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議案第２４号 新居浜市立公民館運営審議会委員の委嘱について
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議案第３０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
議案第３１号 新居浜市立図書館協議会委員の任命について
＜いじめ、不登校等生徒指導関係＞
＜その他＞
・令和３年度新居浜市教育委員会点検・評価について
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高橋教育長

それでは定刻がまいりましたので、ただ今から令和３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尾藤委員さんと大橋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。
令和３年第５回会議録承認については、近藤委員さん、尾藤委員さん
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。
５月１４日 令和３年度市町教育委員会連合会理事会（松山市）【中止】
２４日 愛寄連協議会定期総会（松山市教育委員会）【中止】
２５日 愛媛県視聴覚教育協会定期総会（松山市）【中止】
２７日 えひめの教育の日推進会議総会（愛媛県庁）【中止】
２７日 市町教育委員会教育長会議（愛媛県庁）【延期】
６月 １日 ワクリエ新居浜開館記念式典
７日 第３回新居浜市議会定例会（～２４日）
１５日 市議会定例会本会議一般質問・予算質疑（～１７日）
１８日 企画教育委員会
２９日 高齢者生きがい創造学園講座
社会教育課の事業は、
（４月 ９日）臨時休館（市内公民館・交流センター、別子ハイツ自然学習館、
高齢者生きがい創造学園、生涯学習センター）（～５月３１日）
（４月１８日）学校開放利用中止（～５月３１日）
５月 未定 青少年センター運営協議会（市民文化センター別館） ※書面開
催
２日 令和３年成人式 ※１２月下旬に再延期
１３日 第５回教育委員会定例会（市庁舎応接会議室）
１７日 第２回市議会臨時会（市庁舎議事堂）
１８日 新居浜市連合婦人会レクリエーション大会（市民体育館） ※中
止
２１日 東予管内社会教育等担当者会（西条市：愛媛県東予地方局） ※
書面開催
２８日 市議会企画教育委員会事務概要説明（市庁舎第１委員会室）
６月 ７日 第３回新居浜市議会定例会（～２４日）
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１０日 第６回教育委員会定例会（市庁舎応接会議室）
１５日 市議会定例会本会議一般質問・予算質疑（～１７日）
１８日 市議会企画教育委員会（市庁舎第２委員会室）
学校教育課の事業は、
５月２４日 管理主事・市教委学校訪問（泉川中学校、西中学校）
音楽振興会
２５日 管理主事・市教委学校訪問（川東中学校）
２８日 管理主事・市教委学校訪問（泉川小学校）
３１日 管理主事・市教委学校訪問（角野中学校）
６月 ２日 管理主事・市教委学校訪問（高津小学校）
３日 管理主事・市教委学校訪問（新居浜小学校）
４日 管理主事・市教委学校訪問（金栄小学校）
７日 管理主事・市教委学校訪問（宮西小学校、北中学校）
８日 管理主事・市教委学校訪問（船木小学校）
指導力向上セミナー（市庁舎）
９日 管理主事・市教委学校訪問（金子小学校）
１０日 管理主事・市教委学校訪問（別子小・中学校）
１１日 管理主事・市教委学校訪問（大生院小学校、大生院中学校）
第３回あかがね算数・数学コンテスト実行委員会（消防コミュニ
ティセンター）
１４日 管理主事・市教委学校訪問（東中学校）
第１回通学路安全対策推進会議（市民文化センター）
１６日 管理主事・市教委学校訪問（多喜浜小学校）
１７日 管理主事・市教委学校訪問（中萩小学校）
第１回不登校対策検討委員会（市民文化センター）
１８日 管理主事・市教委学校訪問（南中学校）
第１回主幹教諭及び教務主任研修会（市民文化センター）
２１日 管理主事・市教委学校訪問（角野小学校）
２２日 管理主事・市教委学校訪問（神郷小学校）
第１回中高生生徒指導主事連絡協議会（市民文化センター）
２３日 英語主任会（市庁舎）
２４日 管理主事・市教委学校訪問（惣開小学校）
２８日 中学校学力向上研修会（各中学校）
２９日 第１回研修主任会（市民文化センター）
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スポーツ振興課の事業は
〇中止及び延期事業
５月 未定 新居浜市スポーツ協会理事総会 【書面表決】
８日 トップアスリート事業（バドミントン）（住友化学体育館）（・９
日） 【中止】
（講師：ナショナルチームコーチ 舛田圭太氏）
１８日 令和３年度第１回体力つくり指導者講習会（合同庁舎） 【延期】
２６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） 【延期】
６月 ２日 少年スポーツ指導者研修会（バスケットボール第１回）
（山根体育
館） 【延期】
６日 軽スポーツ大会（カローリング）（市民体育館）※文化体育振興事
業団主催 【中止】
８日 少年スポーツ指導者研修会（バスケットボール第２回）
（山根体育
館） 【延期】
１０日 少年スポーツ指導者研修会（バレーボール）
（市民体育館） 【延
期】
１６日 少年スポーツ指導者研修会（ソフトボール）（市民文化センター）
【延期】
※４月１８日から５月３１日まで 市内全体育施設 臨時休館
ただし、全国大会予選会として下記実施
・５月 ８日 日本スポーツマスターズ 2021 愛媛県大会（市営野球場）
（・
９日）
・５月１５日 伊予銀カップ U-16（全日本ジュニアテニス選手権予選）（山
根テニスコート）
・５月１６日 ねんりんピック愛媛県予選会（市民テニスコート）
※６月２０日から７月２０日まで 東雲市民プール臨時休場（開場日未定）
〇実施予定事業
６月１２日 愛媛マンダリンパイレーツ ホーム公式戦（市営野球場）（・１３
日）
１７日 体力つくり指導者講習会（第２回）（山根総合体育館）
文化振興課の事業は、
（４月１０日）臨時休館（別子山ふるさと館）（～５月３１日）
（４月１８日）臨時休館（市民文化センター）（～５月３１日）
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５月 未定 県民総合文化祭実行委員会（第１回）【書面開催】
１７日 新居浜文化協会総会【書面開催に変更】
６月 ５日 近藤勝也ｅミュージアム
７日 河端梢チェンバロコンサート
６月 中旬 ツガザクラ自然保護協議会総会【書面開催】
広瀬歴史記念館の事業は、
（３月１０日）令和３年度広瀬歴史記念館特別企画展「住友山田社宅 仮オー
プン記念 工都新居浜の誕生 ～別子銅山と住友総理事～」
（広
瀬歴史記念館展示館）（～８月３１日）
（４月１０日）臨時休館（～５月３１日）
６月１３日 「別子銅山産業遺産創造塾」第１回講座（企画部別子銅山文化遺
産課）
美術館・総合文化施設の事業は
（４月１８日）臨時休館（～５月３１日）
（４月２９日）おひるねびじゅつかん（～６月１３日）【中止】
５月１３日 東京藝術大学スーパークローン文化財 素心伝心 新居浜展 第１
回 実行委員会【オンライン】
７月 ３日 東京藝術大学スーパークローン文化財 素心伝心 企画展（～８月
２９日）
発達支援課の事業は、
５月１１日 第１回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）
※書面開催・動画視聴
２０日 第１回教育支援委員会（こども発達支援センター）
６月１６日 第１回教育支援相談員会 (こども発達支援センター)
２９日 中高特別支援教育コーディネーター連絡協議会 (こども発達支
援センター)
学校給食課の事業は、
６月 ４日 ６月栄養教員部会（学校給食センター）
１１日 ２学期魚介類物資審査会（泉川公民館）
別子銅山記念図書館の事業は、
（４月１８日）臨時休館（～５月３１日）
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（４月２４日）「第６回子ども読書通帳マラソン！」（～８月２２日）
５月 ７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月 ７日 ブックスタート事業 保健センター５カ月児健康相談（・８日）
○お話し会
５月 ６日 乳幼児（０歳～３歳）向けお話し会 ※中止
１２日 幼児向けお話し会

※中止

１５日 小学生向けお話し会

※中止

１８日 えいごのおはなしかい

※中止

２６日 幼児向けお話し会

※中止

６月 ３日 乳幼児（０歳～３歳）向けお話し会
９日 幼児向けお話し会
１５日 えいごのおはなしかい
１９日 小学生向けお話し会
２３日 幼児向けお話し会
○講座・講演会
５月２１日 ココロとカラダの健康セミナー第１回「免疫力の高め方」
（多目的
ホール）
（講師：クリニカルカイロ・ラクロス） ※中止
２３日 シン我楽多講座第１９回「全米ＴＯＰ１ヒットの歴史 その１」
（多目的ホール）
（講師：横井邦明（前別子銅山記念図書館長）） ※６月２０日に
延期
６月 ６日 別子銅山に関する本の解説講座「別子銅山を読む」第２回「銅山
用語」（多目的ホール）
（講師：坪井利一郎（元別子銅山文化遺産課課長））
２５日 ココロとカラダの健康セミナー第２回「自律神経ケア」
（多目的ホ
ール）
（講師：クリニカルカイロ・ラクロス）
○ロビー展
５月２５日 「からだの健康は、お口から！」（保健センター）（～６月４日）
※期間変更 ６月４日～１０日
６月 ２日 「水道週間パネル展」（上下水道局）（～８日）
１５日 「６月は食育月間です」（保健センター）（～２５日）
○テーマ展示
６月 一般展示「Ｅｎｊｏｙ！ガーデニング＆家庭菜園」
児童展示「いぬの本、ねこの本～どっちを読む？」
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○ケース展示
６月 「しかけえほんのせかい」
人権教育課の事業は、
５月１１日 人権のつどい日（中止）
１９日 愛媛県人権教育協議会新居浜支部第２回高等学校部会（中止）
２１日 東予管内社会教育等担当者会・第１回管内人権・同和教育担当者
会（書面開催）
愛媛県人権教育協議会新居浜支部第１回小・中学校合同部会（オ
ンライン開催）
２７日 愛媛県人権教育協議会新居浜支部第１回組織・企業部会（書面開
催）
６月 １日 愛媛県人権教育協議会新居浜支部第１回就学前部会（書面開催）
３日 愛媛県人権教育協議会新居浜支部第１回行政部会（市庁舎応接会
議室）
愛媛県人権教育協議会新居浜支部社会教育部会委員会（旧消防庁
舎３階）
愛媛県人権教育協議会新居浜支部社会教育部会（書面開催）
８日 愛媛県人権教育協議会支部長・加盟団体長及び事務局長会（松山
市白鳳会館）
９日 愛媛県人権教育協議会新居浜支部第３回高等学校部会（新居浜工
業高校）
１１日 人権のつどい日（瀬戸会館）
２１日 愛媛県人権教育協議会新居浜支部代表役員会（旧消防庁舎コミュ
ニティ防災センター）
２４日 小・中学校新規採用教職員人権・同和教育合同研修会（瀬戸会館）
３０日 愛媛県人権教育協議会新居浜支部第４回高等学校部会（新居浜工
業高校）
中・高等学校人権・同和教育主任会（新居浜工業高校）
ただ今の報告で、各課から補足等がありましたらお願いいたします。
上野館長、図書館の電子図書館関係の取組みをご紹介ください。
図書館の上野でございます。
上野図書館長

前回の定例会の際に、電子図書館につきましては、加入者、貸出冊数
ともに増えてきており、良い傾向であるとご報告させていただきました
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が、その後、加入者、貸出冊数ともに伸び悩んでおりました。理由とい
たしましては、臨時休館により新規の加入者を増やすことができず、免
許証等を見せていただき、直接来館していただいて図書館カードの新規
登録を行うのですが、それができないため伸び悩んでいるのではないか
ということでしたので、５月２５日から２８日の４日間、図書館は臨時
休館中でしたが、市庁舎５階社会教育課奥の相談室をお借りし、１０時
から１４時の間、図書館カード新規申込みと電子図書館の利用開始の申
込みの受付を行いました。この４日間を通じ、３８件の電子図書館の利
用及び図書カード作成の申込みをいただきました。これにより、以前の
ある程度多くなった時期と同程度の登録者数となりました。今後も実施
したいと考えております。
高橋教育長

休館中でしたが、市民の便宜を図って対応したという事例です。６月
１日の再開のときには１日に１，０００人余りの方が来館されたという
ことで、図書館の存在価値というのが非常にあるのかなと感じた次第で
す。
社会教育課長の公民館関係で、新型コロナウイルスワクチンの接種予
約の協力について紹介してもらえますか。

竹林社会教育課長

社会教育課の竹林でございます。
新型コロナウイルスワクチン接種のWeb予約が５月１７日より始まり
ましたが、高齢者や普段スマホやパソコンを使い慣れていない方がたく
さんいらっしゃいましたので、操作方法がわからないという電話が本部
のほうにたくさんありました。これを受けまして、本部のほうから公民
館に協力できないかということで、公民館でWeb予約のサポートを行っ
ております。５月２４日（月）から始めまして、６月８日（火）までで、
約１，４００名の方が公民館で入力の代行を行っているということで
す。６月３０日までは公民館のほうで、引き続きワクチン接種のWeb予
約のお手伝いを行いたいと思います。以上でございます。

高橋教育長

スポーツ振興課長お願いいたします。

佐薙総括次長兼スポーツ

スポーツ振興課の佐薙でございます。

振興課長

お手元に一枚物の資料をお配りしております。以前からサウジアラビ
アのホストタウンという形で新居浜市が登録しており、東京オリンピッ
クの事前合宿にサウジアラビアのウエイトリフティングチームを誘致
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しておりましたが、コロナ禍でサウジアラビアのウエイトリフティング
連盟の会長さんから日本に来るのは難しいというご回答がありました
ので、庁内で協議を行った結果、事前合宿を中止することを決定し、６
月８日付けでプレスリリースをさせていただきましたことをご報告い
たします。以上でございます。
高橋教育長

大変残念ではございますが、コロナの関連ということでございます。
美術館長、「東京藝術大学スーパークローン文化財素心伝心」につい
て説明をお願いします。

曽我部次長兼文化振興課
参事兼美術館長

教育委員の皆様にチラシを配布しておりますが、明日本物のチラシが
完成いたします。
東京藝術大学で開発いたしました技術による世界の文化財をクロー
ン文化財として蘇らせたものの展覧会でございます。法隆寺の釈迦三尊
像など名立たる文化財の展示がございます。ゴッホの自画像など、西洋
絵画のクローン文化財もございます。
７月３日から８月２９日の間、コロナ終息開けではございますが感染
対策を取りまして、開催したいと思いますので、是非、足をお運びくだ
さい。なお、会期に先立ちまして７月２日には内覧会を予定しておりま
す。内覧会の日時につきましては、ご招待券などを含めましてご連絡さ
せていただきたいと思いますので、内覧会につきましてもぜひ足をお運
びいただければと思います。よろしくお願いいたします。

高橋教育長

文化振興課のほうからお願いします。

菅次長兼文化振興課長

文化振興課の菅でございます。
皆様のお手元のほうに報道資料をお配りしております。大変残念なお
知らせではございますが、国の天然記念物のツガザクラ群落内でこの
度、盗掘ではないかという情報がございまして、当課と警察で現地を確
認いたしました。６月８日に警察と確認したところ、最終的に盗掘の可
能性が高いのではないかということで、昨日被害届のほうを提出させて
いただきました。概要につきましては、おそらく３月から私どもが通報
をいただいたのが、５月２７日でございますので、現地確認を５月３１
日にいたしまして、それまでの間、ツガザクラが生育する前に恐らく盗
掘したのではないかと思います。盗掘かどうかということにつきまして
は、もしかしたらシカやイノシシによる食害、獣害という可能性もあり

9

ましたので、県の総合科学博物館の学芸員と協議した結果、今回２メー
トル四方くらいのところで銅山峰の尾根筋から見えにくい藪になって
いるところをそれぞれ１５株ずつ、計３０株ほど、過去最大の盗掘の被
害ではないかと思います。ここにしか咲かない花に対して、心無い方が
盗掘をしているということでしたので、教育委員会からは告発をさせて
いただくということで、盗難の被害届をいただいたので、ご報告させて
いただきます。本日から各報道機関で報道していただいておりますの
で、またご覧になられる機会もあろうとは思いますが、今後は、啓発を
しながら再発防止に取り組んでいきますので、盗掘についてご報告を申
し上げます。
高橋教育長

それでは一般報告と先ほどの説明を含めまして、何かご質問やご意見
等はございませんか。
それでは次に議案審議に移ります。本日の議事は第２３号から第３１
号までの９議案でございます。第２３号から第３１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。

高橋教育長

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、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。

矢野次長

＜資料に基づき説明＞

高橋教育長

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。
「令和３年度新居浜市教育委員会点検・評価について」事務局から説
明をお願いいたします。
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竹林社会教育課長

社会教育課の竹林でございます。
お手元にお配りしております、「令和３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。
今年度の点検・評価の方法といたしましては、基本的に前年度と同様
な方法で進めてまいりたいと考えております。
基本構成につきましては、お手元の資料の「１

基本構成」に記載の

内容で構成し、点検・評価の対象につきましては、令和２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
度から取組み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御意見等をいただき、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、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。
なお、選定した事業について御意見等を頂く方は３名で、前年度に引
き続き、松山明子さん、山本光博さん、橋川隆至さんにお願いしたいと
考えております。
次に、資料の２に記載をしておりますが、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。
委員のみなさんにおかれましては、今後、１０月の定例教育委員会で
報告書の（案）についてご審議いただき、そこで頂いたご意見を反映さ
せた報告書につきまして、１１月の定例教育委員会で議決をいただきた
いと考えております。
その後、１２月の定例市議会に、議決をいただいた報告書を提出する
というスケジュールとなります。
その後、市民の方にもホームページ等で公表をしてまいります。
以上で説明を終わります。
高橋教育長

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。

高橋事務局長

事務局より教育に関する新聞記事の写しをお配りしております。ま
た、お時間があるときにお目通しください。

高橋教育長

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。
来月７月は、市長が主催する総合教育会議を、同日の定例会の前に実
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施させていただく予定です。
以前お諮りしましたとおり、７月１３日火曜日の１４時に御参集いた
だき、総合教育会議を開催、終了後の１５時から定例会を開催させてい
ただきたいと考えておりますが、いかがでしょうか。
委員一同

はい。

高橋教育長

それでは、７月の定例会は、７月１３日火曜日の１５時より開催させ
ていただきます。なお、先立つ１４時より総合教育会議へのご出席をお
願いします。
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１３条の規定により署名する。

委員名

委員名
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