
 

平成２９年度さぬき市教育委員会第１２回定例会会議録 

１ 日  時 

 

平成３０年３月２７日（火） 

開 会  午後 １時３４分 

閉 会  午後 ３時３０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 

眞部 万里子 

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 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１１回定

例会会議録の承認について 
原案承認 公開 

日程第４  
平成２９年度さぬき市教育委員会第２回臨時

会会議録の承認について 
原案承認 公開 

日程第５  教育長の報告 ― 公開 

日程第６ 報告第 43 号 教育委員会所管職員の人事異動について 原案承認 公開 

日程第７ 報告第 44 号 教育委員会所管臨時職員等の任用について ― 公開 

日程第８ 議案第 22 号 
さぬき市教育委員会補助金等交付規則の制定

について 
原案可決 公開 

日程第９ 議案第 23 号 学校医等の委嘱について 原案可決 非公開 

日程第 10 議案第 24 号 さぬき市心の教室相談員の委嘱について 原案可決 非公開 

日程第 11 議案第 25 号 さぬき市社会教育指導員の任命について 原案可決 非公開 

日程第 12 議案第 26 号 
さぬき市少年育成センター所長、専門補導員及

び専門相談員の任命について 
原案可決 非公開 



 

日程第 13 議案第 27 号 さぬき市公民館長の任命について 原案可決 非公開 

 議案第 33 号 さぬき市体育館長の任命について 原案可決 非公開 

日程第 14 議案第 28 号 さぬき市図書館長の任命について 原案可決 非公開 

 議案第 29 号 
さぬき市青少年交流プラザ館長の任命につい

て 
原案可決 非公開 

 議案第 30 号 ２１世紀館さんがわ館長の任命について 原案可決 非公開 

 議案第 34 号 
さぬき市Ｂ＆Ｇ海洋センター所長の任命につ

いて 
原案可決 非公開 

日程第 15 議案第 31 号 
さぬき市雨滝自然科学館教育専門員・館長の任

命について 
原案可決 非公開 

日程第 16 議案第 32 号 さぬき市スポーツ推進委員の委嘱について 原案可決 非公開 

日程第 17 議案第 35 号 平成３０年度さぬき市奨学生の決定について 原案可決 非公開 

資料説明     

５ 会議録署名委員 安藤 正倫、日向 和加子 

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１２回定例会を

開会いたします。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） 

教育長 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、傍聴の申請は、ございません。 

教育長 ここで、議案第２３号「学校医等の委嘱について」から議案第３４号「さぬ

き市Ｂ＆Ｇ海洋センター所長の任命について」までの１２件は、人事に関する

案件であることから、非公開とすべきと思います。 

また、議案第３５号「平成３０年度さぬき市奨学生の決定について」は、個

人情報の関わる案件ですので、非公開とすべきと思います。 

お諮りします。 

議案第２３号から議案第３５号までの１３件の審議については、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２３号から議案第３５号まで１３件の

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

署名委員に日向委員を指名します。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１１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１１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 平成２９年度さぬき市教育委員会第２回臨時会会議録の承認について 

教育長 日程第４「平成２９年度さぬき市教育委員会第２回臨時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５ 教育長の報告 

教育長 日程第５「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 教育施設の整備等に係る契約の締結について 

（平成３０年２月２０日から平成３０年３月２６日までの間に締結した教育

施設の整備等に係る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。） 

報告事項４ その他 

 （請願・陳情・要望等の受理について報告した。） 

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 ３月７日のこどもの未来支援にかかる連携・協力に関する協定締結式とは、

どういうものであったのか教えてください。 

学校教育課長 民間の塩野義製薬と大川地区医師会、さぬき市と東かがわ市の４者で、こど

もの未来支援ということで官民の連携協定を結んだということです。平成３０

年度の主な事業としては、幼稚園、保育所の教諭、保育士に対する、発達支援

に関する研修等を行うと聞いています。 

委員 ３月６日の県環境森林部環境政策課課長補佐協議というのは、どういった内

容なのでしょうか。 

教育長 教育のもりというのが多和にあります。そこで、いろいろな森林体験をする

事業を実施したいという希望があれば、声をかけてくださいとのお話でした。

これまでは、造田小学校の１クラスが参加した実績があるということです。 

委員 ３月７日に県議会議員の木村篤史氏と協議とありますが、どのような内容で

あったのでしょうか。 

教育長 ある学校の保護者が、学校の管理職の対応が悪いということを木村氏に訴え、

議員が状況を確認に来たということです。保護者からの一方的な訴えであった

ので、学校の方に確認すると、保護者がいうようなことはないとの説明であり、

学校側の対応もやむを得ないと思えるところがありました。この件については、

日を改めて木村議員に説明するとともに、今回、この学校の管理職が異動にな

りましたので、改めて、学校と話をしたいと考えています。 

保護者の方は、何を言っても学校が拒否ばかりするとの意見です。しかし、

この方は、例えば、地域との協力の在り方として、民生委員や老人会など、学

校運営に協力していただいているいろいろな団体がありますが、そういったも

のを切り捨ててしまって、学校とＰＴＡだけで学校運営をしていくということ

も言われています。しかし、最近は、コミュニティスクールということも言わ

れて、地域との協力がますます重要になってくる中で、そういったことはでき

ませんと学校が説明すると、それをもって、学校側の対応が悪いということに

なってしまっている。 

こういう状況ですので、今後どのように対応していくか、学校の管理職と話

し合っていきたいと思います。 

委員 ３月２１日のみんながつくる「みんなの学校」講演会というのは、どういっ

た内容なのでしょうか。 

教育長 これは、大阪に１０年ぐらい前にできた新しい学校における取組についての

講演で、発達障害児を指導するのではなく、周りが発達障害児をいかに受け入



 

れるか、それに徹した学校の取組について、退職された校長先生が講演されま

した。発達障害児を徹底的に受容することが、学校がうまくいくことにつなが

るという内容の講演でした。映画化もされているということですが、いろいろ

考えるところがありました。 

委員 ３月２０日のさぬき市稲作文化伝承事業実行委員会（仮称）というのは、今、

会を立ち上げて、３０年度から具体的な事業をしていくということですか。 

教育長 これはいわゆる献穀田に関する会です。新嘗祭の際に宮中に新米等を納める

献穀田をさぬき市で実施することになり、そのためにこの実行委員会を作った

ということです。まず、献穀田をしていただくところを募集しなければなりま

せん。また、実施する場合には、早乙女が必要です。それについては、早く言っ

ていただけなければ、行事の都合があるので、急に探すのは無理だと言ってあ

ります。例えば、小学校５年、６年生、それに田植えは、５月か６月であり、

入試にはそんなに影響ありませんから、中学校２年生、３年生でもいいのです

が、なり手を探す必要があります。また、さぬき市であれば農業科のある高校

があるので、そこの生徒にお願いしてもいいのではないかと思います。それと

早乙女の衣装についてですが、早乙女は大変きれいな衣装を着て田植えをする

のですが、伊勢神宮がそれを持っています。１０着あるらしいのですが、日本

全国に献穀田はありますから、早いもの勝ちとなります。 

平成３１年の実施ですので、それまでに決めなければなりません。 

献穀田をする人が決まった段階で、その校区の小学生にするか、中学生にす

るか決定し、また、苗を植えるのも練習する必要があると思います。 

教育長 それでは、次に移ります。 

 

日程第６ 報告第４３号 教育委員会所管職員の人事異動について 

教育長 日程第６、報告第４３号「教育委員会所管職員の人事異動について」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。 

教育部長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問等がございましたら順次発言をお願いします。 

教育長 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７ 報告第４４号 教育委員会所管臨時職員等の任用について 

教育長 日程第７、報告第４４号「教育委員会所管臨時職員等の任用について」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。 

教育部長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問等がございましたら順次発言をお願いします。 



 

教育長 ありませんか。 

それでは、御質問、御意見等がないようですので、次に移ります。 

 

日程第８ 議案第２２号 さぬき市教育委員会補助金等交付規則の制定について 

教育長 日程第８、議案第２２号「さぬき市教育委員会補助金等交付規則の制定につ

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 本案について、御質問等がござい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３０年さぬき市議会第１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３０年さぬき市議会第１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） 平成３０年度年間行事予定について 

教育総務課長 平成３０年度年間行事予定について説明した。 

 

（３） 成３０年度学校訪問の日程等について 

学校教育課長 平成３０年度学校訪問の日程等について説明した。 

 

（４） 要保護・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・準要保護児童生徒の認定状況について説明した。 

 

（５） 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。 

 

（６） 平成２９年度第２回さぬき市図書館協議会の会議結果について 

生涯学習課長 平成２９年度第２回さぬき市図書館協議会の会議結果について説明した。 

 

（７） 平成２９年度第２回さぬき市少年育成センター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２回さぬき市少年育成センター運営委員会の会議結果につい

て説明した。 

 

（８） 平成２９年度第２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２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。 

 

（９） 平成２９年度第２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２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。 

 

（１０） 平成２９年度さぬき市文化資料展示館運営協議会の会議結果について 

生涯学習課長 平成２９年度さぬき市文化資料展示館運営協議会の会議結果について説明し

た。 

 

（１１） 平成２９年度第２回さぬき市公民館運営審議会の会議結果について 

生涯学習課長 平成２９年度第２回さぬき市公民館運営審議会の会議結果について説明した。 

 

（１２） 平成２９年度さぬき市歴史民俗資料館協議会の会議結果について 

生涯学習課長 平成２９年度さぬき市歴史民俗資料館協議会の会議結果について説明した。 

 

（１３） 神前・石田小学校統合準備委員会だより(第１１号) 

学校再編対策

室長 

神前・石田小学校統合準備委員会だより(第１１号)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９ 議案第２３号 学校医等の委嘱について 

 ・・・（非公開審議）・・・ 

審議の結果、原案のとおり可決された。 

 

日程第１０ 議案第２４号 さぬき市心の教室相談員の委嘱について 

 ・・・（非公開審議）・・・ 

審議の結果、原案のとおり可決された。 

 

日程第１１ 議案第２５号 さぬき市社会教育指導員の任命について 

 ・・・（非公開審議）・・・ 

審議の結果、原案のとおり可決された。 



 

 

日程第１２ 議案第２６号 さぬき市少年育成センター所長、専門補導員及び専門相談員の任命

について 

 ・・・（非公開審議）・・・ 

審議の結果、原案のとおり可決された。 

 

日程第１３ 議案第２７号 さぬき市公民館長の任命について 

      議案第３３号 さぬき市体育館長の任命について 

 ・・・（非公開審議）・・・ 

審議の結果、原案のとおり可決された。 

 

日程第１４ 議案第２８号 さぬき市図書館長の任命について 

      議案第２９号 さぬき市青少年交流プラザ館長の任命について 

      議案第３０号 ２１世紀館さんがわ館長の任命について 

      議案第３４号 さぬき市Ｂ＆Ｇ海洋センター所長の任命について 

 ・・・（非公開審議）・・・ 

審議の結果、原案のとおり可決された。 

 

日程第１５ 議案第３１号 さぬき市雨滝自然科学館教育専門員・館長の任命について 

 ・・・（非公開審議）・・・ 

審議の結果、原案のとおり可決された。 

 

日程第１６ 議案第３２号 さぬき市スポーツ推進委員の委嘱について 

 ・・・（非公開審議）・・・ 

審議の結果、原案のとおり可決された。 

 

日程第１７ 議案第３５号 平成３０年度さぬき市奨学生の決定について 

 ・・・（非公開審議）・・・ 

審議の結果、原案のとおり可決された。 

 

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 

 第１回：平成３０年４月２４日（火）午後３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１２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３０年  月  日 

 

さぬき市教育委員会 

 

教 育 長 

 

委   員 


