいかがなのでしょうか。

田中次長

はい。いじめの状況については５月の連休前のデータですので、５月
の連休が終わってからの指導ということも含めて、今、指導をしている
段階です。

宮内委員

ぜひなるべく早めに対応をしていただきたいと思います。

田中次長

はい。

関教育長

他に何かございませんか。
質問なのですが今回新潟の事件があって、これに対して学校側の何ら
かの指導などはあるのですか。

田中次長

はい。各学校のそれぞれ校長先生方を含めて指導はしております。そ
れに加え生徒がＩＣカードを付けて校門を通過しましたら通った時刻を
センサーで記録を残し、保護者の携帯電話に報告する「ツイタもん」と

いうものを業者の方が各学校をまわって勧めています。小学校の自主校
長会等で保護者と学校と話し合いをしています。３００円～４００円ほ
どですが有料になりますので、保護者の方と相談して意向を伺っている
ところです。
関教育長

それはｄｏｃｏｍｏだけですか。

田中次長

いえ、全ての携帯電話です。

近藤委員

それはちなみに小学校だけなのですか。

田中次長

小学校だけです。

近藤委員

中学生はもう大きいから大丈夫だろうと私たちは思っているのです
が、中学生の帰る時間はいつもバラバラで、部活動がその日あるのか、
ないのかも聞かないと分からない状況です。お金もかかることですが、
中学生もあったらありがたいと思います。話し合いの場を中学校でも設
けていただければと思います。

田中次長

はい。今後、中学校の校長にも話を投げかけていきます。

関教育長

それではその他に移りたいと思います。

井上学校教育課長

・大生院小学校プール落成式についての案内

加藤事務局長

・先月分の愛媛新聞記事の配布について
・新居浜版ＳＤＧｓの配布について
戦略監と指導主幹が中心となって、新居浜市が取り組んでいる ESD の
資料として作成。小学校５年生、６年生、中学校１年生に配布。

田中次長

・中学生国際交流アメリカ訪問団の結団式の案内
別子中学校、大生院中学校を除く９校から９名を決定。残り１３名は
教育長、担当指導主幹、田中次長で話し合い選出、最終的に２２名が
決定した。（男子５名、女子１７名）

関教育長

それでは次回の定例会の日程を決めたいと思います。6 月の第一木曜

日は 7 日、第二木曜日は１４日となりますが、７日でよろしいでしょう
か。
それでは次回の定例会は 6 月 7 日の１５時から行いたいと思いますの
で、よろしくお願いいたします。
それではこれより非公開審議に移りたいと思いますので、関係者以外
の退席をお願いいたします。

新居浜市教育委員会会議規則第１３条の規定により署名する。

委員名

委員名

