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5月 定例教育委員会 議事日程 

 

１．日 時 平成29年5月10日（水）午後1時30分から 

２．会 場 伊予市役所 庁議室 

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 

教育監理監      井 上 伸 弥 

事務局長       靏 岡 正 直 

学校教育課指導主幹  大 西 聡 

学校教育課指導主事  高 石 達 也  

学校教育課課長補佐  飴 矢 百 合 

社会教育課長     森 田 誠 司 

社会教育課課長補佐  高 村 博 之 

社会教育課課長補佐  北 岡 康 平 

学校給食センター次長 安 田 敦  

 

５．協議事項等 

(1) 議案審議 

   第６号議案  伊予市教育委員会委員長の選任について 

   第７号議案  伊予市教育委員会委員長職務代理者の選任について 

   第８号議案  伊予市教育委員会の議席の決定について 

   第９号議案  伊予市社会教育委員の委嘱について 

   第１０号議案 伊予市公民館運営審議会委員の委嘱について 

   第１１号議案 伊予市立図書館協議会委員の委嘱について 

   第１２号議案 伊予市文化財保護審議会委員の委嘱について 

   第１３号議案 伊予市青少年センター運営協議会委員の委嘱について 

   第１４号議案 伊予市青少年補導委員の委嘱について 

   第１５号議案 伊予市図書館・文化ホール等管理運営アドバイザー会議 

の設置について 
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    第１６号議案 伊予市文化財の指定について 

（2）報告事項等 

ア 5月会議録報告 

イ 8月教育委員会行事予定について 

ウ 事務局報告事項等について 

エ  その他 

 

６．閉 会 
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            午後1時30分 開会 

○靏岡局長 開会 

 まず、矢野委員さんは任期が来る５月11日まででございまして、また鷹尾委員さんは６月

14日の任期でございますが、既に５月１日の市議会臨時会におきまして教育委員会委員として

再任の同意をいただいております。矢野委員さんは５月12日から平成33年５月11日まで、鷹尾

委員さんは６月15日から平成33年６月14日まででございます。 

 それではまず、矢野委員さんから御挨拶をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○矢野ひとみ委員長 失礼します。局長さんのほうからお話がありましたとおり、引き続いて

教育委員を受けることになりました。何さま結構忘れることが多くて困っているのですが、精

いっぱい頑張りますので御協力のほうよろしくお願いいたします。（拍手） 

○靏岡局長 続きまして、鷹尾委員さん、お願いいたします。 

○鷹尾秀隆委員 鷹尾です。引き続き教育委員をということになりました。 

 私も、教育部門のことがほとんどわからずに試行錯誤しながら過ごした４年間だったのです

が、来期は少しは皆さんのお役に立てるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。（拍手） 

○靏岡局長 ありがとうございました。 

 それでは、矢野委員長、進行よろしくお願いいたします。 

○矢野ひとみ委員長 失礼します。それでは、５月の定例教育委員会のほうを始めたいと思い

ます。 

 初めてこの庁舎に入りまして、何か１階に入りましたら新築のにおい、コンクリートのにお

いがプーンとしていて、そしてエレベーターでなしに、足も元気なので階段を上がってきて、

そして３階のほうで見ておりましたら、早速どちらへ行かれるのですかと市役所の方が聞いて

くださいまして、ここまで御案内いただきました。市長さんのお話の中に、すごく皆さん、市

民のほうに目を向けてというふうなお話がありましたが、それが本当に行き届いているなとい

うふうに感じました。新しい建物で新しい部屋で、また心機一転頑張っていきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 それでは、今日は髙橋委員さんのほうから欠席の連絡がありましたので、よろしくお願いし

ます。 

 今日の会議録署名委員のほうは水口委員さんとなっております。よろしくお願いします。 

 続きまして、３月の臨時議会の会議録をお手元のほうにお配りしております。お目を通して

いただいたらと思います。 

 また、３月の会議録については、既にお配りしておりました別紙をお読みいただいて、後か
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ら手直しとかありまして、追加のほうも事務局の飴矢さんのからお渡しいただいておりまし

て、またあれはわずかな手直しだろうと思いますので見ていただいて、書面をもって御承認い

ただいたらと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 わかりました。それでは、承認ということでお願いします。 

 それでは、続いて協議事項のほうに進みたいと思います。 

 局長さん、お願いします。 

○靏岡局長 議案審議、委員長の選任についてでございますが、その前に伊予市教育委員会会

議規則第２条第１項の規定によりまして、委員長の選挙はまず仮議長を定め、仮議長は委員長

の選挙を主宰するとなっております。仮議長を選任していただく必要がありますが、いかがい

たしましょうか。 

○鷹尾秀隆委員 事務局のほうで。 

○靏岡局長 それでは、事務局案でございますが、現委員長であります矢野委員長に仮議長を

お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ仮議長 それでは、御指名をいただきましたので、仮議長のほうを務めさせてい

ただきます。 

 議案第６号伊予市教育委員会委員長の選任について、関連がございますので、議案第７号伊

予市教育委員会委員長職務代理者の選任について、それぞれ事務局に説明を求めます。お願い

します。 

 局長さん、お願いします。 

○靏岡局長 皆様御承知のとおり、来る５月14日をもって現委員長の任期が満了となります。

改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第12条第１項の規定では、教育委員会は教

育長を除く委員のうちから委員長を選挙しなければならないとされており、同条第２項の規定

により、来る５月15日から改正後の法律による教育長が任命されるまでの委員長について選任

願いたくお願いするものでございます。 

 また、委員長職務代理者でございますが、慣例により委員長の改選にあわせて選任しており

ますので、委員長職務代理者についても選任願いたくお願いするものでございます。 

 次に、委員長の選任方法でございますが、改正前の伊予市教育委員会会議規則第２条第２項

の規定による選挙の方法と、第３項の規定による推薦の方法がございます。なお、委員長職務

代理者の選任方法でございますが、慣例により委員長で決定された同様の手法をもって選任願

うものでございます。 

○矢野ひとみ仮議長 委員長と、それから委員長職務代理者の選任方法についていかがいたし

ましょうか。 
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○鷹尾秀隆委員 推薦でお願いします。 

○矢野ひとみ仮議長 推薦。それでは、推薦という意見が出ましたので、推薦による方法によ

り別室で協議したいと思います。よろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ仮議長 それでは、別室のほうへお願いします。 

 それでは、暫時休憩といたします。 

 別室のほうへ御移動お願いします。 

            午後1時7分 休憩 

            午後1時13分 再開 

○矢野ひとみ仮議長 それでは、再開したいと思います。 

 水口委員さん、結果発表をお願いします。 

○水口良江委員 別室のほうで協議させていただきまして、その結果、矢野ひとみ前委員長を

満場一致で再任をさせていただきたいと思います。鷹尾さんも同じでございまして、協議の結

果、満場一致で鷹尾さんに再任ということで決まりましたので、御報告を申し上げます。 

○矢野ひとみ仮議長 ありがとうございました。皆さんの御協力に感謝を申し上げまして、仮

議長の職を終わりたいと思います。 

○靏岡局長 それでは、矢野新委員長さん、就任の御挨拶をお願いいたします。 

○矢野ひとみ委員長 さっきから続けての挨拶になります。満場一致で決めていただいたので

すが、いろいろ話しましたけれども、引き受けることになりました。 

 続けてのことで、水口委員さん、それから鷹尾委員さん、髙橋委員さん、皆さん大体わかっ

ていらっしゃるというか、気心もわかってきましたので、会のほうもうまいこといくのじゃな

かろうかと思って、それで引き受けました。御迷惑をかけたらいけないと思いますが、よろし

くお願いします。 

○靏岡局長 ありがとうございました。 

 続きまして、職務代理者の鷹尾委員さん、就任の御挨拶をお願いいたします。 

○鷹尾秀隆委員 引き続き職務代理者を務めることになりました。矢野委員長が非常に頑張っ

ていただいておりますので、私が代理を務めることがほとんどありませんので、そういう点で

は気楽におります。よろしくお願いいたします。 

○靏岡局長 ありがとうございました。 

 それでは、矢野委員長さん、現委員長として引き続き次の議案審議をお願いいたします。 

○矢野ひとみ委員長 それでは、議案審議のほうに戻りたいと思います。 

 議案第８号伊予市教育委員会委員の議席の決定について、事務局に説明を求めます。 

 局長さん、お願いします。 

○靏岡局長 本件につきましては、伊予市教育委員会会議規則第７条の規定により、委員長の
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選挙後、直ちに抽せんにより議席を定め、氏名表をつけるとされておりますが、委員長、委員

長職務代理者、教育長の議席は既に決定しておりますので、残り２議席について決定をお願い

するものでございます。 

 以上です。 

○矢野ひとみ委員長 それでは、議席の決定方法について御意見をお願いします。 

 今のままでということで。これはこの席でよろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 それでは、そういうふうな意見がございましたので、今のままの座席で

髙橋委員さん、水口委員さんでいきたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、議案第９号伊予市社会教育委員の委嘱について説明をお願いしま

す。 

○森田課長 議案書４ページになります。 

 議案第９号伊予市社会教育委員の委嘱について。議案といたしましては、伊予市社会教育委

員設置条例第１条の規定により提案をいたしております。 

 次のページをお開きください。 

 ５ページになりますが、社会教育委員10名のうち、新任の方４名でございます。５番の森田

清延さん、この方が再任となっておりますが、以前は小学校校長で委員になっていただいてお

りましたが、このたび退任されましたので、その後引き続き有識者として森田清延さんのほう

はお願いをしたいと思います。 

 それと、８番が空欄になっておりますが、委員の推薦をお願いしております団体の総会がま

だ終わっておりませんので、団体からの推薦がまだ出てきておりません。この後、こちらの団

体から推薦があり次第委嘱をしたいと思いますので、この点もあわせて御承認いただきたいと

思います。 

 以上です。 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

 伊予市社会教育委員の名簿、委嘱について何か御意見ございませんでしょうか。 

 ８番については、後日決定次第配付となりますが、特に意見ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 それでは、承認願えますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。それでは、承認といたします。 

 続きまして、議案第10号伊予市公民館運営委員会委員の委嘱について、説明をお願いしま

す。 

 森田課長さん、お願いします。 
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○森田課長 議案書６ページになります。 

 議案第10号伊予市公民館運営審議会委員の委嘱について。 

 提案理由といたしましては、伊予市公民館設置条例第５条の規定により提案をいたしており

ます。 

 次のページをお開きください。 

 伊予市公民館運営審議会委員の名簿でございますが、10名のうち５人の方が新任となってい

ます。そして、１番の委員さんと広報区長会長さんですが、これも先ほどと同様でございま

す。 

 以上です。 

○矢野ひとみ委員長 公民館運営委員会の委員について、同じく空欄がありまして後日という

ことになります。何か御意見、御質問等ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 それでは、御承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

 続きまして、第11号議案伊予市立図書館協議会委員の委嘱について説明をお願いします。 

○森田課長 議案第11号伊予市立図書館協議会委員の委嘱について。 

 提案理由としましては、図書館法第14条及び伊予市立図書館条例施行規則第21条の規定によ

り提案をいたしております。 

 次のページ、委員名簿でございますが、委員全員で８名、このうち３名の方が新任となって

おります。 

 以上です。 

○矢野ひとみ委員長 同じく、伊予市立の図書館委員の選任、新任が３名です。 

 御意見、御質問等ございませんか。 

 ございませんか。よろしいですね。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 それでは、御承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

 そしたら、続きまして、伊予市文化財保護審議会委員の委嘱について説明をお願いします。 

 森田課長さん、お願いします。 

○森田課長 議案書10ページになります。 

 議案第12号伊予市文化財保護審議会委員の委嘱について。 

 提案理由といたしましては、伊予市文化財保護条例第17条の規定により提案をいたしており
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ます。 

 次のページ、委員名簿がございます。この10名のうち、３人の方が新任となっております。 

 以上です。 

○矢野ひとみ委員長 文化財保護審議会委員10名のうち３名、下のほうです、３名の方が新任

です。 

 御意見、御質問等ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 御承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 それでは、承認とさせていただきます。 

 続きまして、第13号議案伊予市青少年センター運営協議会委員の委嘱について説明をお願い

します。 

○森田課長 12ページ、議案第13号伊予市青少年センター運営協議会委員の委嘱について。 

 提案理由といたしまして、伊予市青少年センター設置条例第６条の規定により提案をいたし

ています。 

 次のページをお願いいたします。 

 青少年センター運営協議会委員は全30名以内となっておりますが、現在28名でございます。

28名のうち、今回新任の方16名という内容でございます。 

 それと、先ほども説明をいたしましたとおり、推薦団体のほうからまだ推薦がございません

ので、その点については空欄となっております。 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

 そちらのほうは、まだ各団体から推薦がない団体は空欄となっております。 

新任が16名ということです。何か御質問等ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 それでは、御承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

 続きまして、青少年補導委員の委嘱について説明をお願いします。 

 森田課長さん、お願いします。 

○森田課長 14ページであります。 

 議案第14号伊予市青少年補導委員の委嘱について。 

 提案理由といたしましては、伊予市青少年センター設置条例第７条の規定により提案をいた

しております。済みません、別紙で15、16ページをお配りをいたしておりますが、差しかえを

お願いをいたします。 
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 ２ページにわたって委員名簿がございますが、総勢83名、このうち新任の方18名となってお

ります。 

 以上です。 

○矢野ひとみ委員長 それでは、名簿のほう新しいのと差しかえておいてください。 

 何か御質問、御意見はございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 ということで、差しかえのほうよろしくお願いいたします。 

 そしたら、御承認いただけますか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

 続きまして、第15号議案伊予市図書館・文化ホール等管理運営アドバイザー会議について説

明をお願いします。 

 森田課長さん、お願いします。 

○森田課長 17ページになります。 

 議案第15号伊予市図書館・文化ホール等管理運営アドバイザー会議の設置について。 

 提案理由といたしましては、伊予市図書館・文化ホール等複合施設について、より具体的な

管理運営及び事業実施比較検討を進めるに当たり、専門的な知識及び豊富な経験を有した識者

の支援を得る伊予市図書館・文化ホール等管理運営アドバイザー会議を設置するため、新たに

要綱を制定する必要が生じたので、提案をいたします。 

 内容につきましては、北岡より説明をいたします。 

○矢野ひとみ委員長 北岡さん、お願いします。 

○北岡課長補佐 次のページ、18ページをごらんください。 

 要綱の内容を載せておりますけれども、まず定員につきましては、平成26年度に設立した伊

予市図書館・文化ホール等管理運営検討委員会、これが市民をまた中心にしたものでございま

すけれども、これについて管理運営基本計画及び２カ年実施計画案を策定していただきまし

た。平成28年度に完成をいたしましたので、その後解散という中でして、ここには記述してお

りませんけども、その後市民の皆さんで自主的に現在実行委員会を立ち上げております。検討

をしておるところです。平成29年度、今年度より各計画に基づいた事業実施並びに詳細計画を

行うに当たりまして、より専門的な知識や経験が必要となるため、有識者による伊予市図書

館・文化ホール等管理運営アドバイザー会議を設置したいと思います。 

 なお、その内容につきましてですけれども、アドバイザー会議について検討する内容につき

ましては、複合施設の備品設備、開館記念事業、開館後の通年事業、市民の皆さんが参画する

ためのそういったことに関することを検討もいたします。要綱につきましては、19ページのと

ころを見ていただけたらと思います。 
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 委員の構成につきまして、アドバイザー10名以内ということで検討しておるんですけれど

も、その内訳といたしましては、元管理運営検討委員会の委員長さんであったりとか、大学の

先生だったりとか。あと教育関係者、小・中・高の学校関係者、県内の図書館関係者など、県

内の地域づくり関係者などを考えておりまして、ほかに他分野においてですけども、福祉分

野、産業分野等において、先ほど申し上げました利害関係を有しない方に委員さんになってい

ただけたらということで、想定をしております。 

 報酬につきましては、学識経験者で１万5,000円、ただし公務時間の委員さんにつきまして

は無報酬とさせていただいたらと思います。 

 任期につきましては、平成29年度、本年度と30年度、来年度を任期としておりまして、年間

５回程度の開催を想定しております。 

 １ページめくっていただきまして、19ページの内容につきましては、今御説明をした内容を

盛り込んだものとなっております。 

 以上です。 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

 北岡さんのほうから御説明がございました。何か御質問等ございませんでしょうか。 

○北岡課長補佐 委員長。 

○矢野ひとみ委員長 はい、北岡さん。 

○北岡課長補佐 訂正のほうをお願いしたらと思います。 

 19ページの設置要綱なんですけども、会議第６条なんですが、委員長とするところを会長と

なっておりますので、第6条の会長というところを委員長に訂正いただけたらと思います。 

○矢野ひとみ委員長 19ページの会議のところの第６条の会長というところですね。これを委

員長に訂正してください。会長のところです。 

 訂正していただいて、何か御質問ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 ないようでしたら、御承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

 それでは、第16号議案伊予市文化財の指定について説明をお願いします。 

○森田課長 議案書の20ページになります。 

 伊予市文化財の指定について。 

 次のとおり、伊予市文化財の指定を受けたいということで、１、有形文化財（歴史資料）

２、名称、豊川渉関係資料、３、所在地、伊予市米湊768番地２、伊予市立図書館、４、所有

者、伊予市長武智邦典、提案理由といたしましては、伊予市文化財保護条例第４条第１項の規

定により提案をいたしております。 
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 次のページは、原本をつけるべきだったですが、市長のほうから教育委員会宛てに伊予市文

化財としての指定をお願いしますという申請が28年度末に上がってきておりますので、今回の

委員会に諮ることとなりました。その後には、写真等が出ておりますが、広報また新聞等でも

公表されましたので、内容的にはもう御存知のことと思います。元の郡中町長豊川渉の日記等

の資料でございまして、これにつきまして、28年度末にひ孫に当たる津野宏さん、この方が市

のほうに寄贈をされたということで、この資料につきまして、全て文化財の指定を行いたいと

いうことでございます。 

 以上です。 

○矢野ひとみ委員長 資料をたくさんつけてくださっておりますが、これを見ておりますと時

間がかかります。以前、新聞のほうで見たことがあると思います。また、中身は見ていただい

て、ご質問等はございませんか。 

 水口さん。 

○水口良江委員 寄贈していただいた後どこかに展示をする、皆さんに見ていただけるような

設定も想定しているのですか。 

○森田課長 今のところ、図書館等にもそういった、展示場所はございませんので、新しい文

化ホールができましたら、またそこでも検討したいと思いますし、何かのイベントには出して

皆さんに見ていただくことも可能かと思いますが、直近にというようなことは今のところ考え

ておりません。 

○矢野ひとみ委員長 よろしいでしょうか。 

 それでは、御承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

 続きまして、伊予市スポーツ推進委員の委嘱について、お願いします。 

 森田課長さん、お願いします。 

○森田課長 最後になりますが、33ページ、議案第17号伊予市スポーツ推進委員の委嘱につい

て。 

 提案理由といたしましては、伊予市スポーツ推進委員規則第２条の規定により提案をいたし

ております。 

 スポーツ推進委員、旧伊予で20名、旧中山、双海でそれぞれ10名ずつの合計30名でございま

して、今回新任の方は30人のうち２名となっております。 

 以上です。 

○矢野ひとみ委員長 新任の方が２名ということで、2番の方3番の方。あとは全部再任という

ことで。 

 御承認いただけますでしょうか。いいですか。 
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            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 それでは、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 以上で協議事項のほうは終了したいと思います。 

 続きまして、報告事項に進みたいと思います。 

 ６月の教育委員会行事予定について説明をお願いします。 

 高石指導主事さん、お願いします。 

○高石指導主事 7月の学校教育課、学校関係の行事について説明を行った。 

○矢野ひとみ委員長 社会教育課のほう、説明をお願いします。 

○森田課長 7月の社会教育課の行事について説明を行った。 

 ６月の行事予定について、何か御質問はございませんか。 

 教育長さん、お願いします。 

○渡邉博隆教育長 ６月６日、７日に、伊予地区の教育委員会連絡協議会の開催の予定を言い 

 てたのですが、あれどうなったのですか。６日ですか。伊予市の教育支援委員会が入っとる

 じゃない。６月。 

○大西指導主幹 これは、済いません、13日に動いています。申しわけありません。 

○渡邉博隆教育長 わかりました。 

 そしたら、教育委員さんに予定していただきたいんですが、６月６日に３地区の伊予地区の

教育委員会連絡協議会のいわゆる総会みたいなんと懇親会があります。今は砥部町なんです

が、この日から今度は松前にかわります。 

○矢野ひとみ委員長 今度、そしたら伊予市教育支援委員会は何日。13日。 

○渡邉博隆教育長 13日。 

○矢野ひとみ委員長 13日に移動してください。 

 教育委員会連絡協議会は、午後でしたよね。 

○飴矢課長補佐 15時30分。 

○矢野ひとみ委員長 15時30分からの予定。場所は違うね。 

○渡邉博隆教育長 場所は砥部。 

○矢野ひとみ委員長 砥部ですね。砥部が担当だったら、砥部ですね。 

 また、詳しい文書はいただけますよね。よろしくお願いします。 

 それと、私が質問したらいけないんですが、人権教育関係の年間計画は次に出るんでしたっ

け。６月の教育委員会でしたかね、割り振りみたいなの。 

○高村課長補佐 人権教育関係の年間計画について説明する。 

○矢野ひとみ委員長 行事予定についてよろしいですか。また、細かいところは指導主事さん

 でも聞いてください。 

 それでは、事務局の報告事項等に進みたいと思います。どなたでも、ありませんか。 
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○大西指導主幹 合同訪問の説明を行った。 

○矢野ひとみ委員長 合同訪問については、後から個別にお伝え願えたらと思います。よろし

 くお願いします。 

 ほかに報告事項はございませんでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 それでは、その他に移りたいと思います。 

 その他で何か。 

 局長さん、お願いします。 

○靏岡局長 今現在、６月の補正予算の編成をいたしております。毎回恐縮ですが、今財政的

に非常に厳しいものがございまして、査定がこれからあるのですが、非常に厳しい査定が予想

されます。その辺がどうなるかまだ現段階では未定なのですが、教育委員会としてもできる限

り予算は確保したいと思いますが、必ずしも十分にならないかと思います。また、次の６月の

定例教育委員会の折に具体的な御説明をさせていただきたいと思いますので、御了承いただき

たいと思います。 

○矢野ひとみ委員長 あれ、今年度の予算については選挙があったので大まかな予算なのでし

ょうか。 

○靏岡局長 当初予算はいわゆる骨格予算という形を計上しておりますが、政策予算は今回の

６月補正で計上するということになっております。 

○矢野ひとみ委員長 わかりました。 

 その他、ほかにございませんでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 ないようでしたら、以上で私のほうは終わりとさせていただきます。 

○靏岡局長 閉会 

 

            午後2時16分 閉会 

 

 


