愛媛県教育委員会９月定例会会議録
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６ 会議の概要
(1) 開 会
委員長

午前10時00分開会を宣する。

委員長 議事 の議 案 第49号 平成26年度 愛 媛県教 育文化 賞受 賞 者につい
て、議案第50号愛媛 県教育支援委員会委 員の任命又は委嘱に ついて及び
その他の協議案件の 表彰案件２件につい ては、いずれも人事 案件である
ことから、審議を非公開とすることを発議する。
全委員 異議ない旨答える。
(2)

(3)

８月定例会会議録の承認
委員長 ８月定例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
議 事

承認する旨宣する。

議案審議
委員長 議案第47号を上程する。
○議案第 47号

愛媛 県奨学資 金貸 与条例 施行規則 並び に愛媛 県高等学 校
定時 制 課程 及 び通 信 制課 程 修学 奨 励資 金 貸与 条 例施 行 規則
の一部改正について

委員長

議案説明を求める。

教 職員厚生 室 長

奨学 生の採用 に おける家 計基準の 見 直しを行 うため 、

並びに 奨学金 及び 修 学奨励 資金の 返還 に 係る訴 訟の提 起を 円 滑に行 うた
め、これらの規則の一部を改正する原案を説明する。
委員長

原案について意見を求める。

脇委員

改 正が 必要 になる のは 奨学 金の 返還等 で難 しい 面が 出てい る

のか質問する。
教職員 厚生 室長 奨 学金の 返還 につ いて は、平 成24年度 に回 収率が 初
めて90パーセ ント を 切り、 滞納額 につ い ても一 億円の 大台 を 突破し たこ
とから 、25年 度に 奨 学生指 導員を ２名 か ら３名 に増員 し、 回 収につ いて
のきめ 細やか な指 導 をして きたが 、25年 度につ いても 回収 率 90パー セン
ト、滞 納額も 約１ 億 ４千万 円に増 加し 、 今後も 毎年３ 千万 円 程度滞 納額
が増え る見込 みで あ ること から、 返還 で きる資 力を持 ちな が ら返還 しな
い方に ついて は訴 訟 も検討 せざる を得 な いこと から今 回改 正 をお願 いし
た旨回答する。
委員長 奨学資金と修学奨励資金の区別について質問する。
教職員 厚生 室長

奨 学資金 につ いて は、 高校生 、高 等専 門学 校生等 の

うち給 与的な 理由 で 修学が 困難な 方に つ いて対 象とし てい る 旨、定 時制
の方で も通信 制の 方 でも、 いわゆ る普 通 科の方 につい ても 対 象とし てお
り、その中で選考する旨回答する。
高校教 育課 長 修学 奨励資 金の 対象 者に ついて は、 県内 に所 属する 高
等学校 定時制 に在 学 してい る者、 県内 に 住所が ある通 信制 課 程に在 学し
ている 者など であ り 、著し く修学 が困 難 な者、 経常的 収入 を 得る職 業に
就いて いる者 、国 又 は県か らの奨 学資 金 等の貸 与又は 給付 を 受けて いな
い者、 更に４ 年以 内 で卒業 する学 習計 画 を有す る者と なっ て おり、 働い
ている という 部分 で 、定時 制通信 制の 修 学奨励 資金の 支給 の 対象と なる
旨回答する。
脇委員 一 般社 会か ら言う と保 証人 が付 いてい なが ら返 還が できな い
という のは考 えに く い部分 がある 旨、 返 還が滞 る事情 があ れ ば配慮 を願
う旨意見を述べる。
委員長
全委員

原案について諮る。
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48号を上程する。
○議案第 48号 教育 に関する 事務 の管理 及び執行 の状 況の点 検及び評 価
について
委員長 議案説明を求める。
教育総 務課長 地 方 教育行 政の組 織及 び 運営に 関する 法律 第 27条第１
項の規 定に基 づく 教 育に関 する事 務の 管 理及び 執行の 状況 の 点検及 び評

価の原 案を説 明す る ととも に、同 項の 規 定に基 づき、 その 結 果に関 する
報告書 を作成 し、 ９ 月定例 県議会 に提 出 すると ともに 、教 育 委員会 のホ
ームページで公表する旨説明する。
委員長

原案について意見を求める。

堺委員

協 働で 支え るヤン グボ ラン ティ ア推進 事業 のと ころ で、Ｎ Ｐ

Ｏ法人 との協 働化 事 業の継 続によ りと あ るが、 どのよ うな 事 業をし たの
か質問する。
生涯学 習課 長

平成 22年度 から ＮＰ Ｏ法 人えひ め子 ども チャ レンジ 支

援機構 と協働 して 事 業を実 施して いる 旨 、松山 市の高 架下 に ある福 音公
園を明る くす るため に高校生 がパ ネルを 設置する 事業 を実施 している 旨、
パネル の製作 とパ ネ ルが完 成した 時に 設 置をす るイベ ント を 実施し てお
り、延 べ39人 の高 校 生が参 加をし てい る 旨、公 民館で 実施 し ている 通学
合宿に ついて もＮ Ｐ Ｏと一 緒に事 業を 実 施し、 延べ26人の 高 校生の ボラ
ンティアも支援員として参加している旨回答する。
脇委員 先 日長 崎国 体の壮 行会 を見 て非 常にい いム ード であ った旨 、
野球の 松山フ ェニ ッ クスが クラブ チー ム で準優 勝とい うこ と で非常 にお
めでた いこと だと 思 う旨、 クラブ チー ム という ことで 非常 に 厳しい 環境
の中で 頑張っ てい る ため、 環境づ くり を お願い したい 旨、 国 体が終 わっ
ても次 のオリ ンピ ッ クで県 内から メダ リ ストを １人で も出 せ るよう お願
いする旨意見を述べる。
攝津委 員 安全 安心 という とこ ろで 小学 ３年生 の女 児が あめ 玉を知 ら
ない人 からも らっ て 食べた という 事案 が あった が、今 は防 災 方面に ばか
り力が 入って いる 状 態なの で、も う少 し 根本的 な子ど もた ち の安全 安心
にも注 意し、 同様 の 事件が 起こら ない よ うにし てほし い旨 、 豊かな 心、
健やか な体を 育て る 教育の 推進と いう と ころで 、先日 、和 尚 様の説 教を
聞く機 会があ り、 慈 悲の心 などに つい て 非常に いい話 をさ れ ていた 旨、
昔はお 寺で子 ども た ちを指 導して いた こ とから 、和尚 様の お 話など も教
育に取 り入れ ると 人 権やい じめな どの 問 題もよ くなる と思 う 旨意見 を述
べる。
関委員 県 内高 校生 の卒業 者の 離職 率の 高さに つい て、 働く ことの 意
義や責 任など を教 育 するこ とや、 働く こ とを身 近に感 じる 環 境づく りも
踏まえ て教育 をす る ことも 大切で ある 旨 、児童 生徒の 体力 運 動能力 で成
果目標 を下回 って い ること につい ては 、 家庭の 教育、 食習 慣 、生活 習慣
から出 てくる 部分 も 大きい と思う ので 、 家庭と の連携 が必 要 ではな いか
と感じ た旨、 人権 教 育の啓 発関係 もい じ め防止 に繋が る旨 、 教職員 の不
祥事も 多くな って い ると感 じるの で、 事 例を教 職員の 方々 に 通知を し、
同様な 事件を 起こ さ ないよ うな気 運を 作 ってい くとか 、一 般 の社会 にお
いても 不正を 働く と いうの には兆 候が あ り、そ れを見 逃す の は周囲 の人

たちの 責任と いう の は非常 に大き いと 思 う旨、 各学校 での 相 互の信 頼関
係や人 間関係 が非 常 に大事 なので 、そ の ような ことを 是非 評 価をし てい
ただきたい旨意見を述べる。
堺委員 ヤングボランティアセンターの関わりについて質問する。
生涯学 習課 長 ヤン グボラ ンテ ィア セン ターは 事業 を計 画し 、ＮＰ Ｏ
が行う 内容に つい て 整理を し、Ｎ ＰＯ と 協力し てヤン グボ ラ ンティ アセ
ンターに 登録 してい る高校生 に対 して情 報提供や 参加 の呼び かけをし て、
ボランティア活動が始まる旨回答する。
委員長
全委員

原案について諮る。
異議ない旨答える。

委員長
委員長

原案のとおり可決決定する旨宣する。
以後の案件を非公開とする旨宣する。

委員長 議案第49号を上程する。
○議案第49号 平成26年度愛媛県教育文化賞受賞者について
委員長 議案説明を求める。
教育総 務課 長 愛媛 県教育 文化 賞規 則第 ２条第 ２項 の規 定に より、 平
成26年度の同賞受賞者３名を決定する原案を説明する。
委員長
全委員

原案について諮る。
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。
○議案第50号 愛媛県教育支援委員会委員の任命又は委嘱について
委員長

議案説明を求める。

特別支 援教 育課 長 愛媛県 教育 支援 委員 会委員 の任 期満 了に 伴い、 愛
媛県教育 支援 委員会 設置規則 第３ 条第２ 項の規定 に基 づき委 員19名 を任
命し又は委嘱する原案を説明する。
委員長

一人の方の退任理由は定年であるのか質問する。

特別支援教育課長 ３月末で定年退官である旨回答する。
委員長 原案について諮る。
全委員 異議ない旨答える。
委員長
(4)

原案のとおり可決決定する旨宣する。

その他
〇平成26年度優良公民館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26年度優良 公 民館文部 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
全委員

原案について諮る。
異議ない旨答える。

委員長

了承する旨宣する。

○平成26年度文部科学大臣優秀教職員表彰について
委員長 協議題の説明を求める。
義務教 育課長 平 成 26年度 文部科 学大 臣 優秀教 職員表 彰の 被 表彰候補
者（13名）の推薦について説明する。
委員長

実 践分 野が 部活動 とな って いる 方の活 動内 容に つい て質問 す

る。
高校教育課長 部活動指導における功績等について説明する。
義務教育課長 部活動指導における功績等について説明する。
委員長 原案について諮る。

(5)

全委員
委員長

異議ない旨答える。
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。

閉 会
委員長

午前10時52分閉会を宣する。

以上会議のてん末を記録し、相違のないことを証するため署名する。

