
 

平成３０年度さぬき市教育委員会第８回定例会会議録 

１ 日  時 

 

平成３０年１１月２７日（火） 

開 会  午後 １時３３分 

閉 会  午後 ２時５０分 

２ 場  所 さぬき市教育委員会事務局会議室 

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７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 35 号 
さぬき市平賀源内記念館の指定管理者候補者

の選定について 
原案承認 公開 

日程第６ 報告第 36 号 
さぬき市少年育成センター補導員の解嘱及び

委嘱について 
原案承認 公開 

日程第７ 議案第 20 号 
さぬき市奨学金条例施行規則の一部改正につ

いて 
原案可決 公開 

日程第８ 報告第 37 号 

平成３０年さぬき市議会第４回定例会に提案

する教育関係議案の意見について(平成３０年

度さぬき市一般会計補正予算(第４号)) 

原案承認 非公開 

日程第９ 報告第 38 号 

平成３０年さぬき市議会第４回定例会に提案

する教育関係議案の意見について(さぬき市平

賀源内記念館の指定管理者の指定) 

原案承認 非公開 



 

日程第 10 報告第 39 号 

平成３０年さぬき市議会第４回定例会に提案

する教育関係議案の意見について(財産の取

得) 

原案承認 非公開 

日程第 11 報告第 40 号 

平成３０年さぬき市議会第４回定例会に提案

する教育関係議案の意見について(財産の取

得) 

原案承認 非公開 

日程第 12 報告第 41 号 

平成３０年さぬき市議会第４回定例会に提案

する教育関係議案の意見について(財産の取

得) 

原案承認 非公開 

資料説明     

５ 会議録署名委員 安藤 正倫、眞部 万里子 

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３０年度さぬき市教育委員会第８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 ここで、報告第３７号から報告第４１号までの５件は、いずれもさぬき市議

会第４回定例会に提出する教育関係議案の意見に係る案件であり、現時点で市

議会への提出前の案件であることから、非公開とすべきと思います。 

お諮りします。 

報告第３７号から報告第４１号までの５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、報告第３７号から報告第４１号までの５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、本日の議事日程は、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

署名委員に眞部委員を指名します。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７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７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１０月２４日から平成３０年１１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 １０月と１１月に市教委訪問が５回ありましたが、１回目の訪問のときと比

較して、大きな成果があれば教えてください。 

教育長 私が見て感じたことですが、前に指摘した事を改善している学校が大部分で

すが、中にできていない学校もありましたので、そういう学校には再度指摘を

しました。２回訪問することで、前回の訪問時に委員さん方がおっしゃったこ

とを、きちんと全職員に周知をして、それを改善していくということができて

おり、非常に落ち着いて、良くなっているという感じがしています。 

委員 １１月２５日の道の駅「ながお」もみじまつりですが、商工観光課と教育委



 

員会との担当の区分は、どのようになっているのでしょうか。 

教育部長 主には、観光協会だと思います。ただ、へんろ資料館などがありますので、

教育長や私には御案内をいただきます。挨拶をすることもなく、行って、皆さ

んといろいろお話をするぐらいです。 

委員 細川林谷顕彰会についての協議というのが２回あったのですが、これは、何

か動きがあるのですか。 

生涯学習課長 林谷さんの末えいに当たる方が、林谷を顕彰したいということでお話があり

ました。地元の方も協力して、顕彰会を作りたいということで相談に来られて

います。 

委員 会を立ち上げて、記念事業等を実施したいということですか。 

生涯学習課長 具体的な事業の内容については、これから決めていくということです。 

委員 １１月９日に今後の人権教育についての懇話会というのがあったのですが、

どこが主催で、どのくらいの規模の会だったのでしょうか。 

教育長 主催者は公文明地域の方で、出席者は私と人権推進課長でした。今後の人権

教育に関する事業をどのように実施していくか、また、公文明の教育集会所施

設が老朽化していることへの対応等について、話し合いました。また、いわゆ

る人権教育と部落差別解消について、教育長としての考えを尋ねられました。 

 私は、同和教育と部落差別の解消は人権教育の基盤であると考えており、そ

のことを学校教育の現場に対しても、機会を捉えて伝えていきたいとお答えし

ました。 

委員 １１月５日の平成３０年度職員非常参集訓練というのは、どういったもの

だったのでしょうか。 

教育部長 地震を想定した、職員の非常参集訓練ということで、職員はこの日、自家用

車以外の方法で勤務地まで来ることになっていました。徒歩、自転車、オート

バイで勤務地へ参集することになっていました。阪神淡路大震災が発生した５

時４６分に地震が発生したという想定での訓練でした。 

今後、やはり距離が遠くてどうしても来れなかったり、この距離であれば平

均このぐらいの時間が掛かるというような結果を、危機管理室が取りまとめる

と思います。 

委員 報告事項１について、バスを２台購入していますが、１台が３３人乗りで、

もう１台が２９人乗りということで、それほど定員が変わらないのにどうして

も３３人乗りを購入する必要があったのでしょうか。 

教育総務課長 ４月以降で通学支援が必要な児童が、２９人乗りでは乗り切れないというこ

とで、ワンランク大きい３３人乗りを購入することとしています。 

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 報告第３５号 さぬき市平賀源内記念館の指定管理者候補者の選定について 

教育長 日程第５、報告第３５号「さぬき市平賀源内記念館の指定管理者候補者の選

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。 

委員 利用状況の表を見ると、利用料金収入は減っているのに、収支状況の収入が

それほど減っていないのは、どういう理由によるものでしょうか。 

生涯学習課長 利用料収入のほか、物品販売による収入があり、そちらがそれほど下がらな

かったために、このような状況になっています。 

教育長 ほかにありませんか。 

御質問、御意見等が無いようですので、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 報告第３６号 さぬき市少年育成センター補導員の解嘱及び委嘱について 

教育長 日程第６、報告第３６号「さぬき市少年育成センター補導員の解嘱及び委嘱

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、御意見等が無いようですので、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 議案第２０号 さぬき市奨学金条例施行規則の一部改正について 

教育長 日程第７、議案第２０号「さぬき市奨学金条例施行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、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、御意見等が無いようですので、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） 教育振興基本計画策定委員会(第２回)の会議結果について 

教育総務課長 教育振興基本計画策定委員会(第２回)の会議結果について説明した。 



 

 

（２） 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。 

 

（３） 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 

 

（４） 平成３０年度学校給食共同調理場運営委員会の会議結果について 

学校教育課長 平成３０年度学校給食共同調理場運営委員会の会議結果について説明した。 

 

（５） 平成３１年さぬき市成人式について 

生涯学習課 平成３１年さぬき市成人式について説明した。 

 

教育長 それでは、非公開審議に移ります。 

 

日程第８ 報告第３７号 平成３０年さぬき市議会第４回定例会に提案する教育関係議案の意

見について(平成３０年度さぬき市一般会計補正予算(第４号)) 

 ・・・（非公開審議）・・・ 

審議の結果、原案のとおり承認された。 

 

日程第９ 報告第３８号 平成３０年さぬき市議会第４回定例会に提案する教育関係議案の意

見について(さぬき市平賀源内記念館の指定管理者の指定) 

 ・・・（非公開審議）・・・ 

審議の結果、原案のとおり承認された。 

 

日程第１０ 報告第３９号 平成３０年さぬき市議会第４回定例会に提案する教育関係議案の

意見について(財産の取得) 

 ・・・（非公開審議）・・・ 

審議の結果、原案のとおり承認された。 

 

日程第１１ 報告第４０号 平成３０年さぬき市議会第４回定例会に提案する教育関係議案の

意見について(財産の取得) 

 ・・・（非公開審議）・・・ 

審議の結果、原案のとおり承認された。 

 

日程第１２ 報告第４１号 平成３０年さぬき市議会第４回定例会に提案する教育関係議案の

意見について(財産の取得) 

 ・・・（非公開審議）・・・ 



 

審議の結果、原案のとおり承認された。 

 

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９回：平成３０年１２月２５日（火）午後３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８回定例会を終わりま

す。次回から、教育委員の皆さんに挨拶をお願いします。 

 

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 


