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（１）開会
（２）教育長あいさつ
（３）会議録署名委員の指名

（横山順一委員）

（４）議題
①議案第１号 平成３０年度教育委員会関係予算案（９月補正）について
②議案第２号 平成２９年度四万十町教育委員会の行政の執行状況の点検・評価について
③議案第３号 四万十町招致外国青年勤務成績評定要領の制定について
（５）協議事項
なし
（６）報告事項
①平成 30 年度全国学力・学習状況調査結果について
②高知県生徒指導上の諸課題・児童虐待に関する調査について
③始業日の欠席者調査について
（７）その他
①平成 30 年度高知県市町村教育委員会連合会研修会について
②高岡地教連教育委員長・教育長等合同視察研修について
③10 月定例教育委員会の開催について
④四万十町議会 9 月定例会について
６．議 事
教育長 ： これより、四万十町教育委員会平成３０年９月定例会を開会したいと思います。
それでは、議題に入ってまいりますが、その前に、議案第１号
委員会関係予算案（９月補正）について、議案第２号

平成３０年度教育

平成２９年度四万十町教育委

員会の行政の執行状況の点検・評価について、この２議案につきましては、議会の審
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議に関係する案件であり、また、議会に報告・公表となる決定過程の情報もあるため
に非公開にしたいと思いますが、皆さん、よろしいでしょうか。
全委員 ： はい。
教育長

：

それでは、異議ないものと認めて、議案第１号、第２号につきましては、非公開と

いたします。
それでは、議題に入ります。議案第１号

平成３０年度教育委員会関係予算案（９

月補正）について、事務局の説明を求めます。
（事務局より、議案第１号

平成３０年度教育委員会関係予算案（９月補正）に

ついて、説明する。
）

教育長

：

ただ今、教育委員会関係の９月補正予算案について説明がありました。このことに

つきまして、委員の皆さんの意見を伺います。何かご意見、お聞きしたいことなどご
ざいませんか。小休にします。
（小休止）
教育長

：

それでは、正常に復させていただきまして、委員の皆さんのご意見を求めたいと思

いますが、何かございませんか。よろしいですか。
それでは、ご異議はないということでございますので、議案第１号

平成３０年度

教育委員会関係予算案（９月補正）について、承認ということでよろしいですか。
全委員 ： はい。
教育長

：

議案第１号

平成３０年度教育委員会関係予算案（９月補正）について、承認され

ました。続きまして、議案第２号

平成２９年度四万十町教育委員会の行政の執行状

況の点検・評価について、事務局からの説明を求めます。
（事務局より、議案第２号

平成２９年度四万十町教育委員会の行政の執行状況

の点検・評価について、説明する。
）
教育長

：

ただ今、説明がありました。このことにつきまして、委員の皆さんの意見を求めま

す。説明がありましたとおり、８月の定例委員会、そして臨時教育委員会で皆様方に
ご協議をいただいたところを議案ということで上げておるわけでございます。皆さん
のほうからご意見はございませんか。
横山委員：

前回、協議するときに、総合評価のところで、道徳の実施年度を直しておいたらと

思います。
西谷学校教育課長：

すみません。直しておかなければいけませんでした。申し訳ありません。３０年と

３１年です。
教育長

：

それでは、この報告書については、道徳の教科化ということで小学校では平成３０

年度、中学校では平成３１年度に教科化される特別の教科、道徳に向けてということ
で、訂正をさせていただきます。よろしいですか。
全委員 ： はい。
教育長

：

他、委員の皆さんのご意見などございませんか。他にご意見もないということでご
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ざいます。議案第２号についてはこのような形で、原案のとおり承認ということで、
一部訂正がございましたが、議案第２号

平成２９年度四万十町教育委員会の行政の

執行状況の点検・評価について、は決定ということでよろしいでしょうか。
全委員 ： はい。
教育長

：

議案第２号

平成２９年度四万十町教育委員会の行政の執行状況の点検・評価につ

いて、は承認されました。続いて、議案第３号

四万十町招致外国青年勤務成績評定

要領の制定について、事務局の説明を求めます。
（事務局より、議案第３号

四万十町招致外国青年勤務成績評定要領の制定につい

て、説明する。
）
教育長

：

先ほど説明がございました。このことにつきまして、委員の皆さんの意見を求めま

す。何かご意見、また、お聞きしたいことなどございませんか。
宮﨑委員：

これは、国か県かの様式でこういうのはあるのか、それとも四万十町独自の形です

か。
東学校教育副課長：

こちらのほう、外国青年を派遣しているＪＥＴプログラムのマニュアルで勤務の様

式マニュアル等を参考にしながら、こちらの方は作っております。
教育長 ： よろしいですか。
宮﨑委員：

いろんな方面から、人柄も含めて当然、評定は適正にする必要はあると思います。
そこで（４）ですが、性格ですので、いろいろな部分を評価するにあたりなかなか
厳しい言葉があります。確かに大事な部分でもありますが、ちょっと気になりまし
た。

教育長

：

議案第３号につきまして、委員の皆さん、他にご意見、またお聞きしたいことなど

ございませんか。よろしいですか。
それでは、議案第３号

四万十町招致外国青年勤務成績評定要領の制定について、

は他にご意見、またご異議はないということでございますので、このような形で原案
のとおり承認ということでよろしいでしょうか。
全委員 ： はい。
教育長

：

議案第３号

四万十町招致外国青年勤務成績評定要領の制定について、は承認され

ました。なお、先ほど説明がありましたとおり、法制審にもかけてということになり
ますので、その後、確定した状況で、また制定をさせていただくということでござい
ます。よろしくお願いいたします。続いて、協議事項はございません。
６番目の報告事項ということでございまして、報告事項についてはこの会議資料の
中にはございませんが、２つ報告をしていただきたいと思います。
報告事項 平成 30 年度全国学力・学習状況調査結果について、このことについては、
まだ公表を四万十町はしておりませんので、非公開とさせていただきたいと思います。
皆さん、よろしいですか。
全委員 ： はい。
教育長 ： それでは、非公開で行いたいと思います。報告事項 ①平成 30 年度全国学力・学習
状況調査結果について、事務局の説明を求めます。
（事務局より、報告事項 ①平成 30 年度全国学力・学習状況調査結果について、
説明する。
）
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教育長

：

このことにつきましては、四万十町の状況については、『四万十町通信』などで町民

の方々にはお知らせもしたいと思っております。それと、各校の状況については、そ
れぞれ学校の方から保護者宛てにお便り等を通じてお知らせをしています。ただ、１
人とか２人とか、個人の方が特定されるような形の学校については、また工夫して保
護者宛てにお便りを出すということでいっておりますので、よろしくお願いいたしま
す。何か、このことにつきましてお聞きしたいことなどございませんか。報告事項
①平成 30 年度全国学力・学習状況調査結果について、はよろしいですか。
全委員 ： はい。
教育長

：

それでは、報告事項

②高知県生徒指導上の諸課題・児童虐待に関する調査につい

て、そして、③始業日の欠席者調査などについて、報告をしたいと思います。このこ
とについては個人情報も出てこようかと思いますので非公開で行いたいと思いますが、
皆さん、よろしいですか。
全委員 ： はい。
教育長

：

それでは、非公開で行いたいと思います。報告事項

②高知県生徒指導上の諸課

題・児童虐待に関する調査について、③始業日の欠席者調査について、事務局の説明
を求めます。
（事務局より、報告事項

②高知県生徒指導上の諸課題・児童虐待に関する調査

について、③始業日の欠席者調査について、説明する。
）
教育長

：

報告事項

②高知県生徒指導上の諸課題・児童虐待に関する調査について、③始業

日の欠席者調査について、を終わらせていただきます。
全委員 ： はい。
教育長 ： 報告事項は他にございませんか。よろしいですか。
それでは、その他ということで、私から報告、説明があります。
（教育長より、その他 ①平成 30 年度高知県市町村教育委員会連合会研修会につ
いて、②高岡地教連教育委員長・教育長等合同視察研修について、③10 月定例教
育委員会の開催について、④四万十町議会 9 月定例会について、報告説明を行っ
た。
）
教育長 ： その他ということで４項目、 ①平成 30 年度高知県市町村教育委員会連合会研修会
について、②高岡地教連教育委員長・教育長等合同視察研修について、③10 月定例教
育委員会の開催について、④四万十町議会 9 月定例会について、はよろしいですか。
全委員 ： はい。
教育長 ： 他、皆さんのほうから何かございませんか。委員の皆さんもよろしいですか。
全委員 ： はい。
教育長

：

それでは、以上をもちまして本日の日程は全て終了しましたので、教育委員会９月

定例会を閉会します。
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（閉会）

１０月の定例委員会予定

平成３０年１０月９日（火）

教育長

：

署名人

：
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