
 

         愛媛県教育委員会５月定例会会議録 

 

１ 開会の日時及び場所 

   平成17年５月19日（木）午後３時00分 

   愛媛県庁 第一別館 教育委員室 

２ 委員定数 

   ６人 

３ 出席委員 

   委員長 井関和彦  委員 星川一冶  委員 山口千穂 

   委員 砂田政輝  委員 和田和子  教育長 野本俊二 

４ 欠席委員 

   なし 

５ 会議に出席した公務員の職氏名 

   教育次長 西山修一       指導部長 一色 光 

   文化スポーツ部長 菅原正夫   教育総務課長 保木俊司 

   生涯学習課長 西岡眞人     義務教育課長 堺 雅子 

   高校教育課長 平岡長治     人権教育課長 小田芳朗 

   障害児教育課長 宇髙勝美    文化振興課長 和田典夫 

   文化財保護課長 池川孝文    保健スポーツ課長 今井裕一 

６ 会議の概要 

 (1) 開 会 

   委員長 午後３時00分開会を宣する。 

 (2) 前会会議録の承認 

   委員長 前会会議録の承認について諮る。 

全委員 異議ない旨答える。 

委員長 承認する旨宣する。 

 (3) 教育長報告 

   委員長 報告を求める。 

  〇平成16年度愛媛県小・中学校学習状況調査結果について 

   義務教育課長 ４月に報告された国立教育政策研究所の平成15年度教

育課程実施状況調査との比較等を加えた本県の平成16年度愛媛県小・中

学校学習状況調査結果の最終報告書案について報告する。 

 教育長 全国調査と比較し、国語及び社会について課題が多いことに

ついて説明する。 

星川委員 小学校での結果の傾向が中学校にも影響しており，小学校

での教育が大事であると考える旨意見を述べる。 

 委員長 基礎をしっかり身につけることの重要性について意見を述べ



る。 

 砂田委員 全国調査による平均通過率の傾向と同じ傾向が本県の調査

結果にもみられる旨及び生活習慣が身についている児童生徒ほど教科の

平均通過率が高い傾向が見られる旨意見を述べる。また、全国と比較し

良くなかった点は、現実として受け入れる必要があるが、悲観的になる

べきでない旨意見を述べる。 

 教育長 良い所もあり、それを伸ばすことが大切であること及び調査

結果を受けて各学校で教科指導の改善に役立てて欲しいと考える旨説明

する。 

 指導部長 全国平均より下回る結果は、予想外である旨感想を述べる。 

 山口委員 教員の指導力によるところもあると考える旨意見を述べる。 

 教育長 家庭での学習時間が短いこと、宿題以外に自主的な学習意欲

が乏しいなど、学校だけでなく家庭での取り組みも大切であると考える

旨意見を述べる。 

 和田委員 学校での朝の読書について適切に指導すること、家庭での

読み聞かせの重要性及び図書館教育のあり方について意見を述べる。 

 星川委員 国語教育について、保護者自身の読書の習慣が影響してい

ると考える旨意見を述べる。 

 教育長 調査結果については、委員からのご意見を踏まえ、後日正式

な最終報告書としてまとめ公表したい旨説明する。 

○愛媛県武道館の状況報告について 

保健スポーツ課長 愛媛県武道館の剣道場部分に係る補修工事の実施

について報告する。 

委員長 利用予定者には迷惑をかけていないか質問する。 

保健スポーツ課長 主道場・副道場の振替え使用や関係者間の利用調

整により対応できている旨説明する。 

委員長 報告事項の公文書非公開決定に対する審査請求については、

個人のプライバシーに関する案件であり、議案第28号公立小学校教員の

懲戒処分について、議案第29号公立中学校教員の懲戒処分について、議

案第30号県立学校教員の懲戒処分について、議案第31号愛媛県社会教育

委員の委嘱について、議案第32号愛媛県障害児就学指導委員会委員の任

命について、議案第33号愛媛県美術館協議会委員の任命について、及び

その他の協議の平成17年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰について、平成

17年度地域文化功労者文部科学大臣表彰について、平成17年度学校保健

文部科学大臣表彰について、平成17年度学校安全文部科学大臣表彰につ

いて、平成17年度学校給食優良学校等文部科学大臣表彰について、平成

17年度体育指導委員功労者文部科学大臣表彰について、平成17年度生涯

スポーツ功労者文部科学大臣表彰について、平成17年度生涯スポーツ優



良団体文部科学大臣表彰については、いずれも人事案件であり、それぞ

れ非公開とすることを発議する。 

   全委員 異議ない旨答える。 

委員長 以後の案件を非公開とする旨宣する。 

○教科書採択関係訴訟に係る公文書非公開決定に対する審査請求について 

教育総務課長 教科書採択関係訴訟に係る公文書非公開決定に対する審

査請求について、経過及び今後の手続きについて報告する。 

○教職員配置希望願に係る公文書非公開決定に対する審査請求について 

義務教育課長 教職員配置希望願に係る公文書非公開決定に対する審査

請求について、経過及び今後の手続きについて報告する。 

 (4) 議 事 

   議案審議 

   委員長 議案第28号を上程する。 

〇議案第28号 公立小学校教員の懲戒処分について 

   委員長 議案説明を求める。 

   義務教育課長 通貨偽造・偽造通貨行使の罪で起訴された小学校教員

を懲戒処分する原案の説明をする。 

   委員長 原案について意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 原案のとおり可決決定する旨宣する。 

委員長 議案第29号を上程する。 

  〇議案第29号 公立中学校教員の懲戒処分について 

   委員長 議案説明を求める。 

   義務教育課長 交通違反をした中学校教員を懲戒処分する原案の説明

をする。 

   委員長 原案について意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 原案のとおり可決決定する旨宣する。 

   委員長 議案第30号を上程する。 

〇議案第30号 県立学校教員の懲戒処分について 

   委員長 議案説明を求める。 

   高校教育課長 交通違反をした県立学校教員を懲戒処分する原案の説

明をする。 

   委員長 原案について意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 原案のとおり可決決定する旨宣する。 

   委員長 議案第31号を上程する。 

〇議案第31号 愛媛県社会教育委員の委嘱について 



   委員長 議案説明を求める。 

   生涯学習課長 愛媛県社会教育委員である愛媛県小中学校長会長及び

愛媛県高等学校長協会長の交替に伴い、その後任の委員を社会教育法第

15条第２項の規定により委嘱する原案の説明をする。 

   委員長 原案について意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 原案のとおり可決決定する旨宣する。 

委員長 議案第32号を上程する。 

〇議案第32号 愛媛県障害児就学指導委員会委員の任命について 

   委員長 議案説明を求める。 

   障害児教育課長 愛媛県障害児就学指導委員会委員である愛媛県特殊

学級設置学校長協会長及び愛媛県盲・聾・養護学校長会長の交替に伴い、

その後任の委員を愛媛県障害児就学指導委員会設置規則第３条第２項の

規定により任命する原案の説明をする。 

   委員長 原案について意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 原案のとおり可決決定する旨宣する。 

委員長 議案第33号を上程する。 

〇議案第33号 愛媛県美術館協議会委員の任命について 

   委員長 議案説明を求める。 

   文化振興課長 愛媛県美術館協議会委員である愛媛県小中学校長会長

及び愛媛県高等学校長協会長の交替に伴い，その後任の委員を博物館法

第21条の規定により任命する原案の説明をする。 

   委員長 原案について意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

委員長 原案のとおり可決決定する旨宣する。 

委員長 議事を閉じる旨宣する。 

 (5) その他 

〇平成17年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰について 

   委員長 協議題の説明を求める。 

   生涯学習課長 平成17年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰の被表彰候補

  団体（３団体）の推薦について説明する。 

   委員長 意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 了承する旨宣する。 

  〇平成17年度地域文化功労者文部科学大臣表彰について 

   委員長 協議題の説明を求める。 

   文化振興課長 平成17年度地域文化功労者文部科学大臣表彰の被表彰



  候補者（１名）の推薦について説明する。 

   委員長 意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 了承する旨宣する。 

  〇平成17年度学校保健文部科学大臣表彰について 

   委員長 協議題の説明を求める。 

   保健スポーツ課長 平成17年度学校保健文部科学大臣表彰の被表彰候

  補者（２名）及び被表彰候補団体（１団体）の推薦について説明する。 

   委員長 意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 了承する旨宣する。 

  〇平成17年度学校安全文部科学大臣表彰について 

   委員長 協議題の説明を求める。 

   保健スポーツ課長 平成17年度学校安全文部科学大臣表彰の被表彰候

  補団体（１団体）の推薦について説明する。 

   委員長 意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 了承する旨宣する。 

  〇平成17年度学校給食優良学校等文部科学大臣表彰について 

   委員長 協議題の説明を求める。 

   保健スポーツ課長 平成17年度学校給食優良学校等文部科学大臣表彰

の被表彰候補団体（２団体）の推薦について説明する。 

   委員長 意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 了承する旨宣する。 

  〇平成17年度体育指導委員功労者文部科学大臣表彰について 

   委員長 協議題の説明を求める。 

   保健スポーツ課長 平成17年度体育指導委員功労者文部科学大臣表彰

  の被表彰候補者（２名）の推薦について説明する。 

   委員長 意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 了承する旨宣する。 

  〇平成17年度生涯スポーツ功労者文部科学大臣表彰について 

   委員長 協議題の説明を求める。 

   保健スポーツ課長 平成17年度生涯スポーツ功労者文部科学大臣表彰

の被表彰候補者（３名）の推薦について説明する。 

   委員長 意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 



   委員長 了承する旨宣する。 

  〇平成17年度生涯スポーツ優良団体文部科学大臣表彰について 

   委員長 協議題の説明を求める。 

   保健スポーツ課長 平成17年度生涯スポーツ優良団体文部科学大臣表

彰の被表彰候補団体（４団体）の推薦について説明する。 

   委員長 意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 了承する旨宣する。 

   委員長 非公開案件終了のため会議を公開する旨宣する。 

 (6) 閉 会 

   委員長 午後４時35分閉会を宣する。 


