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10月 定例教育委員会 議事日程 

 

１．日 時 平成27年10月14日（水）午後1時30分から 

 

２．会 場 教育委員会会議室 

 

３．出席委員  

教育委員長    矢 野 ひとみ 

  教育委員     鷹 尾 秀 隆 

  教育委員     髙 橋 久美子 

  教育委員     水 口 良 江 

  教育長      渡 邉 博 隆 

 

４．会議に出席した事務局職員 

事務局長     靏 岡 正 直 

教育総務課長   大 西 昌 治 

社会教育課長   森 田 誠 司 

指導主幹     紺 田 順 一 

指導主事     久保田 貴 章 

学校教育課課長補佐 皆 川 竜 男 

社会教育課課長補佐 安 田   敦 

教育総務課課長補佐 小 田 忠 幸 

     

５．会議に付した事件 

(1) 議案審議 

議案第37号 伊予市総合教育会議設置要綱の一部を改正する告示について 

議案第38号 伊予市総合教育会議傍聴要領の制定について 

議案第39号 伊予市学校給食検討委員会設置要綱の制定について 

  

(2) 報告事項等 

  ① 8月会議録報告 

② 11月教育委員会行事予定について 

  ③ 事務局報告事項等について 

  ④ その他 
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            午後1時30分 開会 

○靏岡局長 開会を宣言  

○矢野委員長 それでは、10月の定例教育委員会を始めたいと思います。 

 先日、伊予市の陸上競技大会がありました。委員の皆様方、それから教育委員会のそれぞれ

の担当の方々、ありがとうございました。子供たち、一日こう見ていたんですけど、様子がよ

くわかりました。水泳大会のときは新記録がいっぱい出まして、さすがと思ったんですけど、

陸上大会は新記録がなかなか難しいという中で、実施要項のほうを見てみますと、昭和の記録

がまだたくさん残っているというような現状で、全国的に子供たちの運動能力それから体力等

も伸びていない、かえって落ちているというふうなことがあるので、伊予市の子もそれと同じ

ような傾向にあるのかなと。水泳はある程度お金をかけて子供たちやってますので、ぐんぐん

伸びるんですけど、もう本当にふだんの生活というか、遊びというか、体育がそれがもうもろ

に出てるんじゃないかなというふうな感じを持ちながら見た一日でした。 

 また、何か本当あればいいなというふうな、新記録が一つでも出るようになったらいいなっ

ていうふうな感想を持ちました。済みません、しょうがないことですが。 

 それでは、協議のほうに進みたいと思います。 

 会議録のほうの署名人は鷹尾委員さんになっておりますので、よろしくお願いします。 

 それでは、８月の会議録のほう、お手元のほうに届いていると思います。書面文をもって承

認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 異議なしということで、それでは書面をもっての承認とさせていただきます。 

 続いて、早速協議事項のほうに進みたいと思います。 

 議案審議。議案第37号伊予市総合教育会議設置要綱の一部を改正する告示について説明をお

願いします。 

 大西課長さん、お願いします。 

○大西課長 それでは、１ページをお開きください。 

 議案第37号伊予市総合教育会議設置要綱の一部を改正する告示について。 

 伊予市総合教育会議設置要綱の一部を別紙のとおり改正いたしたいから、教育委員会の議決

を求めるものです。 

 提案理由としましては、議長等の設置に伴いまして要綱の一部を改正するものでございま

す。 

 ３ページの新旧対照表を見て御説明を申し上げます。 

 第４条、会議は市長が招集するとあるのを、招集し議長となる。 

 第２項、市長は会議を招集する場合には、会議開催の日時及び場所並びに会議において付議

すべき事項をあらかじめ教育委員会に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合につい
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ては、この限りではない。２項を追加しております。したがいまして、現行の２項、３項はそ

れぞれ条項を３項、４項に変更したものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 

 ちょっと委員さん方、目を通してください。 

○矢野委員長 目を通していただきましたでしょうか。 

 大西課長さんの説明とあわせて御質問等ございませんか。 

             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 異議なしということで、原案のとおり承認でよろしいでしょうか。 

 それでは承認とします。 

○大西課長 ありがとうございます。 

 それでは、４ページをお開きください。 

 議案第38号伊予市総合教育会議傍聴要領の制定について。 

 伊予市総合教育会議傍聴要領を制定したいから、教育委員会の議決を求めるものです。 

 提案理由としまして、伊予市総合教育会議設置に伴いまして新たに傍聴要領を制定する必要

が生じたので提案したものでございます。 

 ５ページに要領のほうがございます。読み上げて説明のほうにかえさせていただきます。 

 第１条に趣旨、この要領は、伊予市総合教育会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

 第２条に傍聴の手続としまして、会議を傍聴しようとする者は、必要事項を傍聴人受付簿に

記入しなければならない。 

 ３条に傍聴することができない者を規定しております。 

 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。 

 １号、凶器その他危険と認められる物品を所持する者、２号、酒気を帯びていると認められ

る者、３号、旗、のぼり、ビラ、掲示板、プラカード等名目及び形状のいかんを問わず、これ

らのものを所持する者、４号、前各号のほう、議長が傍聴を不適当と認める者。 

 第４条に傍聴の制限等を規定しております。 

 議長は、傍聴席が満席となったときは、新たな傍聴を制限し、または拒否することができ

る。 

 第５条に傍聴人の守るべき事項等を規定しております。 

 傍聴人は次の事項を守らなければならない。 

 １号、みだりに傍聴席を離れないこと。２号、私語、雑談、拍手等をしないこと。３号、議

事に批評を加え、または賛否を表明しないこと。４号、飲食または喫煙をしないこと。５号、

写真、ビデオ等を撮影し、または録音等をしないこと。６号、前各号のほか、会議の妨害とな
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るような行為をしないこと。 

 ２項、議長は傍聴人が前項の規定に違反したときは、直ちにこれを制止し、その命令に従わ

ない者を退場させることができる。 

 第６条に退場の規定を設けております。 

 傍聴人は前条第２項の規定により退場を命ぜられたとき又は会議が非公開を宣告したとき

は、直ちに退場しなければならない。 

 第７条に議長の指示を規定しております。 

 前各条に規定するもののほか、傍聴人は議長の指示に従わなければならない。 

 附則としまして、この要領は、本日10月14日から施行するものとしております。 

 審議のほう、よろしくお願いいたします。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 

 全ての条項を読み上げていただきました。よくわかった感じかなと思いますが、質問等ござ

いますでしょうか。 

 ありませんか。 

○鷹尾委員 よろしいですか。 

○矢野委員長 鷹尾委員さん。 

○鷹尾委員 この傍聴をするという、傍聴人があるということは、事前に傍聴をしたいという

ことを届け出るということですか。 

 それと、こういう会議がありますよということを、例えば一般に公示するわけですか、いつ

いつどこどこでありますということを。 

○矢野委員長 大西課長さん。 

○大西課長 この定例教育委員会と同様に当日までに、事前に御連絡をいただける方もおられ

るんですが、当日会を開くまでに受け付けをされた方を対象としたいと考えております。 

 続いて、周知なんですが、今定例教育委員会については、予定日としてホームページのに開

催日を掲載して周知を図ってるところなんですけど、総合教育会議についてもやはり同様な扱

いが必要かと考えておりますので、そういった内容でホームページで掲載できればと考えてお

ります。 

○鷹尾委員 わかりました。 

○水口委員 構いませんか。 

○矢野委員長 水口委員さん。 

○水口委員 第６条退場っていうところがあるんですけれど、後段のほうのまたは会議が非公

開を宣告したときは直ちに退場しなければならない、これは、途中でということでしょうか。

総合教育会議の設置要綱、前の設置要綱の会議の公開第６条の中に、会議の構成が著しく害さ

れるおそれがあると認めるときは、その他公益上必要があると認めるときは、当初から公開を
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しないっていう条項があります。その辺の絡みがちょっとよくわからないんですけれど。 

○靏岡局長 ちょっとよろしいですか。 

○矢野委員長 局長さん。 

○靏岡局長 おっしゃるように、第６条の非公開を宣告したときというのは、会の途中でとい

う意味合いになります。 

 当初からもう非公開を宣告といいますか、決めておる場合には、もう当初の段階から傍聴は

入らないということになります。 

○水口委員 当初から非公開っていう場合は、事前に総合教育会議を開くけれど、この分につ

いては非公開ですよっていうことが何か少し前に出るっていう話ですか。 

○矢野委員長 大西課長さん。 

○大西課長 非公開の会議の場合には、周知の中にそういった明記をせんといかんとは思うと

ります。先ほど言った市ホームページでの周知ですね。周知方法のほうで検討をしたいと考え

ております。それは最初から傍聴できない場合の対応としてそういうことをしたいと考えてお

ります。途中の、どういった議案が協議がこれからなされるのか、そういったところの内容に

応じて途中で退席を願うときも仮にあるかもしれないと。そういったことを想定してこの条文

のほうにはそれを入れ込ませていただいておるといったことです。 

○矢野委員長 今日出された要領のほうの非公開は会の途中でということ、それから最初から

非公開の場合は、一番初めにできた総合教育会議の設置要綱のほうに明記してあるというふう

な解釈で、だということですが、よろしいでしょうか。 

○矢野委員長 はい。 

 そのほか御質問等ございませんでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 そしたら承認を求めたいと思います。 

 原案で承認していただきますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 それでは、原案どおり承認となります。よろしくお願いします。 

 そしたら続けて、議案第39号伊予市学校給食検討委員会設置要綱の制定についてをお願いし

ます。 

 大西課長さん。 

○大西課長 それでは、７ページをお開きください。 

 議案第39号伊予市学校給食検討委員会設置要綱の制定について。 

 伊予市学校給食検討委員会設置要綱を別紙のとおり制定いたしたいから、教育委員会の議決

を求めるものです。 

 提案理由としまして、平成28年度に設置予定の伊予市学校給食センター（仮称）において実
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施される小・中学校及び中山幼稚園の学校給食の円滑かつ適正な運営に資するため、要綱を設

置する必要が生じたので提案したものでございます。 

 １ページをお開きください。 

 まず、要綱を読み上げる前に、お手元のほうにＡ４の横版の資料とかを添付しておるんです

が、ごらんいただいたらと思います。 

 現在、給食センターの設置に伴いまして各種法令のほうの整備を進めているところでござい

ます。今後の予定としましては、本日後ほど読み上げてまた承認のほうをお願いしたいと思う

んですが、下段５行目、伊予市学校給食検討委員会設置要綱のほうを設置をいたしまして、こ

れに基づいて委員会のほうを設置したいと思います。 

 そのあと、上段３段目になるんですが、伊予市学校給食センター設置条例の全部改正を12月

議会に上程したいと考えています。また、その下の段になるんですけど、28年１月に伊予市学

校給食センター運営委員会規則を制定したいと考えております。この中で運営委員会を設置し

まして、給食関係の給食費であったり、献立内容、それとまた地産地消を加味した入札方法

等々の検討をしていく予定としているんですが、今回設置します検討委員会につきましては、

この運営委員会を設置するまでの間に、統一献立をもう来年の４月１日から開始するというこ

とがございまして、この運営委員会の前に検討委員会を持ち上げまして、今言った内容のほう

を検討していただくといった会と考えております。したがいまして、新センターの運営委員会

が設置できましたら、この検討委員会については解散するといった流れで設置するものでござ

います。 

 それでは、条文のほうを読み上げたいと思いますので、８ページのほうをごらんください。 

 伊予市学校給食検討委員会設置要綱。 

 １条に趣旨を上げております。 

 この要綱は、平成28年度に設置予定の伊予市学校給食センター（仮称）において実施される

小中学校及び中山幼稚園の学校給食の円滑かつ適正な運営に資するため、伊予市学校給食検討

委員会を設置することに関し必要な事項を定めるものとします。 

 第２条に検討委員を規定しております。 

 検討委員会の委員は、40人以内で組織し、次に掲げる者をもって構成する。 

 １号、小・中学校の校長、２号、中山幼稚園長、３号、小・中学校及び中山幼稚園ＰＴＡ代

表、４号、小・中学校の事務長、５号、小・中学校の栄養教諭、６号、小・中学校の養護教諭

の代表、７号、小・中学校の給食主任代表、８号、前号に掲げるもののほか、学校給食につき

特に学識を有する者。 

 ２項、検討委員会の委員は、教育委員会が委嘱または任命をする。 

 ３条に設置期間及び任期について規定をしております。 

 検討委員会の設置期間及び委員の任期は、委員の委嘱または任命の日から伊予市学校給食セ
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ンター運営委員会が設置するまでの期間とする。 

 第４条に検討委員会の任務を規定しております。 

 検討委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。 

 １号、給食センターの運営に関すること、２号、学校給食費及びその徴収に関すること、３

号、学校給食の物資購入に関すること、４号、その他学校給食の運営に関し、必要な事項に関

すること。 

 第５条に役員を規定しております。 

 検討委員会に次の役員を置く。 

 １号、委員長１人、２号、副委員長１人、３号、書記１人。 

 第６条に役員の任務を規定しております。 

 役員の任務は次のとおりとする。 

 １号、委員長は検討委員会を代表し、会務を総括する。２号、副委員長は委員長を補佐し、

委員長に事故あるときは、その職務を代理する。３号、書記は検討委員会の運営に関する一切

の記録をつかさどる。 

 第７条に役員の選任方法を規定しております。 

 役員の選任方法は次のとおりとする。 

 １号、委員長及び副委員長は、委員の互選とする。２号、書記は、委員長が任命する。 

 第８条に会議を規定しております。検討委員会は、委員長が招集する。ただし、最初に招集

する検討委員会は、教育委員会が招集する。 

 ２項、検討委員会の議長は、委員長をもって充てる。 

 ３項、検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

 ４項、検討委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決す

るところによる。 

 第９条に委員以外の者の出席について規定を設けております。 

 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会に委員以外の者の意見または説明を聞く

ことができる。 

 第10条に委任事項を設けております。 

 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は検討委員会が別に定め

る。 

 附則、第１条に施行期日を設けております。 

 この告示は、平成27年、本日から施行することとしております。 

 第２条にこの要綱の失効について規定を設けております。 

 この要綱は、伊予市学校給食センター運営委員会の設置に伴い、その効力を失うとしており

ます。 
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 なお、添付資料の中に検討委員さんの名簿のほうを記載しております。伊予小については、

まだちょっとまだ推薦がちょっともらえてないので空白としております。こういった方々で給

食に関する協議のほうをお願いしていきたいと考えておりますので、御審議のほうよろしくお

願いいたします。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 

 フローチャートもあわせて一緒に見ていただこくとこの設置要綱の内容がよくわかるんじゃ

なかろうかなと思います。 

 何か御質問等ございませんでしょうか。 

○鷹尾委員 ちょっといいですか。 

○矢野委員長 鷹尾委員さん。 

○鷹尾委員 運営委員会ができるまでに検討委員会を設置しなければならないというのがよく

まだ理解ができないというか、何故設置しなければならないのか説明をお願いします。 

○矢野委員長 大西課長さん。 

○大西課長 給食費の設定であり、入札方法の決定方法、そういったことにつきましては、一

定根拠となります条例、規則に基づいた会、いわゆる運営委員会のほうで決定するという形に

なります。検討委員会については、そういった権限のほう、上位法がございませんので、それ

までの間、方針のほうを求めてもらうというようなことを考えております。給食費についても

とか、入札の実施方法とか、そういったことを御協議いただいて、そのメンバーが運営委員会

のほうに移行する形になりまして、全員ではないんですけど、移行して、その運営委員会の第

１回目のときに承認をいただいて事業のほうを進めるといった内容にしなければ、ちょっと運

営委員会がない状態で給食費の設定であったりとか、入札方法、その他案件のほうを方針を定

めるっていうのが難しいというところがございまして、今回検討委員会のほうを時限的に設定

したいと考えております。 

○鷹尾委員 要するに、運営委員会の議会が終わってから運営委員会をつくったんでは間に合

わんということですね、いろんなことが。 

○大西課長 それで１月まで待っておりますと、統一献立の開始に支障が生じますので、とい

うこと。スケジュール的にかなり厳しいというところで検討委員会のほうを設置させていただ

ければと考えております。 

○鷹尾委員 わかりました。 

○矢野委員長 運営委員さんはこんなにはおりませんよね。こんなにはいないけど、多分この

中の半分以上は運営委員さんになるんじゃなかろうかなとは思いよるんですが、より多くの

方々の意見を拾い集めるので検討委員会のときにこんなにたくさんの担当の方々にお願いして

るんじゃないかなと思います。 

 給食センターが一つになって始めるから、それぞれの給食センターで運営委員会があって、
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そして進めていたのが、今度一つに集約され、それぞれの学校の各担当の方が全部入られたん

じゃないかなと、と思ったりしながら見てたんですが、そういうふうな趣旨っていうのは、も

うこの検討委員さんのほうにはしっかりと説明して、何とかしていただいておらないとあれで

すよね。 

○髙橋委員 もう一回整理させていただいていいですか。 

 今現在、各学校に給食運営委員会があって、ここに書かれてあるメンバーの方たちがそれを

されているわけですか。それが給食センターで一つになったときに、そこからまたさらに人選

があって、運営委員会が新しくできるけれども、それの準備をするために検討委員会をつくる

と。じゃあ、今現在も各学校には運営委員さんっていうのはあるわけなんですか。 

○矢野委員長 ありますね。給食センターごと、あるいは学校ごと。 

○髙橋委員 そうすると、その運営委員さんがそっくりそのまま検討委員会に入って束ねられ

てる形なんですか。 

○大西課長 いやそれはないです。一つの運営委員会に学校によって人数は異なるんですが、

10人から多いところでは40人、郡中小学校でしたらもう40人も超すような委員構成になってお

りますので、全員を集めるっていうことではございません。もう各学校からお一人とＰＴＡの

方ですね。お一人は推薦を出していただいてこの会に入って、出発になりますので、増えた給

食費のことを十分御協議いただかなければ、やはり今後トラブルとかそういったことにつなが

ろうかと思いますので、十分御意見をいただいた後に給食費を、大体大まかな給食費になるか

と思うんですけど、そういったものを設定させていただいて、入札についても、こういう入札

方法、地産地消のこともございますので、その取り決めなんかは、もうこちらの事務局が勝手

に全てをやるっていうわけにはいかんと考えておりますので、皆さんの御意見をいただきなが

らそういった方法を最終的にどうするかっていうところの御意見をいただきたいと考えており

ます。 

○矢野委員長 水口委員さん。 

○水口委員 もしわかるようだったら、今のセンターが入札公募したりしている形式と今度新

しいセンターになってその方法等が著しく違ってくるところっていうのは、基本的にはないん

ですか。 

○矢野委員長 大西課長さん。 

○大西課長 今現在は、７つの運営委員会がございますが、入札は行っていないというのが現

状でございます。今までの慣例とか、それとやはりかなり地域の業者さんもかなり店を閉めた

りとかいろいろなことがあって、今そういった中で運用をしていって、これ今後は3,200食と

いうたら、まとまった大きな給食数になりますので、やはり公募をかけて参加資格を確認した

後に入札に参画していただいてやってまいりたいと、物資のほうを購入していきたいと考えて

おりますので、全く方法については異なってまいります。 
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○矢野委員長 よろしいでしょうか。何かありますか、ないですか。 

○髙橋委員 もう一点よろしいですか。 

○矢野委員長 髙橋委員さん。 

○髙橋委員 今度将来できる予定の運営委員会のメンバーさんは、先ほど検討委員会の中の何

人かの方で持ち上がりされるお話でしたけども、既にもう人選というのはある程度されている

んですか。 

○矢野委員長 大西課長さん。 

○大西課長 この検討委員会の中において人数のこともあわせて協議のほうをしたいと考えて

います。今のところ人選については、まだ検討をしてないような状況です。 

○髙橋委員 イメージとして、今ある各学校の運営委員さんがいらっしゃって、その中から検

討委員さんができ上がって、その中から新しい運営委員さんができ上がると、ピラミッドみた

いなイメージでよろしいんですか。 

○矢野委員長 大西課長さん。 

○大西課長 今ある７つの運営委員会につきましては、別物と考えていただいたらと思いま

す。各運営委員会には臨時の運営委員会、説明会のほうを開催していただきまして、その場に

おいて３月末で解散のお願いと、これからの内容としましては、本年度の予算会計のほうのこ

とだけをお願いしているというような状況です。したがって、全く別物と考えていただいたら

と思いますので。 

○髙橋委員 わかりました。 

○矢野委員長 水口委員さん。 

○水口委員 何回も言って申しわけないですけど、どういうたらいいんですか、ＰＴＡの会長

さんとか副会長さんっていうのがこの委員会の設置を検討、検討委員会ではあるんですけれ

ど、新の運営委員さんも当然学校のＰＴＡの会長さんとか副会長さんが入ってくるんかなと思

うんですが、結局充て職ですよね。充て職ですよね。検討委員会の間に一生懸命検討していた

だいて、また４月以降、かわるっていうことも大いにありですよね。 

○矢野委員長 大西課長さん。 

○大西課長 新しい運営委員会については、本年度中に規則が制定された後に開催をしたいと

考えております。したがいまして、今回の検討委員会の中で委員さんになられた方に第１回目

の運営委員会のほうには、役員さんそのまま入ってもらうような形で第１回目は行いたいと思

います。それと、次年度以降につきましては、やはり推薦ということで、どなたが出てくるか

わからないっていうことは十分承知しておりますが、ＰＴＡの構成についてもまだこれからち

ょっと市Ｐ連の会長さんであったりとか副会長さんとか、どこまでの方を委員さんに入れるか

っていうのは、今後協議をしていきたいと思うんですけど、今言ったように、もう年度がかわ

りますと、やはり充て職っていうところでリセットもやむを得ないかという感は思っておりま



- 11 - 

す。 

○水口委員 充て職で途中まで審議していただいて、またこれからかわるっていう、そこ辺の

ところが何かちょっとどうなのかなってちょっとだけ懸念を持っただけです。 

○矢野委員長 ２カ月はかぶりますよ。多分４月になったら、ＰＴＡの役員はもう改選される

場合がありますから、それはしょうがいですよね。給食運営委員会だから、直接Ｐの方々はも

ちろん、保護者の方々の意見の代表というようなことで出て、御意見を言われると思うんです

けど、給食費とかそれから献立内容がどうのとか、そういうふうなことに対しての直接の意見

です。入札とか食材の購入あたりについても御意見があるかもわかりませんけど、それについ

てだったら、その今までやっていたＰＴＡ会長さんじゃなくってもほかの、保護者はやってる

から、多分それなりの情報が子供を通したり、あるいはいろんなことを通して入ってきている

から、真っさらな方が入ってくるということではないような気はします。 

○渡邉教育長 ちょうど年度あたりで、28年の10月まで矢印がさあっと、次年度以降も設置と

いうて書いとる。ということは、運営委員さんのスタッフが決まったら、もうそのままという

か４月の段階で、各校長先生方や他の教員関係もかわってくるんです。たちまち栄養教諭が今

６人おりますけども、栄養教諭がそのまま残る、センターに行くという確約はないんです。だ

から、できるだけその中から今のところ半分ぐらいは県職の教諭を置いてほしいと。そして管

理栄養士として市職のスタッフを入れて計４名ぐらいで運営できるような28年度スタッフをき

らしてほしいなんかというふうな構想は持っておるんですけど、だからそういうふうな意味合

いからいうたら、運営委員さんにそういう人たちが入っておるけれどが、若干新年度になった

らどうしてもさま変わりして、運営委員会の理念的なスタンスだけはずっと継続させてはいか

がかというようには思うんですけども、そういうふうな人事異動の関係でやむを得なくそうい

うふうなことが、ましてやＰＴＡさんのほうもそうですけど。 

○矢野委員長 とっても大事なことを言っていただいたんですが、御納得いただけましたでし

ょうか。 

○水口委員 はい。 

○矢野委員長 ほかに御質問はございませんでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 そしたら、要綱のほうについて承認を求めたいと思いますが、御承認いただけ

ますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 それでは、全員承認していただきましたので、10月14日からこの施行日なんで

すかね、よろしくお願いします。 

 そしたら、議案のほうは以上で終了となります。 

 報告事項等に移りたいと思います。 
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 11月教育委員会行事予定について説明をお願いします。 

○久保田指導主事 学校教育課、学校関係の主な行事について説明を行った。 

○矢野委員長 社会教育課お願いします。 

○安田課長補佐 社会教育課の行事について説明を行った。 

○靏岡局長 閉会を宣言 

            午後2時26分 閉会 

 


