
 

平成２９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２９年９月２６日（火） 

開 会  午後 １時３１分 

閉 会  午後 ２時５３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 德田 二三男 

日向 和加子 

得丸 慶子 

岡  裕子 

欠席委員 細川 哲士 

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 山下  隆則 

生涯学習課長 間嶋 文一 

学校再編対策室長 山田  謙二 

幼保連携推進室長 冨田 克美 

教育総務課副主幹 梶谷 拓郎（会議録作成者） 

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２９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 31 号 
さぬき市学校指定変更･区域外就学申請審査基

準の改正について 
― 公開 

日程第６ 議案第 14 号 
さぬき市教育委員会の事務の点検及び評価報

告書について 
原案可決 公開 

日程第７ 議案第 15 号 
さぬき市心身障害児就学指導委員会委員の解

嘱及び委嘱について 
原案可決 非公開 

資料説明     

５ 会議録署名委員 安藤 正倫、得丸 慶子 

６ 特記事項 なし 

７ 会議内容 

開 会 

教育総務課長 それでは、ただ今から、平成２９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。開会に当たりまして、教育長から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、教育総務課長から報告をお願いします。 

教育総務課長 本日の傍聴申請は、ありません。 

教育長 ここで、議案第１５号「さぬき市心身障害児就学指導委員会委員の解嘱及び

委嘱について」は、人事に関する事件であることから非公開とすべきと思いま

す。 

お諮りします。 

議案第１５号は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項

の規定により、非公開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、議案第１５号の審議は、非公開で行います。 

それでは、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

署名委員に得丸委員を指名します。よろしくお願いします。 

 

日程第３ 平成２９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２９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」を議題とします。会議録について、事務局から説明をさせます。 

教育総務課長 （会議録の説明） 

教育長 ただ今の説明について、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 ありませんか。 

御質問、御意見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、事務局から

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２９年８月２２日から９月２５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 ９月８日にＮＰＯ法人さぬきニコニコ倶楽部理事長挨拶とありますが、どう

いったＮＰＯなのでしょうか。 

教育長 ＮＰＯ法人さぬきニコニコ倶楽部は、地域住民に対して介護予防を目的とし

た健康づくり、生きがいづくり、仲間づくりに関する事業を行っている団体で

あり、理事長は、志度の萱野早枝子氏です。団体の活動の一環で、東大のサイ

エンスコミュニケーションサークルＣＡＳＴの協力により、高齢者と子どもを

つなぐ活動として、子ども向けの科学実験教室を実施しており、本年度は１２

月にツインパルながおで開催される予定ですが、その際の協力依頼も兼ねて、

御挨拶に来られました。 

委員 ９月１０日のみろくカップ争奪ジュニアバレーボール大会は、以前から実施

されている大会なのでしょうか。また、主催者は、誰でしょうか。 

教育長 今回第９回目の大会です。 

学校教育課長 主催者は実行委員会ですが、中心となっているのは、さぬき南小学校のジュ

ニアバレーボールクラブです。 

委員 参加するのは、県内のチームですか。 

学校教育課長 香川県内と近県からの参加があり、今年は、徳島と兵庫から参加がありまし

た。 

委員 ９月１３日に津田小学校を訪問し、１４日にも再度訪問しているのはなぜで

しょうか。 

教育長 １３日は市役所分庁舎建設工事の安全祈願祭に参加してから津田小学校に

行ったために、１時間目の授業を見ることができていなかったので、その先生

の授業を１４日に見せていただきました。 

委員 ９月８日にさぬき市幼稚園長会要望書提出とありますが、具体的にどのよう

な要望事項があったのでしょうか。 

幼保連携推進

室長 

例年この時期に、県の幼稚園長会とともに要望書が提出されるのですが、人

的配置や施設整備、財政支援等に関する要望が出されています。このうち人的

配置については、教頭職、主任教諭、事務補助員の配置に関する要望がありま

した。また、１学級の園児数の引下げに関して、現在、文部科学省の基準では

３５人ですが、さぬき市では３０人としています。それを、更に２５人に引き



 

下げてほしいという要望がありました。 

施設整備に関しては、トイレの洋式化、築年数の古い園施設の改築を進めて

ほしいという内容でした。 

委員 回答はされたのでしょうか。 

幼保連携推進

室長 

回答は、近々する予定です。 

委員 やはり、人的配置は、難しいのでしょうか。 

教育長 子どもの数が減っており、私立の幼稚園、保育所と取り合いのような状態に

なっています。また、新しく長尾に認定こども園ができるという話もあります。 

幼保連携推進

室長 

長尾福祉会が、認定こども園を平成３１年度に開園する予定です。 

教育長 こういう状況なので、新規の採用というのは難しいと思います。 

それと、８月２８日に大川教職員協議会要望書提出というのがありますが、

この内容としては、教職員の残業について対策を講じてほしいということと、

ＩＣＴの充実、また、本人の希望に沿った異動といった要望がありました。 

委員 ９月１４日の総合授業力リーダー公開授業は、どの先生がされたのでしょう

か。 

教育長 志度中学校の寺井先生が授業をされました。技術科で男女一緒にのこぎりの

使い方に関する実技の授業であり、全員ができていました。 

 

日程第５ 報告第３１号 さぬき市学校指定変更･区域外就学申請審査基準の改正について 

教育長 日程第５、報告第３１号「さぬき市学校指定変更･区域外就学申請審査基準の

改正について」を議題とします。議案の朗読を省略し、事務局から説明をお願

いします。 

学校教育課長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等がありましたら、順次発言をお願いします。 

委員 改正前は指定変更の事由に「心身上の理由」というのがあったのですが、改

正後はなくなったのですか。 

学校教育課長 事由の項目を整理し、「教育的配慮に関する理由」の中に含めています。項目

として削除したのは、放課後児童クラブに関する事項のみです。 

教育長 他にありませんか。 

それでは、本案は、報告のみの案件ですので、次に移ります。 

 

日程第６ 議案第１４号 さぬき市教育委員会の事務の点検及び評価報告書について 

教育長 日程第６、議案第１４号「さぬき市教育委員会の事務の点検及び評価報告書

について」を議題とします。議案の朗読を省略し、事務局から説明をお願いし

ます。 

教育総務課長 （議案の説明） 

教育長 ただ今の説明は、資料２の「さぬき市教育事務点検評価委員会(第２回)の会

議結果について」も含めて御説明申し上げましたので、よろしくお願いします。 



 

御質問はありませんか。 

委員 施策評価で「Ｃ」となっている項目がいくつかあったのですが、そのうち、

子どもの数の減少等により、子ども会活動が困難になっているという課題が挙

げられていますが、どのように対応していく考えなのでしょうか。 

また、若い芸術家への支援について、個展の開催ができなかったということ

ですが、他の自治体では、芸術大学の学生に場所を提供して合宿に来てもらい、

作品を制作してもらうという取組をしているということを聞いたことがあるの

ですが、そういう取組をする予定はあるのでしょうか。 

生涯学習課長 子どもの数の減少の影響で単位子ども会の活動が従来より低調になっていま

す。単位子ども会の組織変更、他地区との連合の推進、校区の子ども会での活

動推進を図っていますが、あまり進んでいないという実情を踏まえて評価を

「Ｃ」としています。今後、子ども会組織をより充実させていきたいと考えて

います。 

委員  会員数が２、３人になれば活動するのは難しいと思いますが、そういうとこ

ろがだんだん増えてきているのですか。 

生涯学習課長 増えてきているのが実情であり、場合によっては、子ども会自体が存続して

いない、活動していないところもあります。そういう状態を解消するために、

地区を超えての子ども会活動を実施していただくということを考えています。 

委員 単位子ども会の活動が難しければ、校区子ども会や市子連で活動するという

ことも考えられると思いますが。 

生涯学習課長 市子連等での活動となると、年間の活動回数が１、２回に限定されてくるの

で、できるだけ単位子ども会での活動を活発化してもらった上で、校区とか市

子ども会育成連絡協議会の活動に参加していただくように考えています。 

委員 改善策としてジュニアリーダークラブの会員数を増やすということが挙げら

れていましたが、今どれくらいの会員がいるのですか。 

生涯学習課長 今年度４、５名が新しく登録されましたが、トータルの人数については、今

手元に資料がありません。 

教育長 若い芸術家の支援については、どうですか。 

生涯学習課長 若い芸術家の支援については、市展や県展に入選された方を対象に、さぬき

市の２１世紀館さんがわで展示、発表の機会を設けることとしていたのですが、

予定していた方の都合で発表に至らなかったということで、評価を「Ｃ」とし

ています。 

新規芸術家の掘り起こし、その方法が今後の課題であると考えています。 

委員 特技を持っている人に学校に来てもらって、子どもたちに教えてもらうとい

うのがありますが、そういう取組もできたらいいと思います。 

それから異校種間交流について、「研修先に、保育所や市内各種支援施設を加

えて、研修の幅を広げることができた。」という記載があります。これは良いこ

とだと思いますが、具体的にどこへ研修に行ったのでしょうか。 

学校教育課長 確認の上、後ほど回答します。 

教育長 他にありませんか。 



 

御質問、御意見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。 

 

資料説明 

教育長 ここで、資料説明を行います。順に、担当課から説明をお願いします。 

（１） 平成２９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２９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

概要について説明した。 

 

（２） さぬき市教育事務点検評価委員会(第２回)の会議結果について 

― ※議案第１４号に係る説明に併せて説明したため省略 

 

（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 要保護及び準要保護児童生徒の認定状況について説明した。 

 

（４） 平成２９年度第１回さぬき市学校支援ボランティア運営委員会の会議結果について 

生涯学習課長 平成２９年度第１回さぬき市学校支援ボランティア運営委員会の会議結果に

ついて説明した。 

 

（５） 平成２９年度第１回さぬき市放課後子どもプラン運営委員会の会議結果について 

生涯学習課長 平成２９年度第１回さぬき市放課後子どもプラン運営委員会の会議結果につ

いて説明した。 

 

（６） 第１６回さぬき市民文化祭について 

生涯学習課長 第１６回さぬき市民文化祭について説明した。 

 

（７） 長尾小学校と造田小学校との統合に関する造田幼稚園ＰＴＡ役員意見交換会会議要旨 

学校再編対策

室長 

長尾小学校と造田小学校との統合に関する造田幼稚園ＰＴＡ役員意見交換会

会議要旨について説明した。 

 

（８） 津田地区幼保合同ＰＴＡ役員会だより(第１号) 

幼保連携推進

室長 

津田地区幼保合同ＰＴＡ役員会だより(第１号)について説明した。 

 

 

（９） 津田町の認定こども園の園名募集について 



 

幼保連携推進

室長 

津田町の認定こども園の園名募集について説明した。 

 

（10） 平成２９年度学校(園)訪問日程の変更について 

学校教育課長 平成２９年度学校(園)訪問日程の変更について説明した。 

 

（11） 平成２９年度教職員の勤務実態調査について 

学校教育課長 平成２９年度教職員の勤務実態調査について説明した。 

 

教育長 それでは、非公開審議に移ります。 

 

日程第７ 議案第１５号 さぬき市心身障害児就学指導委員会委員の解嘱及び委嘱について 

 ・・・（非公開の審議）・・・ 

審議の結果、原案のとおり可決された。 

 

資料説明 

教育長 ここで、再度資料説明を行います。担当課から説明をお願いします。 

（12） 区域外就学等について 

学校教育課長 区域外就学等について説明した。 

 

教育長 では、非公開を解きます。 

 

○ 次回教育委員会定例会の日程について 

 平成２９年１０月２４日（火）午前９時３０分開会で決定した。 

 

８ 閉  会 

教育長 それでは、以上で平成２９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２９年  月  日 

 

さぬき市教育委員会 

 

教 育 長 

 

委   員 

 


