
 

平成３０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３０年９月２５日（火） 

開 会  午後 １時３０分 

閉 会  午後 ２時４１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 中野 敏記 

教育総務課長 間嶋 文一 

学校教育課長 山下  隆則 

生涯学習課長 細川 史朗 

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３０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 議案第 18 号 さぬき市文化財の指定について 原案可決 公開 

資料説明     

５ 会議録署名委員 安藤 正倫、得丸 慶子 

６ 特記事項 閉会後、津田こども園施設の視察を行った。 

７ 会議内容 

開 会 

教育総務課長 それでは、ただ今から、平成３０年度さぬき市教育委員会第６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、傍聴申請は、ありません。 

教育長 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３０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３０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 教育施設の整備等に係る契約の締結について 

（平成３０年８月２１日から平成３０年９月２４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 報告事項１にあるブロック塀の撤去についてですが、まだ撤去すべきものが

残っているのでしょうか。 

教育部長 通学路については箇所数が多いこともあり、まだ対応できていませんが、教

育委員会が所管する施設については、今回の工事で、全て撤去なり、改修なり

が終わっています。 

委員 ９月２０日と２１日に市政懇談会がありましたが、教育委員会に関する意見

等は、どのようなものがあったのでしょうか。 

教育長 １件ありました。津田こども園の場所が３．８メートルの津波で浸水するの

に、なぜあのような場所に建設したのかという質問に対し、市長から丁寧に説

明していましたが、納得されず、数字等について再度確認していただくよう、

言われていました。 

委員 市政懇談会は、地区によって参加する会場が決まっているのですか。 

教育総務課長 現在は、２か所で開催しています。志度の本庁舎と寒川の農村環境改善セン

ターです。各自治会長、支会長に案内しており、市長講話のテーマは、どちら

の会場も統一しており、どちらの会場に参加しても構わないこととしています。 

委員 ９月１１日の香川県教育委員会事務局高校教育課来庁というのは、どういう

内容であったのでしょうか。 

教育長 さぬき市内に県立高校が３校ありますが、その再編をするに当たり、まず、

地域の意見を聴く委員会を作らなければならないということで、その委員会の

メンバーについて意見を求められました。県教育委員会としても、高校再編に

向けて動き出したということのようです。 

委員 何年度からというのは、まだ分からないのですか。 

教育長 それは、まだ分かりません。さぬき市と東かがわ市で、私立を含めると５つ

の高校がありますが、両地域で子どもが減少するので、再編せざるを得ないと

いう状況にあります。 

委員 どのように再編されるかというのも、まだ分からないのですね。 

教育長 それもまだ、分かりません。 

委員 ９月３日の平成３０年度第１回放課後子どもプラン運営委員会というのは、

どのような内容なのでしょうか。 

教育長 放課後子どもプランというのは、主に放課後子ども教室と放課後児童クラブ

に関するプランです。 

今日の資料説明の中にありますので、後で説明します。 

教育長 ほかにありませんか。 

御質問等が無いようですので、次に移ります。 

 

日程第５ 議案第１８号 さぬき市文化財の指定について 



 

教育長 日程第５、議案第１８号「さぬき市文化財の指定について」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。 

生涯学習課長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等がございましたら順次発言をお願いします。 

教育長 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３０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） さぬき市教育振興基本計画策定委員会(第１回)の会議結果について 

教育総務課長 さぬき市教育振興基本計画策定委員会(第１回)の会議結果について説明した。 

 

（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 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） 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。 

 

（５） 平成３０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３０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説明した。 

 

（６） 平成３０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３０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。 

 

（７） 平成３０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３０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。 

 

（８） 第１７回さぬき市民文化祭について 

生涯学習課長 第１７回さぬき市民文化祭について説明した。 



 

 

（９） 平成３０年度第１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３０年度第１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。 

 

（  休  憩  ） 

 

（  再  開  ） 

 

○ 次回教育委員会定例会の日程について 

 第７回：平成３０年１０月２４日（水）午後２時００分開会で決定した。 

 

８ 閉  会 

教育長 それでは、以上で平成３０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３０年  月  日 

 

さぬき市教育委員会 

 

教 育 長 

 

委   員 


