
 

令和３年度さぬき市教育委員会第７回定例会会議録 

１ 日  時 

 

令和３年１０月２５日（月） 

開 会  午前１１時０９分 

閉 会  午後 ０時１４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６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 20 号 
令和３年度さぬき市心身障害児就学指導委員

会の審議結果について 
原案承認 公開 

日程第６ 議案第 13 号 
さぬき市遠距離通学支援に係るスクールバス

の運行の基準等に関する規程の制定について 
原案可決 公開 

日程第７ 議案第 14 号 
さぬき市立学校への就学等に関する規則の一部改

正について 
原案可決 公開 

日程第８ 

（追加） 
報告第 21 号 教育委員会所管職員の人事異動について ― 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 ただ今から、令和３年度さぬき市教育委員会第７回定例会を開会します。開

会に当たり、教育長から挨拶を申し上げます。 

教育長 （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

名委員に得丸委員を指名します。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６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６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 １０月８日の陸上記録会ですが、今回コロナで種目が減ったとかの影響はな

かったのでしょうか。 

教育長 時間短縮や密を避けるため、５年生の４００メートルリレーがありませんで

した。 

さぬき・東かがわ校長会で検討した際に、県が取り止めた５年生の４００メー

トルリレーについて実施しないということになりました。 

委員 県が取り止めた理由はわかりますか。 

教育長 今回は５年生と６年生の会場が屋島と丸亀に分かれましたが、屋島に全県中

から多人数が集まることが懸念されるなか、リレーは人数が一番多いので、時

間短縮や密を避ける理由から取りやめたのではないかと思います。 

委員 １０月１８日の長尾小学校研究発表会はどのような内容でしたか。 

教育長 研究授業を見たのですが、タブレットを使ったり、予想を立て、それを組み

立てていって推論を確認するというものでした。子どもは発表もよくしていま

すし、よく聞いていました。タブレット等を使うことについても、十分にでき

ていたと思います。研究成果が特にこれといって出るものではありませんが、

児童が元気よく十分に学習していたといった印象でした。 

後の講評前にもうお帰りくださいということであったので、授業参観のみで

した。 

委員 たぶん、香小研の大会が中心となって行われるようになったのですが、長尾

小学校だけで、造田小学校はしなかったのですか。 

教育長 長尾小学校の６学級だけです。 

委員 さぬき市市制施行２０周年記念事業とありますが、どのようなことを計画さ

れるのでしょうか。 

教育部長 来年度が市制施行２０周年になるということで、部長会議と同じメンバーで、

推進本部会議という会が組織され、その第１回目の会でした。大きな方向性と

しては、コロナの情勢もありますので、１０周年の時のように大きな行事をす

るのではなくて、一つの区切りになり、後に残るようなものとして、３つ予定

されています。 

１つ目が、記念式典で、令和４年１１月１０日木曜日に開催する日程案が示

されています。２つ目は、１０周年の時にもさぬき市の歩みということで、１



 

０年間の歩みをまとめた冊子を作ったのですが、それに引き続く１０年間の記

念冊子を作るということと、３つ目は、記念動画の制作です。 

今後細かいことを推進本部会議が中心になって進めていく予定です。 

委員 １０月２４日のＭＯＡ美術館東讃児童作品展表彰式では、さぬき市の方から

何人かは表彰されているのですか。 

教育長 ６割くらいがさぬき市内の学校の受賞者でした。絵画と書写の２部門で、Ｍ

ＯＡ美術館奨励賞や、市長賞、教育長賞等があり、全部で１６０前後の出品の

中で、１５点ずつくらいが表彰に入っていました。 

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２０号 令和３年度さぬき市心身障害児就学指導委員会の審議結果について 

教育長 日程第５、報告第２０号「令和３年度さぬき市心身障害児就学指導委員会の

審議結果について」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。 

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。 

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 議案第１３号 さぬき市遠距離通学支援に係るスクールバスの運行の基準等に関す

る規程の制定について 

教育長 日程第６、議案第１３号「さぬき市遠距離通学支援に係るスクールバスの運

行の基準等に関する規程の制定について」を議題とします。 

議案の朗読を省略し、事務局から説明してください。 

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。 

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。 

 

日程第７ 議案第１４号 さぬき市立学校への就学等に関する規則の一部改正について 

教育長 日程第７、議案第１４号「さぬき市立学校への就学等に関する規則の一部改

正について」を議題とします。 

議案の朗読を省略し、事務局から説明してください。 

幼保こども園

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。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） 旧鶴羽幼稚園隣接道路改良工事概要について 

（２） 長尾小学校改築工事基本設計の概要について 

（３） さぬき市外国語指導助手（ＡＬＴ）の就任について 

（４） 要保護及び準要保護児童生徒の認定状況について 

（５） 区域外就学等について 

（６） 令和３年度第１回さぬき市学校給食共同調理場運営委員会の会議結果について 

（７） 令和３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 

（８） 令和４年さぬき市成人式について 

（９） 志度公民館建築工事基本設計の概要について 

（１０） 長尾公民館建築工事基本設計の概要について 

 

教育長  以上で本日予定しておりました全ての日程を終了いたしましたが、ここで、

日程の追加についてお諮りしたいと思います。 

 教育委員会所管職員の人事異動について、本日、内示の発表がありましたの

で、日程に追加し、議題といた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、「教育委員会所管職員の人事異動について」を、日程に追加します。 

 

日程第８ 報告第２１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８、報告第２１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、事務局から説明してください。 

教育総務課長 （議案の説明） 

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

教育長 本件は、報告のみの案件です。 

 

○ 教育委員会定例会の日程について 

 第８回：令和３年１１月２４日（水）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７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 


