四万十町教育委員会会議録（平成３１年１月定例会）
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教 育 長

川上哲男

教育委員

宮﨑正行

岡林雅子

事 務 局

教育次長

熊谷敏郎

横山順一

生涯学習課 課長

林 瑞穂

学校教育課 課長

西谷典生

教育政策監
教育研究所 所長

佐々倉愛

副課長

青木和香

東 孝典
研修指導員

岡 澄子

４．傍聴者
１名
５．日 程
（１）開会
（２）教育長あいさつ
（３）会議録署名委員の指名

（横山委員）

（４）議題
①議案第１号 四万十町教育研究会規約の廃止について
②議案第２号 四万十町生涯学習事業費補助金交付要綱の廃止について
（５）協議事項
①四万十町防災教育方針について
②四万十町運動部活動ガイドラインについて
（６）報告事項
①高知県生徒指導上の諸課題・児童虐待に関する調査の状況について
（７）その他
①平成３１年度全国学力・学習状況調査について
②男女混合名簿（出席簿）について
③四万十町教育委員会表彰推薦について
④卒業式の出席者調整について
⑤小鳩保育所移転整備事業ワークショップについて
⑥高知県新任市町村教育委員・教育長合同研修会について
⑦市町村教育委員研究協議会について
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下司三和

６．議 事
教育長

：

これより四万十町教育委員会１月定例会を開会をいたします。議題に入る前に本日、

の報告事項

①高知県生徒指導上の諸問題・児童虐待に関する調査の状況について、

この報告事項につきましては、個人情報を含んだ案件であるため会議を非公開とした
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 ： 異議ないものと認め、報告事項①については、非公開といたします。
それでは、議題に入っていきます。議案第１号

四万十町教育研究会規約の廃止に

ついて、事務局の説明を求めます。
（事務局より、議案第１号

四万十町教育研究会規約の廃止について、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、委員の皆様方のご意見を伺い

たいと思います。皆様方のほうで何かございませんか。前回、協議で行っていたとこ
ろを議題に上げて正式に廃止にする。そして、この会で承認されれば、小中学校長宛
てに文書を発送するということになります。いずれにしても体育主任会や音楽主任会
等の各主任会は従来どおりの開催ということで、とにかく進めていかなければならな
いことが学校のほうにもありますので、そういったことの連携は、こういう組織がな
くなっても、しっかりとやっていくというようなことになっています。皆さん、よろ
しいですか。
全委員 ： はい。
教育長

：

それでは、議案第１号

四万十町教育研究会規約の廃止について、は承認とさせて

いただきます。
全委員 ： はい。
教育長

：

続いて、議案第２号

四万十町生涯学習事業費補助金交付要綱の廃止について、事

務局の説明を求めます。
（事務局より、議案第２号

四万十町生涯学習事業費補助金交付要綱の廃止に

ついて、説明する。
）
教育長

：

事務局から説明がありました。委員の皆様方のご意見、また何かお聞きしたいこと

などありましたら聞いていただけたらと思います。
ご意見、お聞きしたいことなど、またご異議もないということでございますので、
議案第２号

四万十町生涯学習事業費補助金交付要綱の廃止について、は承認という

ことでよろしいでしょうか。
全委員 ： はい。
教育長

：

それでは、議案第２号

四万十町生涯学習事業費補助金交付要綱の廃止について、

は承認とさせていただきます。
続きまして、協議事項に移ります。協議事項

①四万十町防災教育方針について、

事務局の説明を求めます。
（事務局より、協議事項 ①四万十町防災教育方針について、説明する。）
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教育長

：

事務局の説明がございました。四万十町防災教育方針について、委員の皆様方のご

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、協議事項

①四万十町防災教育方針について、ご意見、ご異議もないと

いうことでございますので、承認ということで構いませんか。
全委員 ： はい。
教育長

：

それでは、協議事項

①四万十町防災教育方針について、承認とさせていただきま

す。
全委員 ： はい。
教育長

：

続いて、協議事項

②四万十町運動部活動ガイドラインについて、事務局の説明を

求めます。
（事務局より、協議事項

②四万十町運動部活動ガイドラインについて、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、委員の皆さんのご意見、また

お聞きしたいことなどありましたら、お願いします。
小休とさせていただいて、資料のほうも、なお、お目通しをいただけたらと思いま
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、四万十町運動部活動ガイドラインにつ

いて、委員の皆様方のご意見等お伺いしたいと思いますが、皆さん、ございませんか。
それでは、ご意見、ご異議もないということでございますので、協議事項

②四万

十町運動部活動ガイドラインについて、承認ということでよろしいですか。
全委員 ： はい。
教育長

：

それでは、協議事項

②四万十町運動部活動ガイドラインについて、承認とさせて

いただきます。
全委員 ： はい。
教育長

：

続いて、順番を入れ替えて７番目のその他に入らさせていただきます。報告事項は

非公開ということになりますので、順番を入れ替えさせていただきまして、その他
①平成３１年度全国学力・学習状況調査について、事務局の説明をお願いします。
（事務局より、その他

①平成３１年度全国学力・学習状況調査について、

説明する。
）
教育長

：

平成３１年度全国学力学習状況調査について、説明をいただきました。これは４月

でしたね。
下司研修指導員：

４月１８日木曜日に行います。

教育長

このことについて、今年度まではＡ問題、Ｂ問題とかというような表現でＡ問題が

：

基本、またＢ問題が応用とかいうことでございましたが、それがまとまった形で実施
をされていくということで、中学校３年生については、英語がこれに加わってくると
いうことになっております。このことについて何か、お聞きしたいことなどございま
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せんか。よろしいですか。
全委員 ： はい。
教育長

：

それでは、その他

①平成３１年度全国学力・学習状況調査について、終わらせて

いただきます。
続いて、その他

②男女混合名簿（出席簿）について、事務局の説明をお願いしま

す。
（事務局より、その他 ①男女混合名簿（出席簿）について、説明す
る。
）
教育長 ： 事務局より説明がありました。委員の皆様方からのご意見を伺いたいと思います。
西谷学校教育課長：

これは出席簿ということで、男女に分けていたら、良い面もありますので、今回、

この提案は出席簿について、これを進めるかどうかという観点でご協議いただきたい
と思います。
教育長 ： 委員の皆様方のご意見を伺いたいと思います。
宮﨑委員：

２枚目のところで、実施しているの中で一部というのがありますが、例えば、これ

は、新しい学年から順次やっていっているとか、そういうことですか。
西谷学校教育課長：

そういう意味です。ちょっと曖昧ですが、ご指摘のとおりだと思います。全部では、

ないというふうに考えております、全校ではないということです。
教育長

：

他、皆さん、どうでしょう。四万十町の男女混合名簿について、２枚目を見ていた

だいたとおり、実施状況というところで先ほど説明もいただいたところでございます。
実施している学校、小学校で７校、中学校が１校ということ、中学校は北ノ川中学
校ということでございます。このことについて、高知県教育委員会のほうでも、先ほ
ど説明があった通り、男女混合名簿の実施率を１００％に実現したいと、これは出席
簿というところでございます。どうでしょう、委員の皆様方の忌憚ないご意見をいた
だけたらと思います。
佐々倉委員：

私は、この高知県教育委員会の考え方にすごく共感するので、進めていただけたら

と思います。混合することのメリットとか、個人の男女の考え方に対する尊重というの
はもちろんあると思いますが、実務上不便であったところまで使用を求める考えは持っ
ていないというふうにも書かれているので、先生の方で使い勝手の良いように分けて整
理するところや、使う所というのと調整しながらして頂けたらいいのかなと思います。
もう１つは、出席簿がそうなる関係で、例えば何か式の時とかに並べる順番とかも
こまごま変わってきたりもするのかなと思うんですが、男女が交ざって整列したり並
んだりということもあっていいんじゃないかなと思うので、進めていただきたいなと
思います。
教育長 ： 他、委員の皆様方、ご意見ございませんか。
岡林委員：

男女混合名簿、出席簿についての調査を今日初めて私は目にしたんですが、学校現

場には、県教育委員会の方から下りてきて、実施しているか、してないかというのは、
分かってるんですよね。それなら、同じ町内の小学校において半分、中学校にしたら
ほとんど実施してない。学校は現場は、このことについて、お互いに研究してきて、
実際はこうなんだけど、どうしてこういうばらつきがあるのかなということが、疑問
に思います。
西谷学校教育課長：

多分、強制力を持って県教委はやっていないんじゃないかなと想像は出来ます。あ
4

くまでも、先ほど委員が言われたように、裁量の部分でやっているのですが、町とし
ての方針も今までは、お示しをしてなかったということもありまして、こういった状
態じゃないかと考えています。今後、こういった出席簿を進めようという意見でまと
まりましたら、教育委員会の方ではこういう意見ですので各学校の方ではこういった
ことで取組をお願いしたいということで、お知らせもしようかと考えております。
教育長 ： よろしいですか。他、委員の皆さん、ご意見等ございませんか。
宮﨑委員：

だいぶ前に現場へも努力義務的な形で下りてきてました。ただ、こういうふうに本

格的に資料とかいうのを見てというところでして、学校によって対応にばらつきがあ
るというところだと思います。佐々倉委員がおっしゃったように、これも含めて、今
後、現時点でもそうですけれども、委員会としてこういうことで進めていったら、県
もこれまた、努力義務的な書き方ですので、努力義務ではあるけれども、１段階進め
ていくということでしたら、例えば校長会、今までも提案して校長会で検討してもら
っていたりということもあるかと思います。再度、ここは、こういうふうに進めたら
いいというような推進の意向だけど、強制的には、そこはどうかという、ちょっと判
断も迷うところですが、こういう形で進めたいということでしたら、ワンクッション
置いて、校長会で意見も聞いてみたらという気はします。
西谷学校教育課長：

努力義務ということで、県の方もやられてると思いますが、そういったご意見でし

たら、校長会の方にも聞いてみたいと思います。
教育長 ： 他、委員の皆さん、ご意見等ございませんか。よろしいですか。
それでは、その他

②男女混合名簿（出席簿）について、は本日、先ほど説明があ

ったとおり、これを進めていくと、学校の方にも取組を推進していくように、また、
校長会を通じて依頼をしていくということで行っていきたいと考えますが、そういっ
たことで皆さん、よろしいでしょうか。
全委員 ： はい。
教育長

：

それでは、教育委員会としたら、その他

②男女混合名簿（出席簿）について、出

席簿、これを実施率１００％というところを目指して進めていくということで行きた
いと思います。
全委員 ： はい。
教育長

：

続いて、その他

③四万十町教育委員会表彰推薦について、事務局の説明を求めま

す。
（事務局より、その他

③四万十町教育委員会表彰推薦について、説明す

る。
）
教育長

：

四万十町教育委員会表彰推薦について、説明がありました。このことについて何か、

お聞きしたいことなどございませんか。
佐々倉委員：

２点あるんですが、この表彰をいつ、どのような形でされるのかということを教え

ていただきたい。もう１点は、今、説明いただいたスポーツ部門・文化・芸術部門の賞
をもう取られている学校又は個人は事務局で把握されていて、それをリストアップして
出していただくことは可能かどうかというのをお聞きしたいです。
林生涯学習課長：

いつという部分は、３月末ぐらいで、議会が終わってから３月２０日以降に表彰を
するという形になると思います。どのようにということで、昨年でしたら、この下の
１階の多目的大ホールのほうで皆さん集めて表彰をしております。
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それと、該当者については全てまでは教育委員会の方では把握をしておりませんの
で、各小学校、中学校、高校に該当する人はいないかと推薦をお願いして推薦をして
いただいて、教育委員会で選択していただいて決定をするという順番になると思いま
す。それ以外についても、学校以外、文化協会やスポーツクラブというところに推薦
をお願いして、該当する団体や個人がいないのかというところを照会をして推薦をし
ていただいて、決定をするという手順になっています。
教育長

：

他に何か、皆さん、お聞きしたいことなどございませんか。学校や各種団体の方に

も、こうした表彰について該当する方はいないかということで依頼をかけるというこ
とでございます。なお、委員の皆様方にも、こういった規定に基づいて、こういう
方々も、また団体もあるよということでお気付きの方などおられましたら、また一報
を入れていただけたら、表彰に上げていく、また検討もしていくということになろう
かと思います。このことについてはよろしいですか。
横山委員：

自分も把握が出来ていないので、ちょっと変な質問かもしれませんが。子ども県展

というのは、いわゆる高知新聞社主催で、これ以外の子どもを対象にしたコンクール
も含まれているということですか。県知事賞というのは子ども県展にはないものなの
でしょうか。
林生涯学習課長：

これについては、子ども県展にも県知事賞というのはございます。子ども県展賞と
いうのは県知事賞を受けた人の中から、確か、最高ランクは、子ども県展賞で、県知
事賞というのもあって、さらにその下に特選とかいうのも何個かあるんですが、特選
よりさらに素晴らしい賞が県知事賞であったり、子ども県展賞であったりということ
です。
それと、これ以外の子どもの県レベルのコンクールというものについては、特には

把握をしていないですが、同種のもので、それに匹敵するようなものであれば上記に
該当しない場合でも推薦をいただければ検討をしていくということにはなろうかと思
います。
教育長

：

よろしいですか。先ほど横山委員言われたように、高知新聞社他主催ということで

ございますが、図画・毛筆・硬筆など子ども県展賞や特選作品など、四万十町の小中
学生が賞をいただいているという非常にうれしいような、それ以外にもいろんな各作
品コンテストなどにおいても賞をいただいておる方々、非常に多うございますので、
そういった中で、こういった該当するという方々、是非、推薦をいただいて表彰のほ
うをできたらと思います。他、よろしいですか、皆さん。それでは、その他

③四万

十町教育委員会表彰推薦について、を終わらせていただきます。
あと４番目の卒業式の出席者調整もありますが、これは調整事項になりますので、
後にさせていただいて、６番目の報告事項、これは非公開ということになります。高
知県生徒指導上の諸課題・児童虐待に関する調査の状況について、報告事項ではござ
いますが、個人情報が含まれておりますので非公開ということでご了承いただいてお
りますので、非公開にさせていただきます。
報告事項の１番ということでございます。これは非公開でございます。報告事項
①高知県生徒指導上の諸課題・児童虐待に関する調査の状況について、事務局の説明
を求めます。
（事務局より、報告事項

①高知県生徒指導上の諸課題・児童虐待に関す

る調査の状況について、説明する。
）
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教育長

：

ただ今、説明がありました。皆様方から何か、お聞きしたいことなどございません

か。小休といたします。
（小休止）
教育長

：

それでは、正常に復させていただきまして、報告事項

①高知県生徒指導上の諸課

題と虐待に関する調査の状況について、を終わらせていただきます。よろしいですか。
全委員 ： はい。
教育長

：

それでは、その他

④卒業式の出席者調整について、事務局の説明をお願いします。

（事務局より、その他 ④卒業式の出席者調整について、説明する。）
教育長 ： 卒業式の出席者調整について、を終わらせていただきます。
続きまして、その他 ⑤小鳩保育所移転整備事業ワークショップについて､事務局の
説明をお願いします。
（事務局より、その他

⑤小鳩保育所移転整備事業ワークショップについて､説

明する。
）
教育長

：

小鳩保育所のワークショップについて、経過報告がございましたが、何かお聞きし

たいことなどございませんか。よろしいですか。
全委員 ：

はい。

教育長

続いて、その他

：

⑥高知県新任市町村教育委員・教育長合同研修会について、⑦市

町村教育委員研究協議会について、調整をしたいと思います。
（その他 ⑥高知県新任市町村教育委員・教育長合同研修会について、⑦市
町村教育委員研究協議会について、調整を行った。
）
教育長

：

それでは、次に次回の２月定例教育委員会でございます。２月１２日火曜日午前９

時からということで予定をしたいと思いますが、よろしいですか。
全委員 ： はい。
熊谷教育次長：

会場については、十和での検討もしたいと思います。

教育長

また、そのあたりは、前回、会に出ていたように日程調整させていただきます。よ

：

ろしくお願いします。
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１月
定例会を閉会いたします。
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（閉会）
２月の定例委員会予定

平成３１年２月１２日（火）

教育長

：

署名人

：
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