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平成２３年度 石狩市教育委員会会議（５月定例会）会議録 

 

 平成２３年５月２０日（金）       開 会 午後 １時３０分 

 第２委員会室               

 

○委員の出欠状況 

 委  員  氏  名 出 席 欠 席  備     考 

委員長  中 村 照 男  ○  

委 員  伊 藤 好 美 ○  委員長職務代理者 

委 員  土 井 久美子 ○   

委 員  門 馬 冨士子 ○   

教育長    樋 口 幸 廣 ○   

  

○会議出席者 

役     職     名 氏    名 

生涯学習部長 三 国 義 達 

理事（市民図書館長） 百 井 宏 己 

次長 厚 海 嘉 孝 

総務企画課長 上 田   均 

学校教育課長 池 田 幸 夫 

社会教育課長 東   信 也 

厚田生涯学習課長 池 垣   旬 

教育支援センター長 西 田 正 人 

市民図書館副館長 丹 羽 秀 人 

学校給食センター長 伊 藤 和 哉 

総務企画課総務企画担当主査 寺 嶋 英 樹 

総務企画課総務企画担当主査 吉 田 雅 人 

 

（伊藤委員長職務代理者）本日は、中村委員長不在のため、委員長職務代理とし

て、私が議事進行を務めたいと思います。 

 

開会宣告 

（伊藤委員長職務代理者）ただいまから、平成２３年度教育委員会会議５月定例

会を開会します。 
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日程第１ 会議録署名委員の指名 

 

（伊藤委員長職務代理者）日程第１ 会議録署名委員を指名します。門馬委員に

お願いします。 

 

日程第２ 議案審議 

 

（伊藤委員長職務代理者）日程第２ 議案審議を議題とします。 

 

議案第１号の審議を秘密会とする件について 

 

（伊藤委員長職務代理者）議案第１号については、市議会提案前の審査につき、

教育委員会会議規則第１５条第１項第５号に該当しますので、秘密会として後ほ

ど審議したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

異議なし 

 

（伊藤委員長職務代理者） ご異議なしと認め、秘密会とすることに決定しました。 

 

議案第２号 石狩市奨学審議委員会の委嘱について 

 

（伊藤委員長職務代理者） 議案第２号 石狩市奨学審議委員会の委嘱について、

提案願います。 

（樋口教育長）１名の方が欠員ということになりましたことから、石狩市教育委

員会事務委任規則第１条第８号の規定に基づき議決を求めるものです。 

（池田課長）先月、定例教育委員会会議において、学校の校長先生の異動に伴う

委員の交代について、議決をいただいたばかりでありますが、委員の１人の学識

経験者でいた方が、市役所の家庭児童相談員を３月末で退職され、新たな方が採

用されているという事実を、定例教育委員会議案提出後にわかったことから、学

識経験者として、後任の家庭児童相談員であります、別紙に記載の方を委嘱する

ものであります。任期は、委嘱の日から、平成２４年４月３０日までの残任期間

となるものであります。 

 

（伊藤委員長職務代理者）ただいま提案説明がありました議案第２号について、

質疑等ありませんか。 
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質疑応答 なし 

 

（伊藤委員長職務代理者）質疑等がないようですので議案第２号については、原

案どおり可決ということでよろしいでしょうか。 

 

異議なし 

 

（伊藤委員長職務代理者）ご異議なしと認め、議案第２号については、原案どお

り可決しました。 

 

議案第３号 石狩市社会教育委員の委嘱について 

 

（伊藤委員長職務代理者） 議案第３号 石狩市社会教育委員の委嘱について、提

案願います。 

 

（樋口教育長） 委員の方の転出等によりまして、辞任された方を補充したいとい

うことで、石狩市教育委員会事務委任規則第１条第８号の規定に基づき議決を求

めるものです。 

（東課長）石狩市社会教育委員については、昨年、平成２２年度が改選期という

ことで、６月に１１名を委嘱したところであります。今回については、校長の人

事異動又は市Ｐ連の役員の交代ということで、それぞれの団体より推薦があった

者を委嘱するものであります。（別紙により説明する。） 

 

（伊藤委員長職務代理者）ただいま提案説明がありました議案第３号について、

質疑等ありませんか。 

 

質疑応答 なし 

 

（伊藤委員長職務代理者） ご質疑等がないようですので議案第３号については、

原案どおり可決ということでよろしいでしょうか。 

 

異議なし 

 

（伊藤委員長職務代理者）ご異議なしと認め、議案第３号については、原案どお

り可決しました。 

議案第４号の審議を秘密会とする件について 
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（伊藤委員長職務代理者）議案第４号については、個人情報に係る審査につき、

議案第５号については、教育委員会会議規則第１５条第１項第１０号に該当しま

すので、秘密会として後ほど審議したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

異議なし 

 

（伊藤委員長職務代理者） ご異議なしと認め、秘密会とすることに決定しました。 

 

（伊藤委員長職務代理者）以上で日程第２ 議案審議を終了します。 

 

（伊藤委員長職務代理者）日程第３ 教育長報告を議題とします。 

 

日程第３ 教育長報告 

 

（伊藤委員長職務代理者）教育長から報告をお願いします。 

 

（樋口教育長） 

４月２７日 石狩管内教育委員会協議会 

４月２８日 石狩市ＰＴＡ連合会総会（生振小学校） 

    石狩ユネスコ協会創立３０周年記念式典・祝賀会 

    学校訪問スタート 

５月 ９日 石狩管内公立高校配置計画地域別検討協議会 

５月１０日 全道都市教育長会議（留萌市） 

５月１６日 定例校長会 

・２３年度学校訪問について 

・学校図書館の活用など 

    はまなす学園入学式（北コミセン ８３人） 

５月１９日 石狩市奨学審議委員会 

      定例教頭会 

・２３年度学校訪問について 

・「いじめ」防止など 

 

（伊藤委員長職務代理者）ただいま教育長から報告がありましたが、この件につ

いてご質問等ありませんか。 

質疑応答 
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（土井委員）全道都市教育長会議の中で、本道教育の課題について話し合われて、

その中で、学力テストの道独自の調査も７月以降に考えているということですが、

その中で立ち位置が分かるという発表、公表という説明がありましたが、その部

分が理解できないところがあるのですが。 

（樋口教育長）２３年度の学力テストについては、最終的に、これからどう判断

されるのか、本道が独自に調査するのかどうかを考えるということに関連して、

公表をどうするかが、２２年度から課題になっております。道議会においては、

中学生を持つ保護者からは、進学の関係もあることから、市町村の学力テストの

結果の実力が、どういう状況にあるのかを求めている、というのが道議会で議論

になっています。それに関連して、立ち位置というのは、道内の１８０市町村の

中で、石狩市はどのような状況にあるのか。例えば、真ん中なのか、上のほうな

のか、下のほうなのかというような、市町村の立ち位置がわかるような公表をす

べきだというのが、道議会なり、それを受けた道教委の考え方が示されているこ

とから、教育関係者、校長会、我々も、この点の部分について、市町村がわかる

のは学力テストを行う当初の調査目的からして違うのではないか、ということに

なっておりますけれども、道議会を受けた道教委では、皆様方の意見を聞きまし

て、これまでよりは前進させたい、立ち位置のわかる公表をしたいという話をさ

れているということでございます。 

（土井委員）全道規模の立ち位置ですね。 

（樋口教育長）全道規模の中で、それぞれの市町村がどのブロックになるのかを

出したいというのが道教委の考えです。ですから、中学校の場合に、１村１校と

いうのもありますから、なかなかそこの部分は結びつかないだろうなと思います

けれども、基本的スタンスとしては、そういう考え方です。 

（土井委員）４月２８日から学校訪問がスタートしたということで、小学校につ

いては、英語教育が全面実施されましたが、教科書検定が今年始まる中学校の様

子はどうだったのか。 

（樋口教育長）新学習指導要領の移行期間が最終年ということで、各履修につい

ては、各学校で明年度の実施をふまえてスムーズな移行ということで、そのまま

明年度のものを採用する学校もありますし、選択科目を調整している学校もある。

基本的に、平成２４年度からの新学習指導要領の完全実施に向けて取り組んでい

るところです。 

（土井委員）訪問してみて、不安とかは、あまりないようでしたか。 

（樋口教育長）そのような声は、私どもは聞いておりません。 

（伊藤委員長職務代理者）９日の公立高校配置計画の協議会の中で、教育長の報

告では、反対意見があったということでしたが、具体的にどのような理由であっ

たのかをお聞かせ願いたい。 
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（樋口教育長）ポイントとなったのは、拓北高校と篠路高校の統合で、篠路高校

を存続するということに多くの意見がありました。一校を廃校にしないで、多く

の学校で、間口減で対応すべき。あるいは、なぜ北区の学校なのか。地域住民へ

の説明の時間も含めて、出てくるのが、あまりにも唐突ではないか。早いうちか

ら、意見を吸収する、あるいは地域との関係を大事にしながら話し合うというス

タンスの中で進めるべきだ。ですから再考すべきであると、何人かがおっしゃっ

ていました。 

（伊藤委員長職務代理者）それで、また２４年の夏くらいに、再度会議を開くと

いうことにつながるのですか。 

（樋口教育長） これについては、本年の夏くらいまでに決まるだろうとのことで

す。 

 

（伊藤委員長職務代理者）他にございませんか。それでは教育長報告を了解しま

した。 

 

（伊藤委員長職務代理者）以上で、日程第３ 教育長報告を終了します。 

 

（伊藤委員長職務代理者）日程第４ 協議事項を議題とします。 

 

日程第４ 協議事項 

 

協議事項①及び協議事項②の審査を秘密会とする件について 

 

（伊藤委員長職務代理者）協議事項①及び協議事項②については、市議会提案前

の協議事項につき、教育委員会会議規則第１５条第１項第５号に該当しますので、

秘密会として後ほど審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

異議なし 

 

（伊藤委員長職務代理者） ご異議なしと認め、秘密会とすることに決定しました。 

 

③ 平成２３年度石狩市教育委員会の点検・評価の実施について 

（伊藤委員長職務代理者）③平成２３年度石狩市教育委員会の点検・評価の実施

について、事務局から説明をお願いします。 

（上田課長）別紙により説明する。 

（伊藤委員長職務代理者）ただいま事務局より説明がありましたが、この件につ
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いてご質問等ありませんか。 

 

質疑応答 

（土井委員）昨年度の教育委員会の平成２１年度点検評価報告というので、この

ような膨大な部分が出ていて、今の説明では、石狩教育プランの進行管理を取り

入れながら、点検評価を行うものとすると書いてあるのですが、だいたい同じよ

うな形で行くのか、違った視点でということで、もう尐し違ったものになるのか。 

（上田課長）大きく変わるところはございません。 

（伊藤委員長職務代理者）去年の評価の中で、学識経験者の方から、コメントが

最後にあって、他の委員会ともっと交流したほうがいいという意見がありまして、

社会教育委員と、一度、会合を持たせていただいたところですが、その後、私た

ちの方から提案要望が必要なのか、その後の予定を考えたりするのは、どのよう

になっていたでしょうか。 

（上田課長）指摘を４件いただいて、そのうち取り組んでいるのが、学校の先生

の研修の機会をやりやすく工夫するとか、今、委員がおっしゃった外部との交流

ということでありましたが、昨年、社会教育委員との交流を行いました。今年度

は、まだ、具体的な予定がたっていないですけど、外部評価委員から指摘があっ

た分については尐しでも改善あるいは実施が図れるように進めていきたいと思い

ます。 

（伊藤委員長職務代理者）ちょうど市議も新しくなりましたので、私たちの方か

ら、ここの委員会と一緒にというのは、なかなかわからない所がかなり多いもの

ですから、是非、教育委員として交流ができるよう、率先して計画あるいは提案

していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（土井委員）外部評価委員は、任期が３年ですから、変わってないということで

すね。 

（上田課長）来年の３月末までは、この３名の方にお願いしております。 

 

（伊藤委員長職務代理者）他にございませんか。それでは協議事項の③を了解し

ました。 

 

（伊藤委員長職務代理者）以上で日程第４ 協議事項を終了します。 

 

（伊藤委員長職務代理者）日程第５ 報告事項を議題とします。 

 

日程第５ 報告事項 
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① 平成２３年度市内小中学校の児童生徒数・学級数について 

（伊藤委員長職務代理者）①平成２３年度市内小中学校の児童生徒数・学級数に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

（池田課長）別紙資料により説明する。 

（伊藤委員長職務代理者）ただいま事務局より説明がありましたが、この件につ

いてご質問等ありませんか。 

 

質疑応答 

（土井委員）望来小学校が尐ないですね。これからも減り続けるのかなと思いま

すが。望来小学校は複式ですよね。厚田小学校も、聚富小学校も複式ですね。複

式ですと、先生方もたいへんな中で、学力向上のために頑張っているのだろうな

と思います。外国語、英語教育を教えるのにもアドバイザー、外部講師といった

方を、なるべく派遣していただけると良いのではと強く感じました。 

（門馬委員）石狩市として将来は、この３つの小学校をどうするのかという展望

はお持ちなのでしょうか。子どもが尐なくなった場合、学校が成り立たなくなる

ということも想定しているのですか。 

（樋口教育長）基本的には、厚田には小学校３校、中学校２校。子ども数を浜益

と比較しますと、おのずから、その方向感というのは出てくると思います。一番

尐ない望来小学校については、当然、地域の人たちの何人かは、将来どうするの

かという話もございます。今年度の中で、何とか地域の方々と話し合って、方向

感を整理して、まず、スタートを切らなければならないなと考えています。その

前段で、聚富中学校が、２５年度から複式化になる予定です。昨年から、それぞ

れ聚富中学校の保護者の方に、複式化になることによって、教員が一定程度減に

なる。特に、高校進学も含めて、課題が出てくるので、一緒に考えていかなけれ

ばならないと情報提供を行っていますが、地域の学校をどうするかというような

ことについては、すぐには結論を出しえる状況ではないですけれども、まず聚富

中学校の方向感を出しながら、小学校の部分でも、次にやっていくという形にし

ていかなければならないと思っています。小規模校というよりは、極小規模校と

なってきますと、社会性というようなことには課題が残るというようなことを視

点にしながら、地域の方々と話し合っていきたいのですが、すぐに解消できると

いうことではないので、学校においては、統合、合同授業のようなことで、それ

らをカバーするという方策も考えてほしいという話はしております。いずれにし

ても、将来の部分については、浜益と同様の取り扱いにしていかざるを得ないと、

そうなるだろうと私は感じております。 

（土井委員）今、子どもたちは、そういった中で生活しているわけで、小規模校、

僻地教育の中の良さもあったのですけど、それはいろんな人達とふれあうことに
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よって、教育上必要だという、社会性を身につけるために、例えば、読み聞かせ

の人を毎朝派遣する。そして繋がりができる。統合されたときも、そういったつ

ながりが残っていて、人格形成に役立つのではないかと思って、英語の教師でも

そういう人がいて、そういうことをするのが子どもたちにすごく必要なのではな

いかと思います。小さければ小さい学校の子どもほど、そういうコミュニケーシ

ョン能力が必要です。石狩市では、そういう人材派遣というのも行っていますか

ら、特に小さい学校には行ってもらいたいなということをお願いいたします。 

（伊藤委員長職務代理者）逆に、先ほどの報告で、普通学級、特学も含めて、学

級数が増えているというのは、児童数が花川地区に特化するのでしょうけど、増

えているという報告でしたが、以前から緑苑台が、もう手狭になっていると聞い

ていて、その他の学校、例えば、南線ですとかの状況、手狭感が出てきているの

か、現在は、いかがなものなのでしょうか。 

（三国部長）この児童生徒数の増加については、原因そのものからすると、我々

の子育て支援施策も絡んでいるのではないかと言われています。実際、流動性も

かなり高いですが、札幌の屯田、新琴似あたりから、石狩の緑苑台、新港地域で

は樽川、それから紅南小区域も増えている傾向があります。実際、緑苑台地域が

パンク状態になったということで、このたび、増築の運びとなっておりますけれ

ども、南線につきましては、現在横ばい状態。それから紅南小についても、十分

対応可能で、空き教室を放課後児童会に使っているので、その辺の調整でもって、

受け皿として柔軟性は保てるのかなと考えております。いずれにしても、緑苑台

は、限界ということで、このたび増築となっております。 

 

（伊藤委員長職務代理者）他にございませんか。それでは報告事項①を了解しま

した。 

 

② 平成２２年度石狩市在住の青少年における不良行為・犯罪行為等について 

（伊藤委員長職務代理者）②平成２２年度石狩市在住の青尐年における不良行

為・犯罪行為等について、事務局から説明をお願いします。 

（西田センター長）別紙資料により説明する。 

（伊藤委員長職務代理者）ただいま事務局より説明がありましたが、この件につ

いてご質問等ありませんか。 

 

質疑応答 

（土井委員）平成２２年度ということは、４月から３月までということですね。

平成２１年度は、１７人だったのが、２２年度は、窃盗犯２人だったということ

ですか。尐なくなったことは良いことだと思いますけど、平成２１年度の１７人
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の内訳は、どうようなことでしたか。 

（西田センター長）平成２１年度の１７人の内訳は、窃盗犯で自転車を盗んだ者

が１４人、粗暴犯ということで暴行が１名、窃盗犯で万引きが１名、その他が１

名で１７人となっております。 

 

（伊藤委員長職務代理者）他にございませんか。それでは報告事項②を了解しま

した。 

 

（伊藤委員長職務代理者）以上で日程第５ 報告事項を終了します。 

 

（伊藤委員長職務代理者）日程第６ その他を議題とします。 

 

日程第６ その他 

 

（伊藤委員長職務代理者）事務局からございませんか。 

 

① 宮城県名取市支援活動報告（第２班）について 

（丹羽副館長）先月の教育委員会議では、第１班の百井館長から報告がありまし

たが、私どもは４月２２日、第２班として三国部長、私、図書館職員２名の４名

で、名取に夜遅く入りました。２３日に活動を開始しまして、まず、図書館の状

況を見て、臨時開館の形としての参考とするために、仙台市民図書館の活動を視

察いたしました。２４日からは、ボランティアの方にも入っていただいて、本格

的に図書館の整理に入りました。図書館はかなり、ひび割れが入って危険な状態

であったので、２階の本、約５万冊を１階に下ろす作業でしたけれども、非常に

危険な作業でもありまして、本を取りますと書架が倒れるかもしれないというこ

とで、書架メーカーにも協力いただき、危険な部分を担当していただくことで、

我々も安心して作業ができました。臨時開館に向けて、離れの書庫の本を処理す

る、外に運び出す、あるいは本館から選び出して、活動のための貸出用の本を並

べるというような作業をいたしまして、私どもは４月３０日に、作業を終わりま

して、フェリーで仙台港から苫小牧港を経て、５月１日の昼過ぎに石狩に戻って

きました。行ったメンバーは元気で、予定通りの作業を行うことができました。

また、２５日からは、北広島市の図書館長と社教主事２名の方の応援があって、

非常に力になっていただきました。我々も活動のお手伝いできた結果といたしま

して、５月１０日から臨時開館が行われています。資料の『がんばろう なとり』

特別号の１，２は、我々が石狩に戻ってから発行したものです。本館の方は、不

特定多数の人間が入ることができないものですから、自動車図書館と離れの書庫
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だけで開館しております。短い開館時間でも、平日で１００人、土曜日で２００

人の利用があるようです。市民の喜んでいる顔写真が写っておりますのは、我々

としても非常にうれしいと思っております。私たちと名取図書館の関係、名取市

民や団体の方々と、いろいろな交流ができました。これからも情報交換を続け、

支援をしていきたいと思います。 

 

（伊藤委員長職務代理者）ただいま事務局より説明がありましたが、この件につ

いてご質問等ありませんか。 

 

質疑応答 

（土井委員）やりがいのある仕事で、皆さんの笑顔も見られたということで、素

晴らしいお仕事をなさったようですけれども、粉塵がすごいとう報道もあり、名

取市はどうだったのか、職員の方は、無事元気で帰られたのでしょうか。 

（三国部長）全員、大丈夫でございます。 

（土井委員）これは素晴らしい仕事で、テレビに出ないのかなと見ていたのです

けど。名取市以外にも図書館への応援があり、子どもたちは何がほしいかという

と、本がほしいという報道もありましたけど。このことを発案したのが、どなた

かは存じませんが、敬意を表したいと思います。ご苦労様でした。 

 

（伊藤委員長職務代理者）他に、ご質問等がないようですので、その他①を了解

しました。 

 

（伊藤委員長職務代理者）他にございませんか。 

（伊藤委員長職務代理者）教育委員の皆さんからございませんか。 

（伊藤委員長職務代理者）以上で日程第６ その他を終了します。 

 

（伊藤委員長職務代理者）日程第７ 次回の日程を議題とします。 

 

日程第７ 次回定例会の開催について 

 

（伊藤委員長職務代理者）平成２３年６月２９日の水曜日、１４時３０分から開

催を予定しておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

（伊藤委員長職務代理者） 以上を持ちまして、公開案件は終了します。秘密会案

件の説明員以外の方は、ご退席願います。 
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【秘密会】 

（伊藤委員長職務代理者） ただいまから、教育委員会会議規則第１５条に基づき、

秘密会を開催します。 

 

（伊藤委員長職務代理者）日程第２ 議案審議を議題とします。 

 

議案第１号 石狩市立学校設置条例の一部改正について（秘密会） 

（伊藤委員長職務代理者） 議案第１号 石狩市立学校設置条例の一部改正につい

て、提案願います。 

（樋口教育長）平成２３年３月で閉校となった旧浜益高等学校を跡利用して、浜

益中学校として設置を行うため、平成２３年第２回石狩市議会定例会に提案する

ことから、石狩市教育委員会事務委任規則第１条第４号の規定に基づき、議決を

求めるものです。 

（上田課長）改正内容としては、学校の位置を、現在の浜益区川下１６２番地２

から浜益区５０番地２２に移転するもので、本条例の施行期日は、平成２３年８

月１日を予定しております。 

（伊藤委員長職務代理者） ただいま提案説明がありました議案第１号について、

ご質疑等ありませんか。 

 

質疑等省略 

 

（伊藤委員長職務代理者） 他に質疑等がないようですので、議案第１号について

は、原案どおり可決ということでよろしいでしょうか。 

 

異議なし 

 

（伊藤委員長職務代理者）ご異議なしと認め、議案第１号については、原案どお

り可決しました。 

 

議案第４号 平成２３年度奨学生の決定について（秘密会） 

（伊藤委員長職務代理者） 議案第４号 平成２３年度奨学生の決定について、提

案願います。 

（樋口教育長）このことについて、昨日開催しました石狩市奨学審議委員会に諮

問し、それぞれ審査を受け、決定をしたことから石狩市教育委員会事務委任規則

第１条第１２号の規定に基づき、議決を求めるものです。 

（三国部長）別紙により説明する。 
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（伊藤委員長職務代理者）ただいま提案説明がありました議案第４号について、

ご質疑等ありませんか。 

 

質疑等省略 

 

（伊藤委員長職務代理者） 他に質疑等がないようですので、議案第４号について

は、原案どおり可決ということでよろしいでしょうか。 

 

異議なし 

 

（伊藤委員長職務代理者）ご異議なしと認め、議案第４号については、原案どお

り可決しました。 

 

議案第５号 異議申立てに対する決定について（秘密会） 

（伊藤委員長職務代理者） 議案第５号 異議申立てに対する決定について、提案

願います。 

（樋口教育長）個人情報審査会に対する意見陳述の申し出に対しての不服という

異議申立てがあったわけですが、不適法によって却下をしたいということで、石

狩市教育委員会事務委任規則第１条第５号の規定に基づき、議決を求めるもので

す。 

（上田課長）別紙により説明する。 

（三国部長）補足説明する。 

 

（伊藤委員長職務代理者）ただいま提案説明がありました議案第５号について、

ご質疑等ありませんか。 

 

質疑等省略 

 

（伊藤委員長職務代理者） 他に、質疑等がないようですので議案第５号について

は、原案どおり可決ということでよろしいでしょうか。 

 

異議なし 

 

（伊藤委員長職務代理者）ご異議なしと認め議案第５号については、原案どおり

可決しました。 
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（伊藤委員長職務代理者）以上で日程第２ 議案審議を終了します。 

 

（伊藤委員長職務代理者）日程第４ 協議事項を議題とします。 

 

日程第４ 協議事項 

 

① 平成２３年度教育行政執行方針について（秘密会） 

（伊藤委員長職務代理者）①平成２３年度教育行政執行方針について事務局から

説明をお願いします。 

（三国部長）別紙により説明する。 

（伊藤委員長職務代理者）ただいま事務局より説明がありましたが、この件につ

いてご質問等ありませんか。 

 

質疑等省略 

 

（伊藤委員長職務代理者）他に、質疑等がないようですので協議事項の①平成２

３年度教育行政執行方針を了解しました。 

 

② 平成２３年度一般会計補正予算（第２号補正）について（秘密会） 

（伊藤委員長職務代理者）②平成２３年度一般会計補正予算（第２号補正）につ

いて事務局から説明をお願いします。 

（三国部長）別紙により説明する。 

 

（伊藤委員長職務代理者）ただいま事務局より説明がありましたが、この件につ

いてご質疑等ありませんか。 

 

質疑等省略 

 

（伊藤委員長職務代理者）他に、質疑等がないようですので協議事項の②平成２

３年度一般会計補正予算（第２号補正）を了解しました。 

 

（伊藤委員長職務代理者）以上で、日程第４ 協議事項を終了いたします。 

 

閉会宣告 

（伊藤委員長職務代理者）以上をもちまして、５月の定例会の全ての議題は終了
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いたしました。本日は、これをもちまして閉会いたします。 

 

 

会議録署名 

 

  平成２３年６月２９日 

 

委員長職務代理者  伊 藤 好 美 

 

署名委員   門 馬 冨士子 


