
会 議 の 名 称 久喜市教育委員会平成２８年２月定例会

開 催 年 月 日 平成２８年２月２５日（木曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後３時０９分まで

開 催 場 所 鷲宮総合支所　４階　４０７会議室

議 長 氏 名 柿沼光夫教育長

出 席 委 員 氏 名 柿沼光夫教育長、鹿児島金衛、榎本英明、坪井喜代子、狩野和也各委員

欠 席 委 員 氏 名 なし

説明者の職氏名 柿沼教育長、関根教育部長及び各担当課長

事務局職員氏名

関根教育部長、松本教育副部長兼教育総務課長、末田参事兼指導課
長、宮内参事兼生涯学習課長、奥谷参事兼中央公民館長、赤岩学務課
長、堀内文化財保護課長、太田中央図書館長、甲田教育総務課総務係
長、小室教育総務課主事

（１）署名委員の指名

　　　書記の指名

　　　会議時間の決定

（２）前回会議録の承認

（３）教育長報告

　　　ア　久喜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する
　　　　　条例について

　　　イ　久喜市教育活動指導員等の委嘱について

　　　ウ　久喜市教育委員会事務局職員の人事について

　　　エ　久喜市立小・中学校のいじめに関する調査報告について

（４）議事

　　　議案第　９号　久喜市立小・中学校県費負担教職員の人事に関
　　　　　　　　　　する内申について

　　　議案第１０号　久喜市教育振興基本計画実施計画（案）につい
　　　　　　　　　　て

　　　議案第１１号　久喜市立小・中学校児童生徒大会参加費補助金
　　　　　　　　　　交付要綱の一部を改正する告示について

　　　議案第１２号　久喜市教育委員会公印規程の一部を改正する訓
　　　　　　　　　　令について

　　　議案第１３号　久喜市教育委員会事務局職員の人事について

（５）協議事項

　　　ア　久喜市子ども読書活動推進計画（素案）について

（６）その他

　　　次回定例委員会について

様式第１号（第５条関係）

会　　　議　　　概　　　要

会 議 次 第
及 び 結 果
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配 付 資 料 議案書、議案参考資料、教育長報告書、協議事項書

会議の公開・非公開 一部非公開（審議・検討等情報、人事案件のため）

傍 聴 人 数 ０人
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発言者 会議のてん末・概要　

【開会の宣言】

柿沼教育長 　　皆さん、こんにちは。今月は、公民館まつりが市内５カ所の公民
館でございました。生涯学習の拠点らしく、どこの公民館も活発な活
気に満ちた公民館まつりが開催をされたというふうに思っておりま
す。また、来月、３月13日にはいよいよ『よろこびのまち久喜マラソ
ン』、第１回のマラソン大会が開催されます。これは、生涯学習課の
スポーツ推進担当が事務局ですが、毎日夜遅くまで準備を進めている
ところでございます。
　それから、学校は、県公立高校の入試が３月２日でしょうか、発表
が３月９日ということで、いよいよ卒業も間近ということで、卒業式
は中学校が３月15日、小学校が３月23日を予定しております。教育委
員さんの出席についてお願いしたいと思います。
　２月定例久喜市議会ですが、２月16日に開会をいたしまして、３月
18日までの42日間と大変長いのですが、市議会が開会となっておりま
す。来週日曜日、２月28日が代表質問、翌29日から一般質問というこ
とで、今、事務局でも準備を進めているところでございます。
　それでは、早速ではありますが、はじめさせていただきます。
　ただ今の出席者は、委員４名と私を含め５名であります。
　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第３項の会議開催
の規定にございます、教育長及び在任委員の過半数の出席要件を満た
しておりますので、これより久喜市教育委員会平成28年２月定例会を
開会いたします。

【開議の宣告】

柿沼教育長 　これより直ちに本日の会議を開きます。

【議事日程の報告】

柿沼教育長 　本日の議事日程につきましては、当初、４件の議案を予定しており
ましたが、１件の追加議案がありますことから、本日の日程にこれを
追加したいと思いますが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

柿沼教育長 　異議なしと認めます。それでは、「議案第13号　久喜市教育委員会
事務局職員の人事について」を本日の日程に追加し、併せてご審議い
ただきたいと存じます。

【会議録署名委員の指名】

柿沼教育長   日程第１、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、
久喜市教育委員会会議規則第22条第２項の規定により、教育長におい
て指名させていただきます。
　本日は、坪井委員と狩野委員にお願いいたします。

【会議録作成者の指名】

様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

柿沼教育長 　会議録作成者は、教育総務課　小室主事　にお願いします。

【会議時間の決定】

柿沼教育長 　会議時間につきましては、本日の日程がすべて終了するまでといた
したいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

柿沼教育長 　異議なしと認めます。よって、本日の日程がすべて終了するまでと
いたします。

【前回会議録の承認】

柿沼教育長 　日程第２、前回会議録の承認を求めます。平成28年１月28日に開催
いたしました、平成28年１月定例会の会議録につきましては、あらか
じめ委員の先生方のお手元に配布したとおりでございます。
　お手元の会議録にご異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

柿沼教育長 　異議なしと認めます。よって、前回の会議録につきましては、ご承
認をいただきました。

【教育長報告】

柿沼教育長 　日程第３、教育長報告でございます。
　報告事項につきましては、お手元の日程の　ア　から　エ　の４件
でございます。

柿沼教育長 　それでは、「ア　久喜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を
改正する条例について」の報告でございます。
　報告の内容につきましては、指導課長よりご説明いたします。

柿沼教育長 　参事兼指導課長。

参事兼指導課長 　久喜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につ
いてでございます。
　平成27年10月19日に埼玉県人事委員会から職員の給与等に関する報
告、勧告、意見があり、これを踏まえ、給与改定及び総合的な見直し
の実施により給料表や諸手当の改正が必要となりましたので、久喜市
議会平成28年２月定例会に久喜市一般職職員の給与に関する条例等の
一部を改正する条例として久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与
等に関する条例の一部改正及び久喜市企業職員の給与の種類及び基準
に関する条例の一部改正を一括して人事課において上程するものでご
ざいます。
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

参事兼指導課長 　給与改定につきましては、平成26年度人事勧告を踏まえた総合的な
見直しを実施しておりますので、引き続きの改定になります。また、
地方公務員法が平成28年４月１日から一部改正されることに伴い、見
直しをいたしましたところ、久喜市任期付市費負担教職員の任用、給
与等に関する条例第１条中、関連する条文の一部改正が必要となりま
したので、給与改定と併せて改正するものでございます。
　それでは、概要についてご説明いたします。教育長報告書の８ペー
ジから12ページをご覧ください。久喜市一般職職員の給与に関する条
例等の一部を改正する条例についての第３条、久喜市任期付市費負担
教職員の任用、給与等に関する条例の一部改正になります。別表第１
の市費負担教職員給料表につきましては、埼玉県人事委員会から勧告
がございました教職員給料表に準拠した給料月額と改正させていただ
いたものでございます。

　次に、第４条、同じく久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等
に関する条例の一部改正でございます。地方公務員法が平成28年４月
１日から一部改正されることに伴いまして、久喜市任期付市費負担教
職員の任用、給与等に関する条例第１条、趣旨の条文中「地方公務員
法第24条第６項の規定に基づき」と定めてあるものが地方公務員の第
24条中第２項が削除されたことにより、第３項から第６項が順次繰り
上がり、第24条第６項であったものが第24条第５項と改正されること
に伴う一部改正でございます。
　なお、第３条、給与の改定及び第４条、地方公務員法の一部改正に
伴う新旧対照表につきましては、16ページから21ページをご覧くださ
い。
　次に、13ページにお戻りください。附則についてでございます。初
めに、附則の１についてでございます。第４条の地方公務員法の一部
改正による条例改正後の規定は、平成28年４月１日から施行するもの
でございます。
　次に、附則の３でございます。第３条の規定による改正後の別表第
１、市費負担教職員給料表の規定につきましては、平成27年４月１日
から適用するものでございます。

　次に、附則の10でございます。第３条の規定による改正前の条例に
基づいて支給された給与については、改正後の給与条例の規定による
給与の内払とみなすものでございます。
　続きまして、報告書１ページをお開きください。久喜市一般職職員
の給与に関する条例等の一部改正に伴い、久喜市任期付市費負担教職
員の地域手当につきましては、一般職職員の例により支給割合を４％
から５％に引き上げられ、平成27年４月１日から適用されることにな
り、さらに平成28年４月１日からは６％に改正され、施行となるもの
でございます。勤勉手当につきましては、100分の75から６月の支給
を100分の75、12月の支給は100分の85に改正され、平成27年12月１日
から適用されることになり、さらに平成28年４月１日から、６月と12
月の支給は100分の80に改正され、施行となるものでございます。
　以上が久喜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条
例の久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関する条例の一部
改正の概要でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

柿沼教育長 　ただ今の報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

〔「なし」と言う人あり〕

柿沼教育長 　ご質問なしとの声がありましたので、質問を打ち切ります。

【会議の非公開】

柿沼教育長 　次の、教育長報告イからエ、議案第９号、第13号につきましては、
人事案件でありますことから、また、協議事項アにつきましては、久
喜市審議会等の会議の公開に関する条例第５条第４号の審議・検討等
情報に該当する案件でありますことから、会議を公開しないこととさ
せていただきたいと存じますが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

柿沼教育長 　異議なしと認めます。よって、これより会議を非公開とさせていた
だきます。

〔これより非公開とする〕

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

〔休　　　憩〕

〔再　　　開〕

柿沼教育長 　再開いたします。

柿沼教育長 　それでは、「イ　久喜市教育活動指導員等の委嘱について」の報告
でございます。
　報告の内容につきましては、指導課長よりご説明いたします。

〔非公開案件につき省略〕

柿沼教育長 　次の、教育長報告ウの「久喜市教育委員会事務局職員の人事につい
て」につきましては、事務局職員に関係する人事案件でありますこと
から、部長、副部長及び中央公民館長を除く事務局職員につきまして
は、退室をお願いします。

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

〔休　　　憩〕

〔部長、副部長及び中央公民館長を除く事務局職員退室〕
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

〔再　　　開〕

柿沼教育長 　再開いたします。

柿沼教育長 　それでは、「ウ　久喜市教育委員会事務局職員の人事について」の
報告でございます。
　報告の内容につきましては、教育部長よりご説明いたします。

〔非公開案件につき省略〕

柿沼教育長 　次の、教育長報告エの「久喜市立小・中学校のいじめに関する調査
報告について」につきましては、児童生徒の個人情報に関係する案件
でありますことから、また、議案第９号の「久喜市立小・中学校県費
負担教職員の人事に関する内申について」につきましては、教職員人
事に関する案件でありますことから、部長、副部長及び指導課長のみ
の入室といたします。
　中央公民館長は退室し、指導課長の入室をお願いします。

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

〔休　　　憩〕

〔中央公民館長が退室し、指導課長が入れ替わりで入室〕

〔再　　　開〕

柿沼教育長 　再開いたします。

柿沼教育長 　それでは、「エ　久喜市立小・中学校のいじめに関する調査報告に
ついて」でございます。
　報告の内容につきましては、指導課長よりご説明いたします。

〔非公開案件につき省略〕

柿沼教育長 　以上で教育長報告を終了いたします。

【議事】

柿沼教育長 　日程第４、議事に入ります。

柿沼教育長 　はじめに、議案第９号を上程し、これを議題といたします。
　議案書の１ページをご覧ください。

柿沼教育長 　議案第９号について、提案理由の説明を求めます。
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

〔非公開案件につき省略、全員賛成により原案どおり可決〕

柿沼教育長 　次の、議案第10号から12号につきましては、公開案件でありますこ
とから、一旦、会議の非公開を解きます。

〔非公開を解く〕

　事務局職員の入室をお願いします。

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

〔休　　　憩〕

〔事務局職員入室〕

〔再　　　開〕

柿沼教育長 　再開いたします。

柿沼教育長 　それでは、議案第10号を上程し、これを議題といたします。
　議案書の２ページをご覧ください。

柿沼教育長 　議案第10号について、提案理由の説明を求めます。

柿沼教育長 　教育部長。

教育部長 　議案第10号　久喜市教育振興基本計画実施計画（案）についてにつ
きまして、提案理由の説明をさせていただきます。
　久喜市教育振興基本計画実施計画（案）について、別紙のとおり決
定したいので、議決を求めるものでございます。
　議案の内容につきましては、教育総務課長よりご説明申し上げま
す。

柿沼教育長 　教育副部長兼教育総務課長。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、議案第10号　久喜市教育基本計画実施計画につきまして
ご説明を申し上げます。
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、別冊の久喜市教育振興基本計画実施計画（案）をご覧い
ただきたいと思います。本計画につきましては、去る１月28日開催の
定例委員会におきまして協議事項として提出をさせていただきまし
た。そのときに委員の皆様からいただきましたご意見を踏まえつつ、
事務局で再度見直しを行ったものでございます。見直しの主な点でご
ざいますが、基本計画の６ページをお開きください。この中で、一番
下の具体的な施策の中で食育の推進ということがございます。こちら
の事業概要の欄の下に括弧書きで数値が記載してございます。この数
値の前に割合目標という形で、この目標ということを一部追加いたし
ました。その他にも誤記や表現の一部修正等を行いまして、再度見直
しを行ったものでございます。前回は、割合ということで目標が定め
られていなかったものですから、改めてこういう形で精査をさせてい
ただきました。
　今回、平成28年度に取り組む具体的な施策や事業の概要につきまし
ては、全部で38施策、取り組みにつきましては204という状況でござ
います。そういったことから、個々の説明につきましては時間の関係
で省略をさせていただきたいと存じます。
　この案につきましては、議決後速やかに議会へ報告するとともに、
市のホームページにおきまして公表をしていく予定でございます。ご
審議のほどよろしくお願いいたします。

【議案質疑】

柿沼教育長 　議案第10号について、質疑をお受けいたします。
　鹿児島委員。

鹿児島教育長
職務代理者

　ちょっと１つ教えてください。６ページのところの体験活動の充実
で、小学校における学校動物飼育の推進というのがあります。これ
は、命の教育で非常に大事なことだと思うのだけども、小学校の現場
などを見ると、ウサギか何かを飼っていますよね。そうすると、増え
てしまったりとか、現場は結構大変なのですよね。これは、どこの学
校でもウサギを飼っているのですか。

柿沼教育長 　参事兼指導課長。

参事兼指導課長 　今現在、この動物飼育につきましては、各学校とも獣医の指導の下
に飼育をしております。それぞれ衛生面とか、また飼育のため、増え
過ぎて困るとか、そういう状況については獣医の指導の下に、例えば
増えないような方策とか、また衛生面、環境をきちっとするとか、教
職員の先生方の負担が増えることなく、子供たちがやはり動物に触れ
ることにより命の大切さを学び、そういう優しさが醸成できるように
ということで進めているところでございます。

鹿児島教育長
職務代理者

　どの小学校にもそういう動物は飼ってるのですか。

－9－



発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第５条関係）
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参事兼指導課長 　全部ウサギではないです。

鹿児島教育長
職務代理者

　全部ウサギではないですね。昔はウサギが非常に問題になったのだ
けど、今、獣医がそういうアドバイスしてくれるのであればいいと思
います。

柿沼教育長 　よろしいですか。

鹿児島教育長
職務代理者

　はい。

柿沼教育長 　ほかにございますでしょうか。
　榎本委員。

榎本委員 　11ページの施策３、安全の確保のところで、予算額2,800万円とい
うことで、市内各小学校に安全監視員を１名ずつということで、市内
34校の34名に対して2,800万円ということなのでしょうか。

柿沼教育長 　学務課長。

学務課長 　市内の小学校全校に１名ずつ配置しておりまして、こちら身分につ
きましては非常勤特別職という扱いになっておりまして、その報酬で
ございます。

柿沼教育長 　23校、小学校だけです。

榎本委員 　小学校だけですか。

柿沼教育長 　そうですね。

榎本委員 　23名で2,800万円ですか。

柿沼教育長 　警察のＯＢの方々です。では、ちょっと１日の勤務の体系について
をお願いします。

学務課長 　まず、報酬につきましては確か日額6,000円で、勤務の体制につき
ましては、１日で５時間以内という形で、主に登校、下校の前後の時
間帯で２時間ないし３時間ぐらいずつ勤務していただくといった形で
ございます。

榎本委員 　１人当たり月10万円ぐらいですか。
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学務課長 　そうですね。10万円まで行くか行かないかぐらいでしょうか。

榎本委員 　お金で安全が買えるとは思わないのだけど、少し出してあげてもい
いかなと思います。

学務課長 　一応この安全監視員と、それから今年度、今現在、工事をやってい
る最中なのですけども、防犯カメラを設置しまして、それと併せて教
育環境の安全の確保という形でやっているところでございます。

柿沼教育長 　よろしいですか。

榎本委員 　はい。

柿沼教育長 　ほかにございますか。特になしでよろしいですか。

〔「なし」と言う人あり〕

柿沼教育長 　特にないようですので、以上で質疑を打ち切ります。

【採　決】

柿沼教育長 　各委員さんより「賛否」のご意見をいただきたいと思います。いか
がでしょうか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

柿沼教育長 　異議なしと認めます。よって、「議案第10号　久喜市教育振興基本
計画実施計画（案）について」は、全員の賛成を頂きましたので、原
案どおり可決いたしました。

柿沼教育長 　続きまして、議案第11号を上程し、これを議題といたします。
　議案書の３ページをご覧ください。

柿沼教育長 　議案第11号について、提案理由の説明を求めます。

柿沼教育長 　教育部長。

教育部長 　議案第11号　久喜市立小・中学校児童生徒大会参加費補助金交付要
綱の一部を改正する告示についてにつきまして、提案理由の説明をさ
せていただきます。
　久喜市立小・中学校児童生徒大会参加費補助金交付要綱の一部を、
別紙のとおり改正したいので、議決を求めるものでございます。
　議案の内容につきましては、指導課長よりご説明申し上げます。
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柿沼教育長 　参事兼指導課長。

参事兼指導課長 　久喜市立小・中学校児童生徒大会参加費補助金交付要綱の一部を改
正する告示についてでございます。
　本市では、児童生徒が学校外の文化的活動及びスポーツ活動に係る
大会に積極的に参加できるよう、当該児童生徒の保護者に対して予算
の範囲内において久喜市立小・中学校児童生徒大会参加費補助金交付
要綱の規定に基づき補助金を交付しております。現在、同要綱では全
国や関東大会といった大会規模により補助率を決定しておりますが、
保護者等の負担の軽減を考慮し、各大会の会場地までの距離により補
助率を決定してよいか伺うものでございます。
　具体的な改正点についてご説明を申し上げます。議案書３ページ、
４ページと参考資料１ページの新旧対照表を併せてご覧ください。第
３条第１項第１号中、「全国大会　補助対象経費の10分の10以内の金
額」を「各学校の最寄り駅から大会開催場所の最寄り駅の距離が、
200ｋｍ以上の場合　補助対象経費の100％の金額」に改め、同項第２
号中「関東大会及び教育長が適当と認める大会　補助対象経費の３分
の２以内の金額」を「各学校の最寄り駅から大会開催場所の最寄り駅
の距離が、100ｋｍ以上200ｋｍ未満の場合　補助対象経費の60％の金
額」に改め、さらに同項中に第３号として、「各学校の最寄り駅から
大会開催場所の最寄り駅の距離が、100ｋｍ未満の場合　補助対象経
費の30％の金額」の条文を加えるものでございます。また、第５条
中、「大会開催開始日の14日前までに提出しなければならない」の後
に「ただし、大会開会日まで日数がない場合は、この限りではない」
の条文を加えるものでございます。
　ご審議のほどよろしくお願いいたします。

【議案質疑】

柿沼教育長 　議案第11号について、質疑をお受けいたします。
　鹿児島委員。

鹿児島教育長
職務代理者

　これ全国大会は今までは10分の10だったのだけども、例えば全国大
会は200キロ未満だと出ないのですか。出ますか。

柿沼教育長 　いや、100ｋｍ未満の場合はですね。

鹿児島教育長
職務代理者

　100ｋｍ以上200ｋｍ未満の場合は60％ですか。ああ、そうですか。
100ｋｍ未満は30％ですね。

柿沼教育長 　つまり、これは、全国大会は今まで全部出していたのだけども、関
東大会等のほうが遠いのにそちらは３分の２といった状況でして、そ
れは親の負担を軽減するという考え方からするとおかしいだろうとい
う考え方があって、見直しをしようということです。そうですよね。
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参事兼指導課長 　そうです。

鹿児島教育長
職務代理者

　わかりました。

柿沼教育長 　そういうことでございます。
　ほかによろしいですか。

〔「なし」と言う人あり〕

柿沼教育長 　特にないようですので、以上で質疑を打ち切ります。

【採　決】

柿沼教育長 　各委員さんより「賛否」のご意見をいただきたいと思います。いか
がでしょうか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

柿沼教育長 　異議なしと認めます。よって、「議案第11号　久喜市立小・中学校
児童生徒大会参加費補助金交付要綱の一部を改正する告示について」
は、全員の賛成を頂きましたので、原案どおり可決いたしました。

柿沼教育長 　続きまして、議案第12号を上程し、これを議題といたします。
　議案書の５ページをご覧ください。

柿沼教育長 　議案第12号について、提案理由の説明を求めます。

柿沼教育長 　教育部長。

教育部長 　議案第12号　久喜市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令につ
いてにつきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
　久喜市教育委員会公印規程の一部を、別紙のとおり改正したいの
で、議決を求めるものでございます。
　議案の内容につきましては、文化財保護課長よりご説明申し上げま
す。

柿沼教育長 　文化財保護課長。

文化財保護課長 　議案第12号　久喜市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令につ
いてにつきまして補足説明をさせていただきます。
　議案書の６ページをご覧ください。併せて、議案参考資料の２ペー
ジもご覧ください。別表で規定しております久喜市栗橋町史編さん委
員会委員長印の項を前回ご審議いただきました久喜市栗橋町史編さん
委員会条例を廃止する条例の施行に合わせまして削除するというもの
でございます。
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文化財保護課長 　附則において、施行日ですが、同条例の施行日と同じ平成28年７月
26日から施行するというものでございます。
　よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

【議案質疑】

柿沼教育長 　議案第12号について、質疑をお受けいたします。

〔「なし」と言う人あり〕

柿沼教育長 　特にないようですので、以上で質疑を打ち切ります。

【採　決】

柿沼教育長 　各委員さんより「賛否」のご意見をいただきたいと思います。いか
がでしょうか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

柿沼教育長 　異議なしと認めます。よって、「議案第12号　久喜市教育委員会公
印規程の一部を改正する訓令について」は、全員の賛成を頂きました
ので、原案どおり可決いたしました。

【会議の非公開】

柿沼教育長 　次の、議案第13号及び協議事項アにつきましては、先ほどご了解い
ただきましたとおり、非公開案件でございますので、これより会議を
非公開とさせていただきます。

〔これより非公開とする〕

柿沼教育長 　また、「議案第13号　久喜市教育委員会事務局職員の人事につい
て」につきましては、事務局職員に関係する人事案件でありますこと
から、部長、副部長及び中央公民館長を除く事務局職員につきまして
は、退室をお願いします。

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

〔休　　　憩〕

〔部長、副部長及び中央公民館長を除く事務局職員退室〕

〔再　　　開〕

柿沼教育長 　再開いたします。
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柿沼教育長 　それでは、議案第13号を上程し、これを議題といたします。
　追加議案書の１ページをご覧ください。

柿沼教育長 　議案第13号について、提案理由の説明を求めます。

〔非公開案件につき省略、全員賛成により原案どおり可決〕

　事務局職員の入室をお願いいたします。

　暫時休憩いたします。

〔休　　　憩〕

〔事務局職員入室〕

〔再　　　開〕

柿沼教育長 　再開いたします。

【議案審議終了】

柿沼教育長 　以上をもちまして、本日提出いたしました議案につきましては、す
べて終了いたしました。

【協議事項】

柿沼教育長 　日程第５、協議事項でございます。
　協議事項につきましては、お手元の日程にありますとおり　ア　の
１件でございます。

柿沼教育長 　それでは、「ア　久喜市子ども読書活動推進計画（素案）につい
て」の協議内容につきまして、中央図書館長よりご説明いたします。

〔非公開案件につき省略〕

柿沼教育長 　以上で協議事項を終了いたします。

柿沼教育長 　これをもちまして、会議の非公開を解きます。

〔非公開を解く〕

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

〔休　　　憩〕
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〔再　　　開〕

柿沼教育長 　再開いたします。

【次回定例委員会の開催】

柿沼教育長 　日程第６、次回の定例会開催日の案でございますが、事務局よりご
説明いたします。

教育副部長兼
教育総務課長

　次回の定例会でございますが、３月22日を予定しております。時間
につきましては、午後１時30分ということになりますが、いかがで
しょうか。

柿沼教育長 　ただ今の提案につきまして、ご都合はいかがでしょうか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

教育副部長兼
教育総務課長

　場所につきましては、菖蒲総合支所の４階の第１集会室となりま
す。よろしくお願いします。

柿沼教育長 　それでは、次回の定例会は、３月22日、火曜日。時間は午後１時30
分から、会場は、菖蒲コミュニティセンター　第１集会室　とさせて
いただきます。詳細は追って事務局からお知らせいたします。

【閉議、閉会】

柿沼教育長 　これをもちまして久喜市教育委員会平成28年２月定例会を閉議、閉
会といたします。
　ありがとうございました。

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためここに署名する。

教育長　　柿沼　光夫　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 委　員　　坪井喜代子　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 委　員　　狩野　和也　　　　　　

平成２８年　３月２２日
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