
 

令和３年度さぬき市教育委員会第９回定例会会議録 

１ 日  時 

 

令和３年１２月２１日（火） 

開 会  午後１時３０分 

閉 会  午後２時０３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 

欠席委員 多田 俊 

西尾 由香 

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 

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８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 19 号 
さぬき市史跡津田古墳群保存管理計画検討委

員会設置要綱の一部改正について 
原案可決 公開 

日程第６ 報告第 23 号 
さぬき市立学校県費負担教職員への措置につ

いて 
― 非公開 

日程第７ 

（追加） 
報告第 24 号 教育委員会所管職員の人事異動について ― 非公開 

資料説明     

５ 会議録署名委員 安藤 正倫、德田 二三男 

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９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 ここで、報告第２３号は個人情報保護の観点から、非公開とすべきと思いま

す。 

お諮りします。 

報告第２３号の審議については、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２３号の審議は、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

名委員に德田委員を指名します。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８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８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 １１月２９日の（仮称）さぬき市歴史美術館検討会では、どのような話があ

りましたか。 

生涯学習課長 基本設計を現在発注していまして、その平面計画案のたたき台ができたので、

それに対して意見をいただきました。 

展示ケースの配置をこうしたらいいとか、建物の外の中庭に林谷にゆかりの

ある竹とか石とかを上手に配置したらいいとか、展示室に窓は必要ないとか、

細かいところまで意見がありましたので、今後そこを修正したもので進めてい

きたいと考えています。 

委員 １２月２日の小・中・高等学校生徒指導主事警察等連絡会では、どのような

ことが話題になったのか教えてください。 

学校教育課長 基本的に校区ごとに分かれて話合いをしますので、その具体的な内容までは

把握できていません。 

委員 １２月６日の中堅教員等研修会について、次の管理職に向けての研修会だと

思いますが、どのような研修が行われたのかについてお伺いします。 

教育長 学校教育課主幹と現職校長に、今の教育問題解決のための根拠としての教育

法規の説明等をしていただきました。私の方からは、管理職という立場、管理

職として必要なこと、全体を見渡して四方八方あらゆるところに落ちがあって

はいけないということ、そういう見方を管理職になったらするようにと話をし

ました。 

委員 さぬき北小学校と長尾小学校の市教委訪問の様子について教えてください。 

教育長 さぬき北小学校については、非常に落ち着いていて、タブレットを効果的に

活用できていると思いました。子どもが集中して先生の言うことをよく聞いて

学習に取り組んでいたのが、非常によかったと思います。 

長尾小学校については、秋に算数の研究発表会をしましたので、算数が多かっ

たのですが、先生方が教材をよく理解して楽しい授業ができていました。楽し

む算数科というのを研究したことで教材分析がよくできて、子どもも集中して



 

取り組めていたように思いました。 

算数を研究することによって、他の教科にもその影響があったのではないか

という感じで参加をさせていただきました。 

委員 １２月１４日の人権・同和対策本部会議について、どういったことを話し合

われたのか教えてください。 

教育部長 ２件協議題があり、1件は、県外の行政書士による戸籍等の不正請求の事案に

関し、市内でも該当案件が確認されており、該当者に対する被害告知等の対応

をどうするかについての協議でした。現時点では被害申出がなく、職務上請求

の不当性が確定していない中では、告知しない方が良いのではないかというこ

とと、こうしたことから自分を守るための登録型本人通知制度による登録を更

に推進することが話し合われました。 

もう１件は、来年度からさぬき市でもパートナーシップ宣誓制度を始める準

備を進めており、制度要綱の内容についての説明でした。 

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 議案第１９号 さぬき市史跡津田古墳群保存管理計画検討委員会設置要綱の一部改

正について 

教育長 日程第５、議案第１９号「さぬき市史跡津田古墳群保存管理計画検討委員会

設置要綱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。 

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） 令和３年さぬき市議会第４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） 要保護及び準要保護児童生徒の認定状況について 

（３） 令和３年度第１回さぬき市史跡津田古墳群保存管理計画検討委員会の会議結果について 

（４） 第２０回さぬき市美術展覧会について 

 

教育長 それでは、非公開審議に移ります。 

 

日程第６ 報告第２３号 さぬき市立県費負担教職員への措置について 

 ・・・（非公開審議）・・・ 



 

案件について、報告をした。 

 

日程第７ 報告第２４号 教育委員会所管職員の人事異動について 

 ・・・（非公開審議）・・・ 

案件について、報告をした。 

 

教育長 では、非公開を解きます。 

 

○ 教育委員会定例会の日程について 

 第１０回：令和４年１月２５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９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 年  月  日 

 

さぬき市教育委員会 

 

教 育 長 

 

委   員 


