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平成29年第10回 松山市教育委員会定例会 

 

（家串事務局次長） 

 ご起立願います。 

 一同礼。 

 

（一同） 

 よろしくお願いします。 

 

（家串事務局次長） 

ご着席ください。 

 

（教育長） 

 ただいまから平成29年第10回松山市教育委員会

定例会を開会いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配布の日程表のと

おりであります。 

 まず、本日の会議録署名人に一色委員を指名い

たします。 

 ここでお知らせをいたします。 

 本日の教育委員会定例会には、15人の傍聴を許

可しておりますので、ご報告をいたします。 

 あわせて、カメラの撮影等も許可しております

ので、申し上げておきます。 

 傍聴人に申し上げます。 

 教育委員会の傍聴にあたっては、議案・報告等

案件に対し、賛成あるいは反対の意見表示をした

り、会議の妨害となる行為をすることは禁じられ

ております。 

 規則等に基づき非公開の議決があった時は、一

時的に退席をしていただきます。 

 また、規則等に違反する場合は、退席を命ずる

ことがありますので、申し上げておきます。 

 それでは、議事に移ります。 

 日程第１ 議案第22号「社会教育委員の委嘱に

ついて」を議題といたします。 

 渡部地域学習振興課長から説明を求めます。 

 説明に入ります前に、傍聴の方２名おいでます

ので、入室を許可いたします。 

 はい、渡部課長。 

 

（渡部課長） 

 地域学習振興課でございます。 

よろしくお願いいたします。 

議案第22号「社会教育委員の委嘱について」ご

説明させていただきます。 

それでは、資料の１ページをお願いいたしま

す。 

社会教育委員は、社会教育法第１５条の規定に

より、本市に社会教育委員を置くことができ、同

条第２項の規定により、その委員は教育委員会が

委嘱することとなっており、11月14日をもって松

山市社会教育委員の任期が満了となったため、そ

の後任者を委嘱するものです。 

今回、委嘱を行う委員さんとしては、資料１ペ

ージの表の就任者氏名等のとおりとなっておりま

すが、総数18名のうち、留任は12名、新任は６名

となっております。 

なお、任期は平成29年11月15日から平成31年

11月14日までの２年間となっております。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

以上で説明を終わります。 

 

（教育長） 

 はい、以上で説明は終わりました。 

 この件に関し、何かご意見等はございませんで

しょうか。 

 

（牛山委員） 

 はい。 

 

（教育長） 

 はい、牛山委員どうぞ。 

 

（牛山委員） 

 一つ教えていただきたいのですけれども、この

中で松山大学経済学部の学生さんとそれから愛媛

大学社会共創学部の学生さんが一人ずつ入ってい

らっしゃるのですが、これは大学生を社会教育委

員の中に取り入れた趣旨を説明していただけたら

と思います。 

 

（教育長） 

 はい、渡部課長。 

 

（渡部課長） 

 選挙権が18歳以上となるなど、若年層、特に学

生の社会参加ということが加速していることを勘

案しまして、前回の平成25年の改選時から、社会

教育に積極的な活動を行う現役大学生の団体の中
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で、代表者を社会教育委員として選出しておりま

す。 

今回も松山大学のミューズと愛媛大学社会共創

学部の方に依頼して選出していただいたという経

緯がございます。 

以上でございます。 

 

（教育長） 

 はい、牛山委員。 

 

（牛山委員） 

 はい、すごく私は良いことだと思っていまし

て、ただ今日就任者の名簿を見ましたら、錚々た

るメンバーであり、ちょっと年齢層も大学生から

はかなり離れているので、これはお願いなのです

けれども大学生にちょっと話しやすい場を提供し

ていただければと思います。 

 とても私も大学生を入れていただいてとても良

い構成だと思いました。 

 

（教育長） 

 はい、渡部課長。 

 

（渡部課長） 

 はい、ありがとうございます。 

 そういったことも配慮しながら進めていきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

 

（教育長） 

 他にご意見等ございませんか。 

 

（一同） 

 なし 

 

（教育長） 

 では、他に意見もないようですから、採決をい

たします。 

 議案第22号「社会教育委員の委嘱について」を

原案どおり決定することにご異議ございません

か。 

 

（一同） 

 異議なし 

 

（教育長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、議案第22号は原案どおり決定をいたし

ました。 

次に、日程第２ 報告第18号「松山市奨学生選

考委員会委員の任命について」を議題といたしま

す。 

大本学校教育課長から説明を願います。 

 

（大本課長） 

学校教育課、大本です。 

資料４ページをお願いいたします。 

日程第２ 報告第18号「松山市奨学生選考委員

会委員の任命について」ご説明いたします。 

本案は、平成29年４月11日第５回定例会で報告

していました、松山市奨学生選考委員会委員のう

ち、松山市小中学校ＰＴＡ連合会の役員改選に伴

う退任により変更が生じたもので、別紙のとお

り、団体からの推薦をもとに、教育長の専決によ

り松山市奨学生選考委員会委員として任命したも

のです。 

なお、任期については、前任者の残任期間とな

っております。 

 説明は以上です。 

よろしくお願いいたします。 

 

（教育長） 

 以上で説明は終わりました。 

 この件に関し、何かご意見等はございませんで

しょうか。 

 

（一同） 

 なし 

 

（教育長） 

 意見もないようでございます。 

 それでは、報告第18号「松山市奨学生選考委員

会委員の任命について」ご異議ございませんか。 

 

（一同） 

 異議なし 

 

（教育長） 

 ご異議なしと認めます。 

次に、日程第３ 報告第19号「松山市青少年育
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成支援委員の委嘱について」を議題といたしま

す。 

沖広教育支援センター事務所長から説明を願い

ます。 

 

（沖広所長） 

 教育支援センター事務所でございます。 

松山市青少年育成支援委員の委嘱についてご説

明します。 

資料の７ページをお願いいたします。 

報告第19号「松山市青少年育成支援委員の委嘱

について」ですが、松山市教育支援センター条例

第３条第４号及び同施行規則第４条の規定によ

り、次の者を松山市青少年育成支援委員に委嘱し

ましたので、松山市教育委員会事務委任規則第２

条第２項に基づき報告いたします。 

今回は、新規に教育支援センター事務所職員と

して採用しました１名について11月１日付けで委

嘱をいたしました。 

今回委嘱された方を含む支援委員は、合計

476名で、任期は平成31年３月末日までです。 

以上です。 

よろしくお願いいたします。 

 

（教育長） 

 はい、以上で説明は終わりました。 

この件に関し、何かご意見等ございませんでし

ょうか。 

 

（一同） 

 なし 

 

（教育長） 

よろしいでしょうか。 

 他に意見もないようでございます。 

 それでは、報告第19号「松山市青少年育成支援

委員の委嘱について」ご異議ございませんか。 

 

（一同） 

 異議なし 

 

（教育長） 

 ご異議なしと認めます。 

次に、日程第４ 請願第５号「『請願者に対する

強制退去』についての釈明を求める請願書」につ

いて審査を行います。 

 本件についてご意見等はございませんでしょう

か。 

 はい、一色委員。 

 

（一色委員） 

 この請願第５号につきましては、傍聴を希望さ

れる方には、守るべき事項を確認してもらった上

で入室を許可しております。 

 また、会議の冒頭でも教育長からお知らせをし

ているところであります。 

 10月の定例会での退去命令は、規則や条例に基

づいた手続きであるため、この件について釈明す

る必要はなく、この請願については不採択とすべ

きであると考えております。 

 

～発言する者あり～ 

 

（教育長） 

 はい、その他ございませんか。 

 傍聴人に申し上げます。 

 冒頭でも申し上げましたように、議案・報告等

案件に対し、賛成あるいは反対の意見を意思表示

したり、これ以上会議の妨害となる行為をするこ

とは禁じられております。 

 妨害の行為となることは禁じられておりますの

で、規則等に違反する場合は、退席を命ずること

がありますので気をつけてください。 

 その他ございませんか。 

 はい、松本委員。 

 

（松本委員） 

 定例会は円滑に進めることが大切でありますの

で、傍聴される方には守るべき事項をしっかり守

っていただきたいと思います。 

 規則に基づく教育長からの注意や警告に従って

いただくようにお願いします。 

 

～発言する者あり～ 

 

（教育長） 

 その他ございませんか。 

 はい、牛山委員。 
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（牛山委員） 

 教育委員会の定例会は、松山市の会議規則や傍

聴規則などに則って開催しております。 

 規則には会議の傍聴に必要な事項も規定されて

おりますし、傍聴の許可と同時に、傍聴人の守る

べき事項というのが明確に規定されております。 

 ですので、傍聴人の方にはしっかりと守ってい

ただきたいと心から願っております。 

 

（教育長） 

 はい、その他にご意見等ございませんでしょう

か。 

 

（一同） 

 なし 

 

（教育長） 

 それでは、請願第５号「『請願者に対する強制

退去』についての釈明を求める請願書」について

委員から不採択の意見がありましたが、本件を不

採択とすることに賛成の方は挙手をお願いいたし

ます。 

 

（一同） 

 全員挙手 

 

（教育長） 

 全員挙手であります。 

 従って、本件は不採択と決定をいたしました。 

次に、日程第５ 請願第６号「教育出版教科書

の『間違い記述』への対応を問う請願書」につい

て審査を行います。 

本件に対する意見等はございませんか。 

 

（一色委員） 

 はい。 

 

（教育長） 

 はい、一色委員。 

 

（一色委員） 

 この請願第６号は、教育出版教科書の間違い記

述への対応を問う請願であります。 

 この請願の趣旨説明の時間を要請されておりま

すけれども、すでに提出された請願書を事前に確

認し、趣旨説明は十分その文書から読み取れるこ

とから趣旨説明の必要はないと考えております。 

 

（教育長） 

 その他ございませんか。 

 はい、豊田委員。 

 

（豊田委員） 

 松山市は教育出版の教科書を採択しようと決定

したのですけれども、平成30年度使用小学校教科

書「特別の教科 道徳」では、教育出版の教科書

が国の検定に合格していることから、松山市教育

委員会として間違いがあったか否かの議論はする

必要はないそういうふうに思います。 

 以上のことから今回の請願は不採択とするべき

だと思います。 

 

～発言する者あり～ 

 

（教育長） 

 はい、ありがとうございます。 

 傍聴人に申し上げます。 

 冒頭でも申し上げましたように、これ以上議

案・報告案件に対し、意見表示をしたり、会議の

妨害となる行為が次にあった場合は退席を命ずる

ことといたします。 

 

～発言する者あり～ 

 

（教育長） 

 傍聴人に申し上げます。 

 退席を願います。 

 

～発言する者あり～ 

 

（教育長） 

 その他ご意見ございませんか。 

 

（一同） 

 なし 

 

（教育長） 

 請願第６号「教育出版教科書の『間違い記述』

への対応を問う請願書」について委員から不採択

の意見がありましたが、本件を不採択とすること
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に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

（一同） 

 全員挙手 

 

（教育長） 

 挙手全員であります。 

 従って、本件は不採択と決定をいたしました。 

次に、日程第６ 請願第７号「教員や保護者等の

意見を取り入れない教科書採択を問う請願書」に

ついて審査を行います。 

本件に対する意見等はございませんでしょう

か。 

 はい、牛山委員。 

 

（牛山委員） 

 請願第７号につきましては、すでに内容につい

ては審議されたものであって、以前不採択だった

と認識しております。 

 教育委員会では懇話会の中で出された意見は、

学識経験者や校長および教員や保護者などの様々

な立場の委員から出された個人的な意見として受

け止めて適正かつ公正な採択を行いました。 

 ですので、以上のことから今回の請願に対して

は不採択にすべきであると考えております。 

 

（教育長） 

 はい、ありがとうございました。 

 その他ございませんか。 

 はい、松本委員。 

 

（松本委員） 

 教科書採択制度に関する請願でありますが、請

願事項で述べられたことは全くなく、懇話会の中

で教員や保護者など様々な立場の委員の皆様の意

見を聞きましてそれを参考に適正かつ公正な採択

となってますので、今回の請願は不採択としたい

と思います。 

 

（教育長） 

 はい、その他意見等ございませんか。 

 

（一同） 

 なし 

 

（教育長） 

 よろしいですか。 

 それでは、他に意見もないようですので、採決

をいたします。 

 請願第７号「教員や保護者等の意見を取り入れ

ない教科書採択を問う請願書」について委員から

不採択の意見がありましたが、本件を不採択とす

ることに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

（一同） 

 全員挙手 

 

（教育長） 

 挙手全員であります。 

 従って、本件は不採択と決定をいたしました。 

次に、日程第７ 請願第８号「教育委員は全ての

教科書を理解した上で採択しているのかを問う請

願書」について審査を行います。 

本件に対するご意見等はございませんか。 

 はい、一色委員。 

 

（一色委員） 

 この請願第８号は請願に趣旨説明の時間を要請

されておりますけれども、提出された請願書を事

前に確認し、趣旨説明は十分その文書から読み取

れることから趣旨説明の必要はないというふうに

考えております。 

 

（教育長） 

 はい、その他ございませんか。 

 はい、牛山委員。 

 

（牛山委員） 

 この請願第８号に関してですけれども、教育委

員に求められている資質というのは、教師と同様

の技能や指導力を持っているか、そうではなくて

各分野の社会人としての経験の豊富さ、それから

見識の高さ、そういったものを松山市の子どもた

ちにどのような教科書がふさわしいのか、総合的

に判断する能力だと私共は認識しております。 

 ですので、先ほどの委員の意見にもありました

ように今回の請願は不採択とすべきだと考えてお

ります。 

 

（教育長） 
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 その他ございませんか。 

 

（一同） 

 なし 

 

（教育長） 

 他に意見もないようですので、採決をいたしま

す。 

 請願第８号「教育委員は全ての教科書を理解し

た上で採択しているのかを問う請願書」について

委員から不採択の意見がありましたが、本件を不

採択とすることに賛成の方は挙手をお願いいたし

ます。 

 

（一同） 

 全員挙手 

 

（教育長） 

 挙手全員であります。 

 従って、本件は不採択と決定をいたしました。 

次に、日程第８ 請願第９号「教員や保護者等の

意見を取り入れるべく採択委員会を設置すること

を求める請願書」について審査を行います。 

本件に対するご意見等はございませんか。 

 

（一色委員） 

 はい。 

 

（教育長） 

 はい、一色委員。 

 

（一色委員） 

 この請願第９号につきましては、今までの請願

の中で既に同内容について審議されたものであ

り、以前不採択だったと認識しておりますが、以

前の規則に戻す考えはなく、あくまで教育委員会

に採択権限があり、その権限と責任の中で、今後

も適正かつ公正な採択を行っていく考えでありま

す。 

 以上のようなことから、今回の請願は不採択と

すべきだというふうに考えております。 

 

（教育長） 

 はい。 

 その他ございませんか。 

 

（一同） 

 なし 

 

（教育長） 

 他に意見もないようですので、採決をいたしま

す。 

 請願第９号「教員や保護者等の意見を取り入れ

るべく採択委員会を設置することを求める請願

書」について委員から不採択の意見がありました

が、本件を不採択とすることに賛成の方は挙手を

お願いいたします。 

 

（一同） 

 全員挙手 

 

（教育長） 

 全員挙手であります。 

 従って、本件は不採択と決定をいたしました。 

次に、日程第９ 請願第10号「採択委員会を懇話

会にする過程で、採択委員会に意見を求めたかを

問う請願書」について審査を行います。 

本件に対する意見等はございませんか。 

 はい、一色委員。 

 

（一色委員） 

 請願に趣旨説明の時間を要請されておりますけ

れども、提出された請願文書を事前に確認し、趣

旨説明は十分その文書から読み取れることから、

趣旨説明は必要ないというふうに考えておりま

す。 

 

（教育長） 

 その他ございませんか。 

 はい、豊田委員。 

 

（豊田委員） 

 すでにこれまでも同じ内容について審議を行っ

て、以前不採択するというふうにしております。 

 そして本市では、教科書採択について例えば審

議会をもっておりませんし、また今後審議会をも

つ予定もありません。 

 採択委員に精神的負担が大きいというのは、採

択委員から実際に聞いた声であります。 

 以上のことから今回の請願は不採択とすべきだ
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と考えます。 

 

（教育長） 

 はい、その他ございませんか。 

 

（一同） 

 なし 

 

（教育長） 

 他に意見もないようですので、採決をいたしま

す。 

 請願第10号「採択委員会を懇話会にする過程

で、採択委員会に意見を求めたかを問う請願書」

について委員から不採択の意見がありましたが、

本件を不採択とすることに賛成の方は挙手をお願

いいたします。 

 

（一同） 

 全員挙手 

 

（教育長） 

 挙手全員であります。 

 従って、本件は不採択と決定をいたしました。 

次に、日程第10 請願第11号「審議会でも全教科

書に対する意見を得られることを確認する請願

書」について審査を行います。 

本件に対する意見等はございませんか。 

 

（一色委員） 

 はい。 

 

（教育長） 

 はい、一色委員。 

 

（一色委員） 

 既にこの内容については、審議されたものであ

り、以前不採択だったと認識しておりますが、本

市では教科書採択についてこれまで審議会をもっ

ておりません。 

 また本市としては今後、審議会をもつ予定もご

ざいません。 

 教科書採択に関する懇話会等で全ての教科書に

対する意見を聞き、その意見を参考にして、教育

委員会定例会において適正かつ公正に採択を行っ

ております。 

 以上のようなことから、今回の請願は不採択と

すべきだと考えております。 

 

（教育長） 

 はい、その他ご意見等ございませんか。 

 

（一同） 

 なし 

 

（教育長） 

 はい、他に意見等もないようですから、採決を

いたします。 

 請願第11号「審議会でも全教科書に対する意見

を得られることを確認する請願書」について委員

から不採択の意見がありましたが、本件を不採択

とすることに賛成の方は挙手をお願いいたしま

す。 

 

（一同） 

 全員挙手 

 

（教育長） 

 挙手全員であります。 

 従って、本件は不採択と決定をいたしました。 

 本日予定の日程は以上となりますが、委員の

方々から何かご意見等はございませんか。 

 

（一同） 

 なし 

 

（教育長） 

 はい、ご意見もないようでございます。 

 以上をもちまして、本日予定の日程はすべて終

了をいたしました。 

これにて、平成２９年第10回定例会を閉会いた

します。 

 

（家串事務局次長） 

 ご起立願います。 

 一同礼。 

 

（一同） 

 ありがとうございました。 

 


