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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７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大橋委員さんと本田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６回会議録承認については、尾藤委員さん、大橋委員さん
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。
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（～１７日）
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）
２９日 高齢者生きがい創造学園講座講師
３０日 愛媛県県立学校振興計画検討委員会地域協議会
７月１４日 愛媛県市町教育委員会連合会定期総会（大洲市）【書面開催】
１５日 令和４年度全国高等学校総合体育大会愛媛県実行委員会設立総
会・第１回総会（松山市）
１９日 令和３年度市町教育委員会教育長会議（松山市）
令和４年度全国高等学校総合体育大会新居浜市実行委員会（市庁
舎応接会議室）
社会教育課の事業は、
６月 １日 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、学校開放の利用を再開
７日 第３回新居浜市議会定例会（～２４日）
１０日 第６回教育委員会定例会（市庁舎応接会議室）
公民館新任職員研修会（松山市：愛媛県生涯学習センター）
１５日 市議会定例会本会議一般質問（～１７日）
１８日 第１回新居浜市公民館連絡協議会理事会（市庁舎教養室）
７月 ２日 青少年健全育成標語入賞者表彰式
３日 まちづくりタウンミーティング（大島）
１３日 新居浜市総合教育会議（消防防災合同庁舎災害対策室）
第７回教育委員会定例会（消防防災合同庁舎災害対策室）
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１５日 公民館活動活性化ステップアップセミナー（西条市中央公民館）
２９日 産業医学校職場巡視（神郷小学校）
全国公民館研究集会実行委員会（松山市：愛媛県生涯学習センタ
ー）
学校教育課の事業は、
６月 ２日 管理主事・市教委学校訪問（高津小学校）
中学校総合体育大会（・３、５日）
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）
放課後まなび塾研修会（市庁舎）
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（各中学校会場校）
２９日 第１回研修主任会（市民文化センター）
７月 １日 管理主事・市教委学校訪問（垣生小学校）
２日 管理主事・市教委学校訪問（船木中学校）
５日 第２回中学校校内ＩＣＴ研修会Ａ群（オンライン研修）
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７日 管理主事・市教委学校訪問（船木中学校ひびき分校）
第２回中学校校内ＩＣＴ研修会Ｂ群（オンライン研修）
９日 中学生弁論大会（市民文化センター）
１２日 管理主事・市教委学校訪問（浮島小学校）
第２回教育研究所所員会（市民文化センター）
１３日 管理主事・市教委学校訪問（中萩中学校）
１６日 第１回ＥＳＤ推進事業協議会（市民文化センター）
２０日 公立幼稚園、小・中学校第１学期終業式
２１日 小学校水泳記録会（垣生小学校、新居浜小学校、大生院小学校）
２９日 四国中学校総体壮行式（市民文化センター）
スポーツ振興課の事業は、
６月 ２日 少年スポーツ指導者研修会（ミニバスケットボール）
（山根総合体
育館）【７月に延期】
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【延期】
８日 少年スポーツ指導者研修会（ミニバスケットボール）
（市民体育館）
【７月に延期】
１０日 少年スポーツ指導者研修会（バレーボール）（山根体育館）【延期】
１２日 愛媛マンダリンパイレーツ ホームゲーム（市営野球場）（・１３
日）※１３日はダブルヘッダーでの開催
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】
１７日 第２回体力つくり指導者講習会セルフリンパケア（山根総合体育
館）
２０日 東雲市民プール（～７月２０日）【臨時休場】
７月 １日 公共施設予約システム稼働
３日 FC 今治 マッチデーシティ（ありがとうサービス 夢スタジアム）
（16 時キックオフ）
トップアスリート事業（バドミントン）（山根総合体育館）
４日 トップアスリート事業（バドミントン）（北中学校）
軽スポーツ大会（ペタンク）（市民体育館）※文化体育振興事業団
主催事業【延期】
８日 少年スポーツ指導者講習会（バレーボール）（市民体育館）
１３日 第３回体力つくり指導者講習会（ボッチャ講習会）（市民体育館）
１５日 令和４年度全国高等学校総合体育大会愛媛県実行委員会設立総
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会・第１回総会（松山市にぎたつ会館）
えひめ愛・野球博マイナビオールスターゲーム 2022 スタートアッ
プイベント（松山市県武道館・坊ちゃんスタジアム）
１９日 令和４年度全国高等学校総合体育大会新居浜市実行委員会（市庁
舎応接会議室）
２０日 少年スポーツ指導者研修会（ミニバスケットボール）
（山根総合体
育館）
２１日 東雲市民プールオープン（～８月３１日）
２４日 新居浜市少年スポーツ大会（サッカー）
（グリーンフィールド新居
浜）（・２５日）
愛媛マンダリンパイレーツ ホームゲーム（市営野球場）（・２５
日）
２９日 少年スポーツ指導者研修会（ミニバスケットボール）
（山根総合体
育館）
文化振興課の事業は、
６月 ７日 河端梢チェンバロリサイタル（文化センター中ホール）
１５日 ツガザクラ自然保護協議会総会【書面開催】
１８日 郷土芸能保存連絡協議会代表者会（市庁舎）
２２日 にいはま春の市民文化祭運営委員会（市庁舎）
２８日 市長表敬訪問（松本澪、泉川中１年生、第 38 回四国バレエコンク
ール第一位受賞報告）
７月 １日 公共施設予約システム稼働
１３日 新居浜市美術展覧会運営委員会
１７日 「別子太平記」「近藤勝也 e ミュージアム（海洋編）」公開（あか
がねミュージアム 360 度シアター）
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）
６月１３日 別子銅山産業遺産創造塾※（案内） ※企画部別子銅山文化遺産
課主催
１５日 三井住友建設株式会社四国支店 新人研修（案内）
７月１３日 高齢者生きがい創造学園講座講師
１５日 いずみサポート株式会社 社長・愛媛支社長（案内）
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２５日 新居浜観光ガイドの会養成講座（案内）
美術館・総合文化施設の事業は、
６月 ５日 「近藤勝也ｅミュージアム（天空編）」公開（あかがねミュージア
ム 360 度シアター）
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、
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）
７月 ２日 第１回新居浜市地域発達支援協議会 （こども発達支援センター)
２０日 学校生活介助員等研修会（市民文化センター）
２６日 第１回心理アセスメント講座（市民文化センター）
２９日 第２回特別支援学級担任者会（市民文化センター）
学校給食課の事業は、
６月 ４日 ６月栄養教員部研修会（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）
７月 ９日 ７月栄養教員部研修会（学校給食センター）
１６日 １学期給食最終日（学校給食センター）
２７日 令和３年度第１回新居浜市学校給食会理事会（学校給食センター）
別子銅山記念図書館の事業は、
（４月２４日）「第６回子ども読書通帳マラソン！」（～８月２２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）
７月 ９日 ブックスタート事業 保健センター５カ月児健康相談
○夏休みは図書館へいこう！！
７月２８日 「親子で読書感想文にちょうせん」
２９日 「夏休み子ども図書館探検隊＆おもしろ科学実験」
○お話し会
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
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２３日 幼児向けお話し会
７月 １日 乳幼児（０歳～３歳）向けお話し会
１４日 幼児向けお話し会
１７日 小学生向けお話し会
２０日 えいごのおはなしかい
２８日 幼児向けお話し会
○講座・講演会
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「鉱山
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））
２０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））
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）
７月１１日 別子銅山に関する本の解説講座「別子銅山を読む」第１回「山村
文化」※延期分（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））
○ロビー展
６月 １日 「スマホが与える子どもへの害と子どもとのかかわり」
（保健セン
ター）（～４日）
２日 「水道週間パネル展」（上下水道局）（～８日）
４日 「からだの健康は、お口から！」（保健センター）（～１０日）
１５日 「６月は食育月間です」（保健センター）（～２５日）
７月 ６日 「若年者健康診査を受けましょう！」（保健センター）（～９日）
１３日 「予防接種は受けられましたか？」（保健センター）（～２５日）
２７日 「男女共同参画週間パネル展」（男女共同参画課）（～８月４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？」

７・８月

一般展示「オリンピック・パラリンピック」
児童展示「『じっくり』をたのしもう！」

○ケース展示
６月

「しかけえほんのせかい」

７・８月

「オリンピックに関する資料」

○企画展示
７月１７日 「お家で読書しよっ！～うちどくのススメ～」（図書館）（～８月
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１日）
〇教科書展示
６月１１日～２６日
人権教育課の事業は、
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 第１回小・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 社会教育担当者等人権・同和教育研究協議会（愛媛県生涯学習セ
ンター）
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）
７月 ８日 四国地区人権教育研究大会（愛媛県県民文化会館ほか）
１１日 人権のつどい日（瀬戸会館）
１２日 校区別人権教育市民講座（多喜浜小学校体育館）
２９日 東予地区人権・同和教育研究協議会事前研修会（今治市）
３０日 第２回小・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）
高橋教育長

ただ今の教育長一般報告について、何かご質問やご意見等はございま
せんか。
次に議案審議に移ります。本日の議事は第３２号及び第３３号の２議
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案でございます。第３２号及び第３３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

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。
６月は交通事故が多かったですね。

矢野次長

１件発生すると連続して発生する傾向があります。因果関係はないと
思いますが、今年度は昨年度に引き続き非常に多いと感じておりまし
て、学校のほうには常に交通安全担当者会や生徒指導部会あるいは校長
会、教頭会では指導していただきたいことを口酸っぱく申し上げており
ますが、先生方の危機感と子どもたちの危機感、温度差があるのかなと
思います。それぞれ、個々の学校では、自分のところで交通事故が起き
ていない学校がたくさんありますので、なかなか危機感が持てていない
のかなと思います。逆に自分のところの児童・生徒が事故にあったとこ
ろは、非常に注意深くやっていただけているのかなと思いますが、何か
あってからでは遅いので、しっかりとこちらのほうから協議できるよう
に準備していこうかなと思います。

高橋教育長

不登校の数はあすなろを計上しているのは今年度からでしたか。

矢野次長

昨年度からです。あすなろ教室に行っていても学校に行けていない日
数が３０日を超えると報告しないといけないと、ルールが変わりまし
た。学校の記録としては出席扱いですけれども、教育事務所への報告は
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不登校扱いとなっています。
尾藤委員

いじめの問題のところで、いじめとして認知しているが加害者の方に
は言わないでくれということで、観察という形で進めるという報告があ
りましたが、加害者側からの聞き取りもしないと本当にそうだったのか
どうかということすらも分からないのかと思いますが、その辺はどのよ
うにお考えですか。

矢野次長

被害者が、心身の苦痛、いじめだと訴えてきた場合は積極的に認知す
るというように国から指示されており、いじめ防止対策推進法でも定義
されておりますので、認知、報告はするように学校には伝えております。
おっしゃるように、加害者側の事情確認をできておりませんので、実態
としてそれがあったのかどうかについては詳細不明です。先生方も実際
にその場面を見ているわけではありませんので、ただこれは被害者側か
らの訴えで、いじめと認知して、その後同じようなことが起こらないよ
うに早い段階で芽を摘むという対策を施すようにという姿勢で対応し
ております。

尾藤委員

今言っていることはわかるのですが、相手側からも事情を聞かないと
これから防いでいくということにはならないと思うので、確かに、国の
指針でどういうふうに感じたかということでいじめと言われればそう
ですが、それがちょっと腑に落ちないというか、何かしら前向きにそれ
をなくしていくために、現状を把握する必要があるので、このようにや
っていくべきなのかなと思いました。

矢野次長

おっしゃる通りだと思うんですけれども、先ほど申し上げたとおり、
複数名の教職員で観察をしっかりするということで、いろいろな先生方
の目で見て、同様の事案が発生したときには先生が現認したということ
で確認できると思います。そういう対応をしていくということで、芽を
摘むのと同時にしっかりと確認をしながら、二度と同じことを繰り返さ
れないような指導を、実際に現認した場合にはしっかりとやっていくと
いうことになろうかと思います。

近藤委員

２つありまして、１つ目は不登校のお子さんで今年度頑張っていって
いる子が中学生で４６名、小学生で３名ということで、学校訪問に行か
せていただいても、先生方が非常に児童、生徒と近い気持ちでご指導さ
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れているのを見て、先生方のご努力の賜物かなということと、家庭でも
保護者さんたちが協力してくださっているおかげかなと思いました。次
に、先ほど尾藤委員もおっしゃったいじめの問題ですけれども、加害者
側のほうには言わないでくれというその背景が気になりました。例え
ば、クラスの中で子供たちのパワーバランスのせいなのか、本当にあっ
たかなかったかわかりませんが、例えばそれを言うことによって先生の
指導が何か子どもたちの中でガタガタするようなことがあるかもしれ
ないと思わせているのか分からないのですが、やはり被害を受けている
にも関わらず、それを口に出せないというのが、これから大人になって、
それでいいのか、困ったことがあったときに言える子になれないのじゃ
ないかという気がするので、先生方が経過観察する中で、十分そこのと
ころも見ていただけたらなと思います。
矢野次長

ありがとうございます。被害児童、それから被害児童の保護者からの
聞き取りはしっかりとしております。もちろん必要に応じてハートなん
でも相談員に入ってもらって向き合っていくことも考えていかなくて
はいけないかなと思うのですが、しっかりと被害児童に寄り添って対応
していくことで、被害児童も嫌なことをされた時にはそれを伝えていけ
るような、そういったところも進めていくということで学校に指導して
いただいたと思います。徐々にではありますが、子どもを補助していく
形に期待しております。

本田委員

交通事故の件についてですが、市総体に向かっている途中に自動車と
接触して、そのまま会場に向かったというのは、子どもたちは市総体は
チームで行っていると思いますし、その子どもさんが事故にあって、誰
も何も言わず市総体に向かったことが大きな問題ではないかと思いま
す。やはり、小さい接触事故でも連絡することは社会人としてのルール
だと思いますので、それをしっかりとその子どもさん一人じゃなく、団
体でそのようなことが起きてて、誰も何も言わなかったところに、問題
を感じるのですがどうでしょうか。

矢野次長

実際には直接会場には向かわず、この後学校に向かっております。と
いいますのは、一緒に行っていたお子さんがこのままにしてはいけない
ということで、学校へ行って学校にいる先生に報告し、その後会場に向
かっております。学校のほうから警察に連絡し、最終的には本人も現場
検証に立ち会っております。
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本田委員

今後も起こりうる事件だと思いますので、出発する前とか、総体関連
の指導の中でそういったことも学校でご指導いただけたらと思います。

高橋教育長

事故にあったときの対応ということで、よろしいでしょうか。
それでは、その他に移ります。
その他、何か連絡事項はございませんか。

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。お時
間の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。
＜日程を決定＞
それでは、８月の定例会は、８月２６日木曜日の１５時００分より開
催させていただきます。
よろしくお願いします。
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。
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