


2 

 

「宜野湾市立中央公民館の設置、管理及び職員に関する条例

の一部改正」 

議案第 32 号 議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の申出について

「宜野湾市立博物館設置条例の一部改正」 

議案第 33 号 議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の申出について

「宜野湾市立学校施設の使用料徴収条例の一部改正」 

 

報告事項 

 （教育部の報告） 

 ・特になし 

（指導部の報告） 

 ・特になし 
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○知念春美 教育長 皆様こんにちは。本日の出席委員は３名で定足数を達してお

ります。ただいまから、令和３年 第 12 回 宜野湾市教育委員会 定例会を開会い

たします。本委員会で審議します案件は５件となっております。本日の会議録署名

人は、石川教育委員を指名したいと思います。よろしくお願いします。続きまし

て、10 月 18 日開催の第 11 回定例教育委員会会議録の承認を行います。会議録の署

名委員は、桃原委員となっております。会議録につきましては、既に配布してござ

いますが、字句の訂正を除き、承認していただきたいと存じます。よろしいでしょ

うか。 

○一同 はい。 

○知念春美 教育長 ただいま、第 11 回定例教育委員会の会議録について承認いた

だきました。桃原委員には後ほど署名をお願いいたします。それでは、審議に入りま

す前に教育長諸般の報告を行います。緑色の報告資料をご覧下さい。 

 

教育長諸般の報告 

○知念春美 教育長 10 月 19 日（火）、屋比久翔平選手市民栄誉賞授賞式に参加。

21 日（木）、宜野湾市定例校長会。翌日 22 日（金）、宜野湾市中学校英語ストーリ

ーコンテストを開催いたしました。23 日（土）、琉球大学附属図書館・博物館（風

樹館）の企画展のオープンセレモニーに参加。26 日（火）、令和３年度 第５回宜

野湾市行財政改革推進本部会議に参加。28 日（木）、校長面談１回目を行いまして

11 月 1 日まで３回行っております。それから、第４次宜野湾市総合計画及び令和４

年度の予算編成方針を議案として臨時庁議に参加しました。10 月 30 日（土）、宜野

湾市文化祭オープンセレモニーがありまして、10 月 31 日、日曜日までの２日間に

わたって開催いたしました。11 月３日（水）、宜野湾市民図書館創立 30 周年記念イ

ベントオープンセレモニーを行っております。11 月５日（金）、令和３年度「ぎの

わん教育の日」表彰式を行いました。11 月８日（月）、令和３年度宜野湾市ＰＴＡ

連合会新役員の市長表敬に同席。それから、令和２年度スポーツ推進委員全国およ

び沖縄県功労者表彰を行いました。受賞者はご覧の方々です。10 日（水）、宜野湾

市の定例教頭会、それから 15 日（月）は、中頭地区定例教育長会。17 日（水）、沖

縄県しまくとぅば普及功労者表彰式を県に代わって行いました。受賞者は資料をご

覧ください。18 日（木）、全国市町村教育委員会オンライン協議会にリモートで参

加しております。それから 25 日（木）、令和３年度第２回宜野湾市防災会議に出

席、そしてただ今の第 12 回定例教育委員会会議となっております。以上が教育長諸
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般の報告といたします。休憩します。 

 

○知念春美 教育長 再開します。続きまして、日程１「議案第 29 号 議会の議決

を経るべき事件の議案に対する意見の申出について（令和３年度宜野湾市一般会計

補正予算 第８号）」を議題といたします。本件は、１２月市議会定例会に上程する

議案に関する事項であるため、宜野湾市教育委員会会議規則第５条に基づき、審議

を非公開とさせて頂きたいと思いますが、審議を非公開とすることにご異議ござい

ませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 異議なしということですので、日程１議案第 29 号は非公開と

いたします。それでは、本件に対する事務局の説明を求めます。教育部次長。 

 

〈 非公開 〉 

 

○知念春美 教育長 他にございますでしょうか。それでは、質疑も尽きたようです

ので、質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、質疑はこれにて終了いたします。こ

れより「議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の申出について（令和３年

度宜野湾市一般会計補正予算 第８号）」を採決いたします。本件は原案の通り承認

することにご異議ありませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、本件は原案の通り承認されました。

これにて日程１議案第 29 号を終了いたします。休憩します。 

 

○知念春美 教育長 再開します。続きまして、日程２「議案第 30 号 議会の議決

を経るべき事件の議案に対する意見の申出について（宜野湾市教育委員会の職務権

限の特例に関する条例）」を議題といたします。本件は、１２月市議会定例会に上程

する議案に関する事項であるため、宜野湾市教育委員会会議規則第５条に基づき、

審議を非公開とさせて頂きたいと思いますが、審議を非公開とすることにご異議ご

ざいませんか。 

○一同 異議なし。 
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○知念春美 教育長 異議なしということですので、日程１議案第 30 号は非公開と

いたします。それでは、本件に対する事務局の説明を求めます。教育部次長、お願い

します。 

 

〈 非公開 〉 

 

○知念春美 教育長 他にございますでしょうか。それでは質疑も尽きたようですの

で、質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、質疑はこれにて終了いたします。これ

より「議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の申出について（宜野湾市教育

委員会の職務権限の特例に関する条例）」を採決いたします。本件は原案の通り承認

することにご異議ありませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、本件は原案の通り承認されました。こ

れにて日程２議案第 30 号を終了いたします。 

 

○知念春美 教育長 それでは続きまして、日程３「議案第 31 号 議会の議決を経

るべき事件の議案に対する意見の申出について（宜野湾市立中央公民館の設置、管

理及び職員に関する条例の一部改正）」を議題といたします。本件は、１２月市議会

定例会に上程する議案に関する事項であるため、宜野湾市教育委員会会議規則第５

条に基づき、審議を非公開とさせて頂きたいと思いますが、審議を非公開とするこ

とにご異議ございませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 異議なしということですので、日程１議案第 31 号は非公開と

いたします。それでは、本件に対する担当者の趣旨説明を求めます。教育部次長、お

願いします。 

 

〈 非公開 〉 

 

○知念春美 教育長 それでは、質疑も尽きたようですので、質疑を終わりたいと

思いますが、ご異議ありませんか。 
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○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、質疑はこれにて終了いたします。こ

れより、「議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の申出について（宜野湾市

立中央公民館の設置・管理及び職員に関する条例の一部改正）」を採決いたします。

本件は原案の通り承認することにご異議ありませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、本件は原案の通り承認されました。

これにて日程３議案第 31 号を終了いたします。 

 

○知念春美 教育長 続きまして、日程４「議案第 32 号 議会の議決を経るべき事

件の議案に対する意見の申出について（宜野湾市立博物館設置条例の一部改正）」を

議題といたします。本件は、１２月市議会定例会に上程する議案に関する事項であ

るため、宜野湾市教育委員会会議規則第５条に基づき、審議を非公開とさせて頂き

たいと思いますが、審議を非公開とすることにご異議ございませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 異議なしということですので、日程１議案第 32 号は非公開と

いたします。本件に対する担当者の趣旨説明を求めます。教育部次長、お願いしま

す。 

 

〈 非公開 〉 

 

○知念春美 教育長 他にございますでしょうか。よろしいですね。それでは質疑

も尽きたようですので質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、質疑はこれにて終了いたします。こ

れより、「議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の申出について（宜野湾市

立博物館設置条例の一部改正）」を採決いたします。本件は原案の通り承認すること

にご異議ありませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、本件は原案の通り承認されました。

これにて日程４議案第 32 号を終了いたします。 
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○知念春美 教育長 続きまして、日程５「議案第 33 号 議会の議決を経るべき事

件の議案に対する意見の申出について（宜野湾市立学校施設の使用料徴収条例の一

部改正）」を議題といたします。本件は、１２月市議会定例会に上程する議案に関す

る事項であるため、宜野湾市教育委員会会議規則第５条に基づき、審議を非公開と

させて頂きたいと思いますが、審議を非公開とすることにご異議ございませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 異議なしということですので、日程１議案第 33 号は非公開と

いたします。本件に対する担当者の趣旨説明を求めます。本件に対する担当者の趣

旨説明を求めます。指導部長。 

 

〈 非公開 〉 

 

○知念春美 教育長 他にございますでしょうか。よろしいですか。それでは質疑も

尽きたようですので、質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、質疑はこれにて終了いたします。日程

5 議案第 33 号 「議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の申出について（宜

野湾市立学校施設の使用料徴収条例の一部改正）」を採決いたします。本件は原案の

通り承認することにご異議ありませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、本件は原案の通り承認されました。こ

れにて日程５議案第 33 号を終了いたします。続きまして、各部の連絡事項をお願い

します。 

 

連絡事項 

1、 教育部 

特になし 

２、指導部 

  特になし 

 

○知念春美 教育長 本日の会議はこれにて閉会いたします。大変お疲れ様でした。 

 


