
 

令和３年度さぬき市教育委員会第３回定例会会議録 

１ 日  時 

 

令和３年６月２２日（火） 

開 会  午後 １時３０分 

閉 会  午後 ２時０９分 

２ 場  所 寒川第２庁舎会議室 

３ 出席状況 出席委員 教育長 安藤 正倫 

委員 德田 二三男 

得丸 慶子 

瀬 強 

多田 俊 

西尾 由香 

欠席委員 なし 

事務局 教育部長 谷  訓昌 

教育総務課長 安倍  潤 

学校教育課長 冨田 克美 

生涯学習課長 細川 史朗 

幼保こども園課長 中川 勝幸 

人権推進課長 山田 謙二 

教育総務課課長補佐 高西 恵（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  
令和３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 
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 13 号 
さぬき市公民館運営審議会委員の解嘱及び委

嘱について 
原案承認 公開 

日程第６ 報告第 14 号 
さぬき市図書館協議会委員の解任及び任命に

ついて 
原案承認 公開 

資料説明     

５ 会議録署名委員 安藤 正倫、瀬 強 

６ 特記事項 なし 

７ 会議内容 

開 会 

教育総務課長 ただ今から、令和３年度さぬき市教育委員会第３回定例会を開会します。開会

に当たり、得丸委員から御挨拶をお願いします。 

委員 （挨拶） 



 

教育総務課長 ありがとうございました。 

それでは、以後の議事進行を教育長にお願いします。 

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してください。 

教育総務課長 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日限りとしたいと存じますが、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、本会の会議録署名

委員に瀬委員を指名します。よろしくお願いします。 

 

日程第３ 令和３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 

教育長 日程第３「令和３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」を議題とします。会議録について、事務局から説明してください。 

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、事務局から報

告してください。 

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 

（教育施設の整備等に係る契約の状況について報告した。） 

報告事項２ 会計年度任用職員の採用について 



 

（前回報告後の会計年度任用職員の採用の状況について報告した。） 

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の状況について報告した。） 

報告事項４ その他 

 （請願・陳情・要望等の受理の状況について報告した。） 

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 ５月２６日の絵画受け取りはどのような絵画ですか。 

生涯学習課長 葛西崇氏は四国学院大学や香川大学で教鞭をとられたこともある方で、絵につ

いては幾何学的なものや仏像をモチーフにしたものなどで、大きいものでは高さ

が２メートルを超えるものもあり、合計１４点の御寄附をいただきました。 

８月１８日から展示会を開催しますので、ご覧いただければと思います。 

委員 市教委訪問について、どういう状況であったか教えてください。 

教育長 津田小学校では、全学級でタブレットを使っていました。使い慣れているなあ

と思いました。英語では、自分の映像を先生に送信したりもしていました。 

他の市教委訪問でも、少ないところでも半分くらいはタブレットを使用してい

ました。 

今後は、使用することはもちろん、内容についても十分研究して、効果がある

ものにしてほしいと考えています。 

委員 ６月１５日に社会科副読本作成委員会が開催されていますが、資料にある事務

点検評価報告書素案をみると、今回全面改訂ということで、学校の声を聞きなが

らということが書かれていますが、特に改定の方針等があれば教えていただけな

いでしょうか。 

学校教育課長 概ね３年に１度作成しており、各学校から担当の先生に集まっていただいて、

今回第１回目の会議を開いたところです。 

今後どう変えていくかも含めてですが、まず冊子として出すべきかどうか、

せっかくタブレットがあるのだから印刷する必要がないという意見があります。

更には、ＱＲコードまで載せて教科書に倣ったような形にまでという意見もあり

ます。 

今後、数回の作成委員会が開催され、学校の先生の希望に沿った内容になるの

ではないかと考えています。 

委員 全面改訂となると大変な作業ですが、先生方には頑張っていただいて、課長さ

んにもぜひご協力いただきたいと思います。 

委員 ６月１７日の市内現職教育主任研修会の内容について教えてください。 

教育長 挨拶のみで退席したので、研修会の状況はわかりませんが、担当校長を中心に、

現職教育のテーマを持ち寄って、どういった現職教育を自分の学校でしているか

について、話し合い、研究をしたということです。 

委員 とりあえず、現在の情報交換をしたということですか。 

教育長 そうです。 

教育長 ほかにありませんか。 

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１３号 さぬき市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について 

教育長 日程第５、報告第１３号「さぬき市公民館運営審議会委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、事務局から説明してください。 

生涯学習課長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等があり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

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１４号 さぬき市図書館協議会委員の解任及び任命について 

教育長 日程第６、報告第１４号「さぬき市図書館協議会委員の解任及び任命について」

を議題とします。 

議案の朗読を省略し、事務局から説明してください。 

生涯学習課長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等があり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

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。 

 

資料説明 

教育長 ここで、資料説明を行います。補足説明がある場合は、担当課長から説明して

ください。 

（１） 令和３年さぬき市議会第２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 

（２） さぬき市教育委員会の事務の点検及び評価報告書（素案）について 

（３） 要保護及び準要保護児童生徒の認定状況について 

（４） 区域外就学等について 

 

○ 教育委員会定例会の日程について 

 第４回：令和３年７月２７日（火）午後１時３０分開会で決定した。 

 

閉  会 

教育長 以上で令和３年度さぬき市教育委員会第３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。 

 

令和３年  月  日 



 

 

さぬき市教育委員会 

 

教 育 長 

 

委   員 


