
 

平成２８年度さぬき市教育委員会第６回定例会会議録 

１ 日  時 

 

平成２８年９月２７日（火） 

開 会  午後１時３０分 

閉 会  午後３時３１分 

２ 場  所 さぬき市教育委員会会議室 

３ 出席状況 出席委員 教育長 安藤 正倫 

委員 細川 哲士 

德田 二三男 

日向 和加子 

得丸 慶子 

岡  裕子 

欠席委員 なし 

事務局 教育部長 間島 憲仁 

教育総務課長 中川 勝幸 

学校教育課長 谷  訓昌 

生涯学習課長 間嶋 文一 

学校再編対策室長 石原 裕二 

幼保連携推進室長 冨田 克美 

教育総務課副主幹 冨田 和希（会議録調製者） 

その他説明等のため出席した者 なし 

４ 会議に付した議案及び審議結果 

日 程 議案番号 件  名 審議結果 
公開 

状況 

日程第１  会期の決定について ― 公開 

日程第２  会議録署名委員の指名について ― 公開 

日程第３ 
 

平成２８年度さぬき市教育委員会第５回定例

会会議録の承認について 
原案承認 公開 

日程第４  教育長の報告 ― 公開 

日程第５ 報告第 23号 教育財産の用途廃止について 原案承認 公開 

日程第６ 議案第 15号 教育財産の用途廃止について 原案可決 公開 

日程第７ 議案第 16号 教育財産の用途廃止について 原案可決 公開 

日程第８ 議案第 17号 
さぬき市旧学校施設管理規則の一部改正につ

いて 
原案可決 公開 

資料説明     

５ 会議録署名委員 安藤 正倫、岡  裕子 

６ 特記事項 なし 

７ 会議内容 

開 会 

教育総務課長 定刻が参りましたので、平成２８年度さぬき市教育委員会第６回定例会を開会

したいと思います。開会に当たり、教育長から御挨拶をお願いします。 



 

教育長 （挨拶） 

それでは、開会します。まず、傍聴申請について、教育総務課長に報告させま

す。 

教育総務課長 ありません。 

教育長 では、本日の議事日程は、お手元の議事日程表のとおりです。 

この議事日程について、御異議ありませんか。 

各委員 異議なし 

教育長 異議なしと認めます。よって、議事日程については、お手元の議事日程表のと

おりとします。 

 

日程第１ 会期の決定について 

教育長 日程第１「会期の決定について」に入ります。 

本会議の会期は、本日１日限りとしたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。 

各委員 異議なし 

教育長 異議なしと認めます。よって、本会議の会期は、本日１日限りとします。 

 

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

教育長 日程第２「会議録署名委員の指名について」に移ります。 

さぬき市教育委員会会議規則第９条第３項の規定に基づき、本会議の会議録署

名委員に岡委員を指名します。よろしくお願いします。 

 

日程第３ 平成２８年度さぬき市教育委員会第５回定例会会議録の承認について 

教育長 日程第３「平成２８年度さぬき市教育委員会第２回定例会会議録の承認につい

て」を上程します。会議録について、事務局に説明させます。 

教育総務課長 （会議録の説明） 

教育長 本案について、御質問等がありましたら順次発言をお願いします。 

教育長 御質問等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとおり承認する

ことに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第４ 教育長の報告 

教育長 日程第４「教育長の報告」に移ります。教育長の報告について、事務局に読み

上げさせます。 

教育部長 報告事項１ 教育施設整備工事等請負契約の締結について 

（平成２８年８月２３日から９月２６日までの間に締結した教育施設整備工

事等の請負契約について報告した。） 

報告事項２ 臨時職員の採用について 

（前回報告後の臨時職員の採用について報告した。） 



 

報告事項３ 教育委員会業務報告 

（前回報告後の教育委員会主要業務について報告した。） 

教育長 ただ今の報告について御質問等がありましたら順次発言をお願いします。 

委員 幼稚園長会要望書受理、市内幼稚園ＰＴＡ要望書受理とあるのは、それぞれど

のような内容でしたか。 

幼保連携推進室長 市内の市立幼稚園の園長で構成する幼稚園長会からの要望については、主とし

て、全幼稚園への教頭、主任教諭、事務職員の配置、教育予算の確保といったも

のです。今年度、新たに追加されたものは、津田地区での幼稚園の統合に関する

情報を早期に提示してほしい旨や、今後の幼保の統合の在り方に対する考え方を

早期に示してほしい旨の内容でした。また、市内幼稚園ＰＴＡからの要望は、職

員配置に関するものや、特に老朽化した施設・設備の速やかな改修・修繕を求め

るものがありました。今年度、新たに追加されたものは、預かり保育に関し、同

一園区内に祖父母が居住する場合に係る条件の緩和を求める旨の内容でした。 

委員 徳島文理大学志度校調査要望とあるのは、どのような内容ですか。 

教育部長 網の目行動の中で、現在、その復刻版について、裁判所により出版・販売の差

し止めの仮処分を受けている示現舎の「部落地名総監」に関し、公立図書館が、

その基となった書物を所蔵していないか、との質問がありました。これについて

調査したところ、市内図書館には、ありませんでしたが、大学等の図書館に対す

る質問もあったことから、当該書物の存否についての調査を依頼するため、訪問

したものです。その結果は、大学の図書館には置いていないとのことでした。 

委員 今回、スクールソーシャルワーカーを１名採用したようですが、配置する学校

は、どの学校ですか。 

学校教育課長 年度当初には、スクールソーシャルワーカーを２人から３人体制とし、中学校

区に１名ずつ配置する予定でしたが、年度途中の採用であることや、当該者が、

福祉関係での実務経験はあるものの、学校での活動が初めてであることから、こ

れまでの２名で３校を受け持つ体制を変えずに、当分の間、経験のある２名にそ

れぞれ同行させることとしています。 

委員 市長が、市議会の代表質問に対する答弁において、津田地区での幼保連携型認

定こども園の実施を明確に示したことから、今後、保育所長会や幼稚園長会から、

運用面の内容に対する要望等が出てくると思われますが、現時点において、何か

要望等は聞いていないですか。 

幼保連携推進室長 今のところ、特にないです。なお、施設面も含めて、固まりつつある事案につ

いては、所長会や園長会で示し、検討の上、修正を行うなどしています。また、

職員の交流に関しては、保育士と幼稚園教諭については、職員組合を通して、研

修以前の顔合わせの段階のものの実施を促しているところです。 

教育長 他に御質問、御意見等はありませんか。 

教育長 御質問等がないようですので、次に移ります。 

 

日程第５ 報告第２３号 教育財産の用途廃止について 

教育長 日程第５、報告第２３号「教育財産の用途廃止について」を議題とします。 



 

議案の朗読を省略し、事務局に説明させます。 

教育総務課長 

学校再編対策室長 
（議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等があれば順次発言をお願いします。 

教育長 御質問等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとおり承認する

ことに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第６ 議案第１５号 教育財産の用途廃止について 

教育長 日程第６、議案第１５号「教育財産の用途廃止について」を議題とします。 

議案の朗読を省略し、事務局に説明させます。 

教育総務課長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等があれば順次発言をお願いします。 

教育長 御質問等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第７ 議案第１６号 教育財産の用途廃止について 

教育長 日程第７、議案第１６号「教育財産の用途廃止について」を議題とします。 

議案の朗読を省略し、事務局に説明させます。 

教育総務課長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等があれば順次発言をお願いします。 

教育長 御質問等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第８ 議案第１７号 さぬき市旧学校施設管理規則の一部改正について 

教育長 日程第８、議案第１７号「さぬき市旧学校施設管理規則の一部改正について」

を議題とします。 

議案の朗読を省略し、事務局に説明させます。 

教育総務課長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等があれば順次発言をお願いします。 

教育長 御質問等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

続いて、資料説明に移ります。 



 

 

資料説明 

（１） 平成２８年さぬき市議会第３回定例会における教育委員会関係質疑・答弁の概要につい

て 

教育部長 平成２８年さぬき市議会第３回定例会における教育委員会関係質疑・答弁の概

要について報告した。 

 

（２） 神前・石田統合小学校改修工事基本設計について 

教育総務課長 神前・石田統合小学校改修工事基本設計について説明した。 

 プールの場所や教室棟から運動場までの部分など段差が多く存在する場所を

活用するに当たり、児童にとって円滑な授業を実施するために、段差解消に向け

た配慮についての質問があり、プールへのアクセスについては、既設の長く急な

階段を使用せず、新たな階段を設けることで、より安全な動線を確保することと

し、教室棟から運動場までの動線には、スロープを整備する計画である旨の回答

があった。 

 教室から運動場までの距離が長いことから、中庭を遊具・飼育小屋・学級農園

等の遊戯場として整備する計画であることを評価する旨の意見があった。 

 渡り廊下に関し、雨天時における配慮・対策についての質問があり、当該配慮・

対策について神前小・石田小の教員からも要望を受けている旨及び基本設計段階

では詳細未定であるが、実施設計の中で検討する旨の回答があった。 

 プールの更衣室に関し、２部屋を計画しているところ、教員の着替えの場所に

ついての質問があり、実施設計の中で対応を検討する旨の回答があった。 

 プールでの児童の更衣室に関し、天王中学校時代には正門等は施錠する門扉で

はなかったことから、管理棟とプールとが離れていることに対する防犯上の観点

から、門扉の施錠の整備についての質問があり、現時点での実施設計に向けた検

討の中で、坂道を上りつめたプール北側部分に門扉を設置する案がある旨及び

プールの児童更衣室も配慮した門扉の位置は、今後の検討課題とする旨の回答が

あった。 

 運動場と校舎等敷地とを接続するスロープについて、給食用運搬車も当該ス

ロープを通行するのかとの質問及び運動場と校舎等敷地との動線の途中に駐車

場が存在することの危険性を指摘する意見があり、現在の計画では、給食用運搬

車も当該スロープを通行する旨及び児童の動線と駐車場等による危険性への対

策について、実施設計の中で十分に考慮する旨の回答があった。 

 調理室兼生活科室を計画していることに対し、固定された調理台のある調理室

と小学１・２年生が生活科の授業を受ける生活科室とは併用が困難で、また、家

庭科室がなく、むしろ家庭科室となら調理室と併用でき、生活科室は単独で計画

した方が良いのではないかとの指摘があった。 

 特別教室棟南側に位置する自転車置場に関し、広すぎるのではないかとの指摘

があり、基本設計段階では、整備する位置を示した程度に過ぎず、その規模や自

動車の駐車区画数とのバランスについては、実施設計の中で検討し、決定する旨



 

の回答があった。また、自転車を利用して通学する児童はいないのではないかと

の指摘があり、放課後児童クラブ若しくは児童館を利用する者又は自動二輪を利

用する教職員等を想定している旨の回答があった。 

 地域住民に当初から指摘されている学校教育活動中の安全確保対策について、

必要箇所へのフェンスの設置など、十分な計画を求める意見があった。 

 いわゆる野間田道に面する北門に関し、当該門から進入する駐車場について、

一般来客の利用も想定したものかとの質問があり、一般来客の利用もあり得る旨

及び門扉の施錠や開閉の運用については、今後の協議の中で検討し、決定する旨

の回答があった。 

 管理棟２階に計画している相談室に関し、保健室の横が適当ではないかとの意

見及び他の学校での位置についての質問があり、実施設計の中で、活用の場面や

児童の動線を再度検証し、より利便性の高い配置を検討する旨の回答があった。 

 教室から運動場までが遠いことに関し、中庭の活用について質問があり、休み

時間等に、運動場に行かずとも一定の遊びが行えるような遊戯場として整備する

旨の回答があった。 

 スクールバスの駐車場所をプール東側に計画していることについて、児童の

プールへの動線に関し、死角が生じるのではないかとの指摘があり、スクールバ

ス用の車両を新たに購入し、常時駐車する形態とするか否かについては未定であ

り、基本設計では駐車することを想定した計画としているが、遠距離通学支援の

実施内容が明らかになるにつれて、実施計画の中で検討し、決定する旨の回答が

あった。 

 教室数に見合うなど手洗い場を多く整備してほしいとの要望を学校現場から

聞いたとの指摘があり、具体的な個所数等に関しては、小学校における教育活動

にとっての適切な配置について、今後の検討課題とする旨の回答があった。 

 プールを中学校のときの東半分だけのスペースで計画していることに関し、残

る西半分のスペースの活用方法についての質問があり、少しでも校舎から近い場

所という意図により東半分での整備を計画している旨及び実施計画に向けての

検討課題とする旨の回答があった。 

 

（３） 要保護及び準要保護児童生徒の認定状況について 

学校教育課長 ８月３１日現在の要保護及び準要保護児童生徒の認定状況について報告した。 

 

（４） 区域外就学等について 

学校教育課長 前回報告後の区域外就学等の状況について報告した。 

 

（５） さぬき市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則の

一部改正について 

幼保連携推進室長 平成２８年９月９日付けで公布されたさぬき市子どものための教育・保育給付

に関する利用者負担額を定める条例施行規則の一部改正について報告した。 



 

 階層区分がＤ１だった者の変更内容が大きいことについての質問があり、ひと

り親家庭では、第２子以降が無料となるほか、第１子がほぼ半額となる旨の回答

があった。 

 負担軽減に対する財源についての質問があり、国制度に基づく軽減部分につい

ては交付税算入され、香川県独自の第３子に係る軽減部分については軽減額の半

額を県が負担し、残る半額が市の一般財源となる旨の回答があった。 

 第３子に係る年齢制限の撤廃についての質問があり、これまで軽減の対象とな

る第３子の数え方が小学校３年生までを上限とするものであったものが、その起

算する年齢の制限が廃止されたものであるが、その恩恵を受けるのは階層区分が

ＡからＤ１－２までの者との回答があった。 

 

（６） 平成２８年度第１回さぬき市文化財保護審議会の会議結果について 

生涯学習課長 平成２８年８月２７日開催の平成２８年度第１回さぬき市文化財保護審議会

の会議結果について報告した。 

 「寒川清水」に関する調査や議論は、市の指定文化財に値するものか否かとい

う位置付けかとの質問があり、市の文化財指定に向けた議論を始めてよいかどう

かというもので、事前調査の段階との回答があった。 

 

（７） 第１５回さぬき市民文化祭について 

生涯学習課長 平成２８年１０月３０日から１１月２０日にかけて５地区に分かれて開催予

定の第１５回さぬき市民文化祭について説明した。 

 

（８） 埋蔵文化財展示予定施設に係る基本構想及び動向について 

生涯学習課長 埋蔵文化財展示予定施設に係る基本構想及び動向について説明した。 

 校舎の１階部分に関し、６０ｃｍの浸水想定区域であることから、床面全体を

７０ｃｍ程度かさ上げしてはどうかとの意見があり、１階部分は浸水想定を考慮

した位置に展示する計画である旨及び施設を大幅に改修することについては、市

の財政事情に配慮しながら、既存施設の有効活用の観点から検討する旨の回答が

あった。 

 教室の表示板や廊下の掲示物など学校の名残をとどめてほしいとの意見があ

り、耐震補強を施しても校舎の形態は変更しないが、部屋の大きさや間仕切りは

新しい用途によって変更する可能性がある旨及び学校の名残をとどめることに

も一定の配慮を検討する旨の回答があった。 

 イメージ図に郷土資料展示棟とあることについて、古墳とは無関係の、いわゆ

る古い民具等を展示する計画かとの質問があり、既に当該施設に保管されている

ものがあることから、これらを一定程度残し、展示することもイメージの１つと

しているが、当該施設はできるだけ古墳に特化した施設とし、郷土資料や民具等

は大川町の市歴史民俗資料館に、お遍路に関するものは前山おへんろ交流サロン

に集約したい旨の回答があった。 



 

 イメージ図に宿泊室とあることについて、どのような利用形態を想定するもの

かとの質問があり、現時点では具体的な利用形態を想定したものではなく、復元

竪穴式住居とともに古墳時代を体験する設備として整備できればよいのではな

いかとのイメージを示した旨の回答があった。 

 当該施設が災害時の避難所に指定される予定はないかとの質問があり、地震津

波の浸水想定区域でもあり、その予定はないとの回答があった。 

 

（９） 長尾・前山小学校の統合に伴う第３回保護者協議会の会議結果について 

学校再編対策室長 平成２８年８月３１日開催の長尾・前山小学校の統合に伴う第３回保護者協議

会の会議結果について報告した。 

 保護者から、放課後児童クラブを前山地区の児童が優先的に利用させてほしい

との発言があったことに関し、放課後児童クラブの申請状況と待機状況について

の質問があり、現時点において長尾小学校では、実施施設の広さの都合により、

１０名程度の待機者が生じているとの回答があった。 

 

○ 次回教育委員会定例会の日程について 

 平成２８年１０月２５日（火）午後２時００分開会で決定した。 

 

８ 閉  会 

教育長 以上で平成２８年度さぬき市教育委員会第６回定例会を終わります。 

 

さぬき市教育委員会会議規則第９条第２項の規定に基づき、署名します。 

 

平成２８年１０月２５日 

 

さぬき市教育委員会 

教 育 長  （ 署  名 ） 

 

委   員  （ 署  名 ） 


