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社会教育課 加藤 二士夫
＜教育長一般報告＞
＜議案＞
議案第２５号 新居浜市公民館運営審議会委員の委嘱について
議案第２６号 新居浜市交流センターの運営審議会委員の委嘱について
議案第２７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＞
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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４年第８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４年第７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。
７月 １日 青少年健全育成標語表彰式（青少年センター）
まちづくりタウンミーティング（多喜浜）
４日 管理主事・市教委学校訪問（東中学校）
第２回教育力向上実践活動部会及び第１回教育研究所員会
（市民文化センター）
こども手帳寄贈式（消防防災合同庁舎５階災害対策室）
７日 令和４年第７回教育委員会定例会（多喜浜公民館）
８日 中学生弁論大会（市民文化センター）
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２階)
１１日 管理主事・市教委学校訪問（船木中学校ひびき分校）
まちづくりタウンミーティング（中萩）
１２日 愛媛県人権教育協議会新居浜支部総会（旧消防庁舎）
【書面
議決】
１３日 新居浜市交通安全推進協議会総会（消防防災合同庁舎５階
災害対策室）
１５日 第１回ＥＳＤ推進事業協議会（消防コミュニティ防災セン
ター）
２０日 学校生活介助員等研修会（オンライン開催）
２１日 愛媛県市町教育委員会連合会定期総会（大洲市）
２２日 小学校水泳記録会（垣生小学校、宮西小学校、角野小学校）
２６日 まちづくりタウンミーティング（浮島）
２９日 新居浜市コミュニティ・スクール研修会（消防コミュニテ
ィ防災センター）
３０日 バーチャル時空旅行（あかがねミュージアム）
８月 １日 前期発達支援スキルアップ講座（災害対策室）
２日 小・中学校人権・同和教育自主研修会（市民文化センター）
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３日 令和４年第８回教育委員会定例会（市庁舎応接会議室）
指導力向上セミナー（男女共同参画、アンコンシャス・バイアス）
（消防コミュニティ防災センター）
４日

令和４年度全国高等学校総合体育大会開会式（市民文化セ
ンター）
令和４年度全国高等学校総合体育大会ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技大
会（市民体育館ほか）（～８日）
第２回小・中学校主幹教諭及び教務主任研修会（市庁舎）

５日

小・中学校健康教育研究大会（中萩小学校）

６日

新居浜ユネスコ「平和の鐘を鳴らそう」事業（イオン新居
浜）
特別支援教育講演会 （文化センター大ホール）

１１日 全国中学校体育大会壮行式（市民文化センター）【中止】
21th サマーコンサート（市民文化センター）
１９日 第２回イングリッシュサマースクール（市民文化センター）
２３日 全教職員研修会（市民文化センター）
２６日 第２回小・中学校教頭研修会（市庁舎）
２９日 指導力向上セミナー（防災教育講演会）
（市民文化センター）
３０日 指導力向上セミナー（構成的グループエンカウンター研修
会）（市民文化センター）
次に、各課の行事について、事務局から説明をお願いします。
竹林総括次長兼社会教育
課長

社会教育課の事業は、
７月 １日 まちづくりタウンミーティング（多喜浜）
※その他の日程は第７回定例会にて配布
７日 令和４年第７回教育委員会定例会（多喜浜公民館）
１４日 公民館活動活性化ステップアップセミナー（四国中央市川
之江ふれあい交流センター）
２１日 愛媛県公民館連合会第２回理事会
産業医学校職場巡視（金子小学校）
２７日 令和４年度第１回新居浜市社会教育委員会議（市庁舎５階
大会議室）
８月 ３日 令和４年第８回教育委員会定例会（市庁舎応接会議室）
４日 愛媛県公民館連合会
公民館現任職員研修会（久万高原町）
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２３日 公民館職員研修会（消防防災合同庁舎５階災害対策室）
２５日 産業医学校職場巡視（南中学校）
別子銅山記念図書館の事業は、
○夏休みは図書館へいこう！！
７月２９日 「ブックトークと感想文の書き方」
８月 ４日 「夏休み子ども図書館探検隊＆おもしろ科学実験」
５日 「夏の夜のちょっとこわいおはなし会」
１７日 「ココロとカラダの健康セミナー『子どもと正しい姿勢で
集中力アップ！』」
〇開館３０周年記念
７月１９日 「えほん『おしいれのぼうけん複製画（ピエゾグラフ展』
」
（～８月３０日）
３１日 「わたしと別子銅山記念図書館フォトコンテスト」
（８月２
日）
○お話し会
７月 ７日 乳幼児（０歳～３歳）向けお話し会
１３日 幼児向けお話し会
１６日 小学生向けお話し会
１９日 えいごのおはなしかい
２７日 幼児向けお話し会
８月１０日 幼児向けお話し会
１６日 えいごのおはなしかい
１８日 乳幼児（０歳～３歳）向けお話し会
２０日 小学生向けお話し会
２４日 幼児向けお話し会
○講座・講演会
８月２１日 シン我楽多講座 第２３回 「『火の鳥』を追う者～手塚治
虫のライフワークへのアプローチ」
（多目的ホール）
○ロビー展
７月 １日 「新居浜市気候非常事態宣言－2020 年カーボンニュートラ
ル実現へ－」（～１５日）
１２日 「予防接種は受けられましたか？」
（～２２日）
８月 ３日 「原爆パネル展」
（～３０日）
「男女共同参画週間パネル展」
（～３０日）
○テーマ展示
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７・８月

一般展示「
「当たり前から見直そう ～エコでシンプルな衣
食住の工夫～」
」
児童展示「
『じっくり』をたのしもう！」

須藤学校教育課長

学校教育課の事業は、
７月 ４日 管理主事・市教委学校訪問（東中学校）
第２回教育力向上実践活動部会及び第１回教育研究所員会
（市民文化センター）
こども手帳寄贈式（消防防災合同庁舎５階災害対策室）
８日 中学生弁論大会（市民文化センター）
１１日 管理主事・市教委学校訪問（船木中学校ひびき分校）
１２日 管理主事・市教委学校訪問（中萩中学校）
１５日 第１回ＥＳＤ推進事業協議会（消防コミュニティ防災セン
ター）
２０日 神郷幼稚園、小・中学校第１学期終業式
２２日 小学校水泳記録会（垣生小学校、宮西小学校、角野小学校）
２９日 四国中学校総合体育大会壮行式（市民文化センター）
【中止】
新居浜市コミュニティ・スクール研修会（消防コミュニテ
ィ防災センター）
８月 ２日 第７回あかがね算数・数学コンテスト実行委員会（市庁舎）
３日

指導力向上セミナー（男女共同参画、アンコンシャス・バイアス）
（消防コミュニティ防災センター）

４日 第２回小・中学校主幹教諭及び教務主任研修会（市庁舎）
５日 小・中学校健康教育研究大会（中萩小学校）
１１日 全国中学校体育大会壮行式（市民文化センター）【中止】
１８日 第８回あかがね算数・数学コンテスト（各小・中学校）
１９日 第２回イングリッシュサマースクール（市民文化センター）
２２日 第２回小・中学校生徒指導主事連絡協議会（市庁舎）
２３日 全教職員研修会（市民文化センター）
２５日 第２回通学路安全対策連絡協議会（市庁舎）
２６日 第２回小・中学校教頭研修会（市庁舎）
２９日 指導力向上セミナー（防災教育講演会）
（市民文化センター）
３０日 指導力向上セミナー（構成的グループエンカウンター研修
会）（市民文化センター）
三浦発達支援課係長

発達支援課の事業は、
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７月 ８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２階)
２０日 学校生活介助員等研修会（オンライン開催）
２５日 第１回特別支援学級担任者役員会（市民文化センター）
第２回特別支援学級担任者会（市民文化センター）
第２回通級指導教室担当者会（市民文化センター）
２９日 第１回心理アセスメント講座（市民文化センター）
８月 １日 前期発達支援スキルアップ講座（災害対策室）
４日 第２回教育支援相談員会（こども発達支援センター）
第２回教育支援委員会（こども発達支援センター）
６日 特別支援教育講演会 （文化センター大ホール）
１９日 第３回教育支援相談員会（こども発達支援センター）
２５日 第３回教育支援委員会（こども発達支援センター）
沢田学校給食課長

学校給食課の事業は、
７月 ８日 ７月栄養教員部研修会（学校給食センター）
２５日 栄養教員部献立検討会（学校給食センター）
２６日 令和４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）
２８日 栄養教員部献立検討会（学校給食センター）
８月下旬

上野人権教育課長

令和４年度衛生管理研修会（学校給食センター）

人権教育課の事業は、
７月１１日 人権のつどい日（瀬戸会館）
１２日 愛媛県人権教育協議会新居浜支部総会（旧消防庁舎）
【書面
議決】
１９日 地区別人権教育市民講座（高津小学校体育館）
２６日 小・中学校新規採用教職員人権・同和教育合同研修会（消
防防災合同庁舎）
２７日 県立学校新転任教職員研修会（市民文化センター）
２８日 東予地区人権・同和教育研究協議会事前研修会（市民文化
センター）
【中止】
８月 ２日 県立学校人権委員会現地研修会（四国中央市）
【延期】
小・中学校人権・同和教育自主研修会（市民文化センター）
３日 第２回小・中学校人権・同和教育主任会、愛媛県人権教育
協議会新居浜支部小・中・県立学校合同部会（瀬戸会館）
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９日 小・中学校フォローアップ教職員人権・同和教育合同研修
会（瀬戸会館）
１１日 人権のつどい日（瀬戸会館）
１８日 東予地区人権・同和教育研究協議会役員打合せ会（市民文
化センター）
１９日 第３回小・中学校人権・同和教育主任会、愛媛県人権教育
協議会新居浜支部小・中学校合同部会（瀬戸会館）
２０日 人権フォーラム（砥部町）
２２日 地域社会人権・同和教育リーダー研修会（総合科学博物館）
【延期】
２３日 愛媛県人権教育協議会新居浜支部第６回高等学校部会（新
居浜西高校）
竹林総括次長兼社会教育
課長

参考として、 文化スポーツ局７月報告及び８月予定は、
＜スポーツ振興課＞
７月 １日 第６回あかがねマラソンエントリー開始（～９月３０日）
東雲市民プール予約開始
１２日 第３回体力つくり指導者講習会（モルック教室など）
（市民
体育館）
１４日 少年スポーツ指導者講習会（バレーボール）（市民体育館）
【延期】
１５日 東雲市民プールオープン（~８月３１日）
１８日 新居浜市少年スポーツ大会（バレーボール）（市民体育館）
【延期】
２７日 えひめ愛・野球博マイナビオールスターゲーム 2022（坊ち
ゃんスタジアム）
３１日 新居浜市少年スポーツ大会（バスケットボール）
（市民体育
館・競技場）
軽スポーツ大会（ﾍﾟﾀﾝｸ）
（市民体育館・体育室）※文化体
育振興事業団主催事業【中止】
８月

４日

令和４年度全国高等学校総合体育大会ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技大
会（市民体育館ほか）（～８日）

２０日 大府市ジュニアバドミントン交流大会（市民体育館）
（～２
１日）
２５日 第４回体力つくり指導者講習会（市民体育館）
２６日 グラウンドゴルフ大会（愛媛スポレク祭予選会）
（山根市民
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グラウンド）
＜文化振興課＞
７月１４日 新居浜市美術展覧会運営委員会（市民文化センター）
２０日 新居浜市市民文化センター庁内検討委員会（大会議室）
新居浜市市民文化センター市民検討委員会（市民文化セン
ター）
３０日～８月１６日 バーチャル時空旅行（あかがねミュージアム）
３０日 新居浜文化協会油絵ワークショップ（文化振興会館）
３１日 新居浜文化協会油絵ワークショップ（文化振興会館）
８月 ２日 文化施設先進地視察研修（西条市、松山市）
１１日 21th サマーコンサート（市民文化センター）
１９日 文化施設先進地視察研修（東大阪市）
＜美術館・総合文化施設＞
７月 ９日 おひるねびじゅつかん（～８月２８日）
８月１１日、８月１７日～２０日
高橋教育長

ジュニア学芸員

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２５号から第２７号までの
３議案でございます。第２５号から第２７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＞
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高橋教育長

不登校が多いのが、本当に悩ましいところで、どうしても２年生にな
って増えてしまいますね。

矢野次長

ただ昨年度不登校で計上はされていないけれども、小学校の頃に不登
校や準不登校で休みがちであったというのはケースとしては報告され
ています。登校しぶりがあったとか、母親と一緒でないと登校しづらか
ったとかというようなケースも報告されているので、突然中学校２年生
からなったというわけではないので、小学校からの情報をしっかりと受
け止めて、なおかつ中１から中２へ引き継がれていくことが大事だと思
います。そういった兆候がみられたときに早期に対応していくというこ
とが非常に大切だという風に考えております。

高橋教育長

何かご質問やご意見等はございませんか。
ここの白い部分は逆に、不登校傾向だったけれども、がんばって学校
に行っているという事案もいくつかありますよね。

矢野次長

そうですね。昨年度は不登校だったけれども、今年度がんばって登校
しているという子もここには上がってきていないですけれども、たくさ
んいます。

高橋教育長

それでは、その他に移ります。
何か連絡事項はございませんか。

木俵事務局長

お手元に新聞記事のコピーをお配りしております。先ほど最後のペー
ジの図書館のご紹介をさせていただきましたが、その前の辺りでヤング
ケアラーのことをいくつか載せていますので、またご覧いただいたらと
思います。
家庭内のケアの問題というのは昔からありまして、老老介護でありま
すとか、介護離職、介護のために仕事を辞めざるを得ないとか問題はい
ろいろありますが、ヤングケアラーは子どもたちのことなので非常にわ
かりにくいということがあって、そこを新居浜市の教育委員会としては
なんとかしないといけない、ということで今取り組みを進めておりま
す。
髙野推進監が中心になって、福祉部局の方と連携をしていろいろ作業
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を進めているところでありますので、また具体的に動き始めたらご紹介
できると思いますので、よろしくお願いいたします。
高橋教育長

教職員への啓発ＤＶＤを作りましたので、推進監少し説明をお願いし
ます。

髙野次長兼教育力向上推
進監

４月に高橋教育長と酒井こども局長とで、ヤングケアラーの問題をな
んとかしようという話しになりました。
子育て支援課長と発達支援課の越智指導主幹、新居浜市スクールソー
シャルワーカーの山本さんは、普段から密接に連携されている状況があ
りましたので、お話しをしたらまず入り口から、先生が子どものヤング
ケアラーを発見できるようにしようということになりました。
先生方にヤングケアラーについて理解していただくとともに、気にな
る子どもがいたら、連絡するかどうかを迷わずに、チェックリストを作
って、チェックをしたら気軽にスクールソーシャルワーカーに連絡をし
てもらう仕組みを作ろうと動いてきたところです。
６月に研修動画を撮影しまして、講師は山本さんにやっていただきま
した。チェックリストも作成しました。越智先生に協力していただき、
７月の夏休み前に各学校の方に周知をはかったところです。
今月末までにすべての学校で研修動画とチェックリストを見ていた
だくように、今取り組みを進めていただいているところです。
入口があるともうひとつ出口というのが必要になってきます。出口に
関しては福祉部の方で連携して取り組みを進めているところで、個別の
状況がございますので、ケースバイケースだと思いますけれども、こう
いった状況に応じた支援というのを市の要保護児童対策地域協議会を
中心に検討していくという流れになっています。
以上です。

高橋教育長

この夏各学校においては、職員研修の中でこのＤＶＤを使って、ヤン
グケアラーを見落とさないような、そういう目を養ってもらいたいとい
うことで取り組みを進めております。
ひとつ良いと思うことは、国のガイドラインに示されるような体制
が、もうすでに新居浜市の中で教育委員会、福祉部局等が連携して行わ
れているというところが、関係機関を巻き込んだ形になっているかなと
思いますので、紹介させていただきます。
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
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す。来月９月は、第二木曜日の８日に市町村教育長・教育委員会研究協
議会があるため、以前お諮りしましたとおり、９月６日火曜日に開催い
たしたいと思いますが、ご都合はよろしいでしょうか。
委員一同

はい。

高橋教育長

それでは９月の定例会は、９月６日火曜日の１６時より開催させてい
ただきます。

木俵事務局長

市議会の開会日のため、少し時間を遅めに設定させていただいていま
す。すみませんがよろしくお願いいたします。

高橋教育長

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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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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