
会 議 の 名 称 久喜市教育委員会平成２８年４月定例会

開 催 年 月 日 平成２８年４月２８日（木曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後２時３０分まで

開 催 場 所 菖蒲コミュニティセンター　ボランティアビューロー

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、坪井喜代子各委員

欠 席 委 員 氏 名 狩野和也委員

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、真田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、丸山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　平成２８年２月定例議会市政に対する質問（教育委員会関
　　　　　係）について

　　　イ　久喜市立小・中学校職員の人事評価に関する苦情処理実施
　　　　　要綱の全部改正について

　　　ウ　久喜市立学校職員の人事評価及び評価区分に関する苦情対
　　　　　応要領について

　　　エ　学校運営協議会を置く学校の指定について

　　　オ　久喜市教育委員会所管の委員等の委嘱又は任命について

　　　カ　久喜市教育委員会表彰について

　　　キ　平成２８年２月定例議会提出議案・議決結果（教育委員会
　　　　　関係）について

（４）議事

　　　議案第２３号　久喜市教育委員会表彰について

　　　議案第２４号　久喜市文化財保護審議会委員の委嘱について

（５）その他

　　　次回定例委員会について

配 付 資 料 議案書、教育長報告書

会議の公開・非公開 一部非公開（人事案件、個人情報案件のため）

傍 聴 人 数 ０人

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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発言者 会議のてん末・概要　

【開会の宣言】

柿沼教育長 　平成28年度がスタートして間もなく１カ月近くが経過いたします。
学校については、お世話になりましたが入学式が終わり、小中学校と
も順調にスタートしたところでございます。
　それでは、はじめさせていただきます。
　ただ今の出席者は、狩野委員が欠席のため、委員３名と私を含め４
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は満た
しておりますので、これより久喜市教育委員会平成28年４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、６件の教育長報告を予定し
ておりましたが、１件の追加報告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、「教育長報告キ　平成28年２月定
例議会提出議案・議決結果（教育委員会関係）について」を本日の日
程に追加し、併せてご報告させて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、鹿児島委員と坪井委員にお願いいたします。

【会議録作成者の指名】

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。

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

【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３月22日に開催
いたしました、平成28年３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　カ　と、先
ほど追加しました　キ　の合計７件でございます。

柿沼教育長 　それでは、「ア　平成28年２月定例議会市政に対する質問（教育委
員会関係）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。

柿沼教育長 　教育部長。

教育部長 　それでは、教育長報告ア、平成28年２月定例議会市政に対する質問
（教育委員会関係）につきまして、ご説明を申し上げます。
　質問者は全体で20名、うち教育委員会に関する質問は11名でした。
その概要についてご説明をさせていただきます。
　まず、１日目でございます。ページにつきましては１ページでござ
います。発言番号１―１、平沢健一郎議員でございます。質問事項５
でございますが、安全性を担保したバスの選定方法を求むについて、
（１）といたしまして、市の事業や小中学校の林間学校などで配車す
るバスの入札、選定方法はどうなっているか。（２）では、バスの入
札選定に当たり、安全性を担保するためどのような条件を設けている
かとのご質問でございます。
　答弁につきましては、（１）では旅行会社より提出された企画書を
もとに校長をトップとした選定委員会において料金ではなく、実績や
児童生徒の安全、さまざまなサービス等の状況を考慮し、職員会議に
おける意見を踏まえ決定している。決定後、校外行事承認願が教育委
員会に提出され、教育委員会で精査をしている。
　（２）につきましては、選定、契約に当たっては安全コストを含ん
だ新運賃をもとに積算すること等に留意することを各学校に指導して
いる旨答弁したところでございます。
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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

教育部長 　続きまして、発言番号１―２、ページでは２ページでございます。
平間益美委員でございます。質問事項２でございますが、給食費の補
助政策を行うべきについてでございまして、第２子、第３子の給食費
について半額または無料にするなどの補助政策を実施すべき、また給
食費の値上げを行うべきではないとのご質問でございます。答弁はご
覧のとおりでございます。

　続きまして、４ページの質問事項３、主権者意識を育てる授業を中
学校でもについて、（２）では公開討論会や模擬投票などの授業を行
い、政治に対して中学校から考えさせる取り組みをしてはどうか。
（３）では18歳選挙権に対する平成27年10月29日の文科省通知につい
て、新たな有権者の活動を妨げる可能性がある。この通知に対する教
育長の見解はとのご質問でございます。
　答弁では（２）について、中学校社会科公民的分野において良識あ
る主権者として主体的に政治に参加することの意義について学習を深
めている。本市においても模擬選挙を行っている中学校もあり、また
生徒総会において自主的な活動を取り入れることで主権者意識を育て
ている。教育委員会として生徒がより政治に関心を持ち、主体的に政
治的教養を身につけるため今後も充実に努める。
　（３）では、本通知、この質問の通知でございますけども、本通知
は高校生の政治活動や高等学校での主権者教育に関するガイドライン
として示されたものと考える。通知では高校生の政治的活動等につい
ては、法令等から鑑みると無制限に認められるものではなく、必要か
つ合理的な範囲内で制約を受けるものと解され、その留意点が述べら
れている。また、主権者教育に当たっては、民主主義の意義、政策形
成の仕組みや選挙の仕組みなどの政治や選挙の理解に加え、具体的、
実践的に公正かつ中立な立場で生徒を指導するよう教員に要請をして
いる。生徒が現実の政治について具体的なイメージを育むことに役立
ち、政治教育がより進展するものと受けとめている旨答弁してござい
ます。

　続きまして、６ページ、斉藤広子議員でございます。質問事項の３
番におきまして、老朽化が著しい青葉公民館についての展望はとのご
質問でございます。答弁はご覧のとおりでございます。
　続きまして、同じページ、６ページの発言番号１―５、春山千明議
員でございます。質問事項３でございますが、公共施設予約システム
の一部を見直すべきについて。公民館の利用者登録、受付時間、貸し
出し区分、貸し出し空き時間に関するご質問でございます。答弁はご
覧のとおりでございます。
　続きまして８ページ、質問事項４でございます。子供たちに正しい
政治教育、主権者教育を実践的に行うべきについて。政治的中立性を
確立するための教職員の指導教科に関する取り組み及び教育活動の中
における実践的な模擬選挙や政策形成など具体的に取り組むべきとの
ご質問でございます。答弁はご覧のとおりでございます。
　続きまして、９ページ、ここから２日目になりますけれども、発言
番号２―１、田中勝議員でございます。質問事項の２でございます
が、環境資源（農村原風景）を活用した地域の活性化対策について。
歴史的文化や地域資源を生かした観光交流の推進の取り組みとしての
天王山塚古墳の発掘調査に関するご質問でございます。答弁はご覧の
とおりでございます。
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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

教育部長 　続きまして、10ページ、質問事項３、交通安全対策について。菖蒲
東小学校の通学路の交通安全対策に関するご質問でございます。答弁
はご覧のとおりでございます。

　続きまして、11ページ。発言番号２―２、石田利春議員。質問事項
５でございますが、公民館の夜間利用時間区分を分割し、安い料金で
多くの方が利用できるように改善をとのご質問でございます。先ほど
の春山議員と同様の質問でございますが、答弁はご覧のとおりでござ
います。
　続きまして12ページ、発言番号２―３、丹野郁夫議員。質問事項
１、介護人材の確保のために、市の独自政策をについて、（２）とい
たしまして、弱年時から介護職に対する意識改革を図っていくべきで
あると考える。人権教育の視点と介護職を将来の仕事として考える
キャリア教育としての視点も一歩進んだ更なる推進をとの内容でござ
いまして、アからエまでの４点のご質問のほか、また（３）といたし
まして小学校高学年や高校においても実施の検討をとのご質問でござ
います。
　答弁でございますが、（２）のア、イはご覧のとおりでございます
が、ウといたしまして、先入観にとらわれず積極的に体験に参加する
ことで介護職の重要性を理解するとともにやりがいも感じているよう
だ。エでは久喜市の小中学校では社会福祉協議会の委嘱を受け、車椅
子やアイマスク体験、点字や手話等の福祉教育を実施している。これ
までの様々な取り組みの成果等を検証する中で考える。また、（３）
の答弁では本市教育委員会では高等学校を所管しておらず、検討する
立場にはない。「中学生社会体験チャレンジ事業」は、発達段階に応
じて中学２年生に位置づけ実施をしており、みんなが幸せに暮らせる
社会実現のために「社会体験チャレンジ事業」につなげたいとの答弁
をしてございます。

　続きまして、14ページ、発言番号２―５、杉野修議員でございま
す。まず、質問事項１といたしまして、被災地からの市内在住避難者
に対する支援策の継続をについて、東日本大震災と福島原発の事故に
よる被災避難者に対する支援の継続に関するご質問でございます。答
弁はご覧のとおりです。
　15ページに参りまして、質問事項３、各種税の未納、滞納の場合に
行政サービスを制限することの見直しについてのご質問でございま
す。答弁はご覧のとおりでございます。
　続きまして、３日目につきましては教育委員会関連の質問はござい
ませんでした。
４日目に参ります。16ページ、発言番号４―１、貴志信智議員でござ
います。質問事項の４といたしまして、公共施設の利用促進を図るべ
きについてとのご質問でございまして、学校体育施設開放事業につい
て、テニスコートの開放やインターネットを活用した利用状況の公
開、利用団体登録申請を行うべきとのご質問でございます。答弁はご
覧のとおりでございます。

－5－



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

教育部長 　続きまして、17ページ、発言番号、４―３、川辺美信議員。質問事
項１でございますが、子どもの貧困対策と、学びの支援をどのように
進めるのかについて、（１）から（６）まで６点に渡るご質問でござ
います。（１）はご覧のとおりです。（２）でございますが、答弁に
つきましては、貧困家庭の就学支援対策として、県や国において給付
金制度があり、授業料及び授業料以外の教育費の負担軽減が図られて
いる。給付型の奨学金については、国や県の動向を注視していく。
（３）はご覧のとおりです。（４）では本市において受験料の補助を
することは考えていない。（５）の答弁では、給付型奨学金制度の実
施に当たり基金を設置し、寄附金を募っている自治体もあるが、継続
的安定的に給付を行うことへの課題がある。給付型奨学金制度につい
ては、財源確保のあり方も含め調査研究をしていく。（６）では日本
学生支援機構の奨学金の利子分への補助を行うことは考えていない旨
答弁をしてございます。
　20ページ、質問事項２、修学旅行や学校行事、市の行事等で使う貸
切バスにつきましては、セーフティーバスを使うべきとのご質問でご
ざいます。答弁はご覧のとおりでございます。
　続きまして、21ページ、発言番号４―４、大谷和子議員。質問事項
１、学校の相談室の充実について４点に渡るご質問でございます。
　まず（１）でございます。答弁につきましては、小学校では会議室
等で相談業務を行っている学校もあるが、各校で工夫に努めている。
中学校はさわやか相談室が全校に設置をされ、電話相談もできるよう
に整備をされている。また、各家庭への利用方法を紹介するリーフ
レットの配布や、相談員が日ごろから子供との関係を深め、気軽に相
談できる環境づくりに努めている。
　（２）はご覧のとおりです。
　（３）でございます。各学校の相談員や適応指導教室担当者を対象
とし、医師や臨床心理士を講師とした研修会を実施したり、県教育委
員会主催の研修会に相談員を派遣するなど資質向上に努めている。
　（４）の答弁では小中一貫教育推進の視点での教育相談体制を構築
するため、同一中学校区の小学校には同じ相談員を配置し、小学校同
士の横の連携と中学校との縦の連携が図れるよう計画をしている。今
後は、訪問指導を専門に活動する訪問指導員の配置についても考えて
いく旨答弁をしてございます。
　続きまして、23ページ。質問事項２、教育センターの設置につい
て、小中学校の充実のため、調査研究事業、研修事業、教育相談事
業、教育情報事業などの拠点として教育センターの設置を急ぐべきと
のご質問でございます。
　答弁では教育センターの研究を重ねているところである。設置につ
いては、施設や人的な面などの課題もあるので、引き続き研究してい
く旨答弁をいたしました。
　24ページ、質問事項３、指定校就学について、指定校以外の就学申
請についてどのように判断して、許可をしているのかとのご質問でご
ざいます。答弁はご覧のとおりでございます。
　以上が平成28年２月議会で行われた一般質問とそれらへの答弁の概
要でございます。よろしくお願いいたします。

柿沼教育長 　　ただいま２月定例市議会の市政に対する質問について、その概要
をご説明いたしました。
　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。

柿沼教育長 　続きまして、「イ　久喜市立小中学校職員の人事評価に関する苦情
処理実施要綱の全部改正について」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 　久喜市立小・中学校職員の人事評価に関する苦情処理実施要綱の全
部改正についてでございます。
　平成28年４月１日から施行されました埼玉県市町村立学校職員の人
事評価に関する規則の改廃に伴い、久喜市立小・中学校職員の人事評
価に関する苦情処理実施要綱の全部改正と同苦情対応要領の制定が必
要となりました。本来ならば、教育委員会定例会へ議案として提出す
るものでございますが、施行までのいとまがないため、教育長専決と
して例規制定改廃を行ったものを報告するものでございます。
　それでは、教育長報告書25ページから33ページをご覧ください。初
めに、全体の構成でございますが、全17条並びに附則で構成されてお
ります。まず、第１条に本実施要綱を制定する目的を規定してござい
ます。第２条には対象となる苦情は、最終評価に対する苦情、評価区
分の結果に対する苦情と苦情相談とし、第３条に苦情内容を審査する
ための組織、審査会の設置、第４条に審査会の所掌事務、第５条に審
査事案についての調査のための調査員を置くことについて規定してお
ります。また、第６条には苦情の申出、苦情申出書等の提出について
定めております。さらに、第７条には審査会の会議について、第８条
には報告及び対応の決定について、対象となった評価ごとに審査を行
い、その結果を区分し、審査結果及び理由について教育長に報告する
ものとすることについて、第９条に会議の非公開について。第10条に
その他審議会運営事項について規定しております。

　続きまして、第11条には苦情対応の結果通知については、申出者及
び苦情の対象となった校長に通知するもの。第12条に結果の対応につ
いて、第13条に苦情対応に係る文書等の保存について、第14条に苦情
相談に対応するため相談員を置くことについて、第15条に苦情の相談
について、第16条に職員は苦情の申出又は相談を行ったことをもっ
て、不利益な取り扱いを受けることがないことが規定されておりま
す。
　最後に附則でございますが、この告示は埼玉県市町村立学校職員の
人事評価に関する規則の一部を改正する規則（平成28年埼玉県教育委
員会規則第19号）の施行の日から施行するものでございます。
　以上が久喜市立小・中学校職員の人事評価に関する苦情処理実施要
綱の全部改正についての概要でございます。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。
　坪井委員。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

坪井委員 　今回、全部改正で提案されておりますけれども、前回といいます
か、当初実施要綱を制定した平成22年以降でこの苦情処理の問題が発
生した件数はございますか。

柿沼教育長 　参事兼指導課長。

参事兼指導課長 　私が記録として把握しているものにつきましては、平成27年度はご
ざいませんでした。ただ、その詳しい内容は把握しておりませんけど
も、以前１件あったという話は報告を受けております。ただ、その内
容については、詳しくは把握しておりません。
　以上でございます。

柿沼教育長 　坪井委員。

坪井委員 　もう一件、28ページ、第13条のただし書きの中で「行政不服審査訴
訟に関する文書等で重要なものは11年以上とする」ということです
が、これは期限がないとなると永久ということでいいのでしょうか。

柿沼教育長 　第13条の文書等の保存についてです。
　参事兼指導課長。

参事兼指導課長 　こちらの作成につきましては、まず埼玉県から例示が出されており
まして、それに従いましてまず原案を作成し、その後、例規改廃とい
うことで、この内容について審査をしていただきました。この文面の
とおりとなるのかなと理解しているのですけれども。

柿沼教育長 　あとは、これは行政不服審査の対象になった場合はどうなのかとい
うのはそちらの規則になるのですよね。

坪井委員 　永久保存になるのですかね。

柿沼教育長 　いいえ、永久保存というよりは、その行政不服審査の規則の中にあ
るのではないですか。

鹿児島教育長
職務代理者

　永久ということはないでしょう。

柿沼教育長 　はい、どうぞ。誰か発言する人いますか。
　文化財保護課長。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

文化財保護課長 　おそらく県内の市町村で文書の保存年限の規定の仕方が違っている
ので、県の要領は11年以上としているわけですが、久喜市の場合は10
年を超えると30年までしかありませんので、自動的に久喜市の場合は
30年保存という保存年限になると思います。

柿沼教育長 　最大ですね。

文化財保護課長 　最大というか、区分として10年や30年保存しかないわけです。

柿沼教育長 　そういうことですか。30年ですね。

文化財保護課長 　まだほかの自治体では永年保存という区分もあるのですけれど、久
喜市はないです。

鹿児島教育長
職務代理者

　久喜市は永年というのはなくて30年ということですか。

文化財保護課長 　30年が最大です。

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。
　では、よろしいでしょうか。

〔「はい」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。

柿沼教育長 　続きまして、「ウ　久喜市立学校職員の人事評価及び評価区分に関
する苦情対応要領について」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 　久喜市立学校職員の人事評価及び評価区分に関する苦情対応要領に
ついてでございます。
　平成28年４月１日から施行されました埼玉県市町村立学校職員の人
事評価に関する規則の改廃に伴い、久喜市立小・中学校職員の人事評
価に関する苦情処理実施要綱の全部改正と同苦情対応要領の制定が必
要となりました。本来ならば教育委員会定例会へ議案として提出する
ものでございますが、施行までのいとまがないため、教育長専決とし
て例規制定改廃を行ったものを報告するものでございます。

－9－



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 　教育長報告書34ページから42ページをご覧ください。初めに、全体
の構成でございますが、全５条並びに附則で構成されております。ま
ず、第１条に本苦情対応要領を制定する趣旨を規定してございます。
第２条には第１項に最終評価結果に対する苦情の申出の手続につい
て、第２項に評価区分の結果に対する苦情の申出の手続について、第
３項に人事評価制度の運用に対する苦情の相談の手続について規定し
ております。
　次に、第３条には職務専念義務の免除について、第４条には調査員
による調査について、そして第５条には留意事項として苦情の申出内
容は面接により聴取すること、所見・特記事項のみの苦情は対象とし
ないこと、評価区分の結果に対する苦情の申出の内容及び人事評価制
度の運用に対する苦情の相談内容は、電話で聴取すること等について
規定しております。
　最後に附則でございますが、この告示は埼玉県市町村立学校職員の
人事評価に関する規則の一部を改正する規則（平成28年埼玉県教育委
員会規則第19号）の施行の日から施行するものでございます。
　以上が久喜市立学校職員の人事評価及び評価区分に関する苦情対応
要領について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。
　鹿児島委員。

鹿児島教育長
職務代理者

　先ほどの実施要綱や苦情対応要領は、教職員にどういうふうに周知
するのですか。

柿沼教育長 　参事兼指導課長。

参事兼指導課長 　先ほど県が４月１日から施行されるということでやむなく期間にい
とまがないということで、こちらの改正をさせていただきました。こ
の後、人事評価のシステムについて校長会、教頭会でそれぞれ時間を
とりまして、まず最初は５月の校長会、教頭会で指導することになり
ます。その後、この評価につきましては何回か年間を通して校長、教
頭に指導するということになっております。それを受けて各学校でこ
の評価の仕組みについて校長が教職員に指導するという流れになろう
かと思います。

柿沼教育長 　鹿児島委員。

鹿児島教育長
職務代理者

　大体そうなると思うのだけれども、教育委員会としてはそれが一般
の職員によく理解されるようにということをやはり確認する必要があ
るかと思うのだよね。校長会、教頭会で話したからいいというのでは
なくて、その辺をお願いしたいと思います。

柿沼教育長 　よろしいですか。
　榎本委員。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

榎本委員 　こちらの件は、臨採の方でも適用されるのですか。

柿沼教育長 　適用範囲についてです。
　参事兼指導課長。

参事兼指導課長 　こちらの評価につきましては、この評価の中に適用されるのは本務
者ということでの扱いになります。ただし、学校では同じ教職員です
から、そういう評価の中では同じように面談をして、先生方で扱いを
変えるということはないと思います。ただし、これに該当するのは本
務者ということで理解をしています。

柿沼教育長 　今回の改正はいわゆる処遇に反映するということです。28年度の評
価の結果を29年度の期末勤勉手当に反映させるという趣旨なので、基
本的には本務者でないと反映がしないのですね。ただ、人事評価その
ものは臨任の方にも適用しますけど、それは意欲だとか、あるいは資
質向上のためにということでやっていますから、苦情処理の対象には
ならないということです。

鹿児島教育長
職務代理者

　人事評価の内容は違うということだね。

柿沼教育長 　内容については、はい、どうぞ。
　学務課長。

学務課長 　人事評価の関係なのですけども、基本的にまず久喜市の一般職の職
員については、臨時職員についても人事評価の対象に今年度からなっ
てきております。これは、国からの指導に基づいてということで、一
般的には臨時職員も含めての人事評価という形にはなっております。
ただ、やはり正職員ではないので、全く同じ評価方式でやるという形
ではなくて、あくまでも簡易的なものの評価という方法でやる形で評
価の対象にはなっております。

鹿児島教育長
職務代理者

　内容が違うのですね。

学務課長 　はい。正職員の場合については、今も指導課長、教育長が説明した
ように、いわゆる勤勉手当に反映させるという目的があるのですけど
も、臨時職員に対しては、いわゆるそういうことではなくて、あくま
でも例えば、継続してその臨時職員を任用するかとか、あるいは１回
切った後にまた改めて任用するかとか、そういったものの判断で評価
を参考にするという形で臨時職員も評価の対象とするということに
なったようでございます。

柿沼教育長 　よろしいですか。
　ほかにございますでしょうか。
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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。

柿沼教育長 　続きまして、「エ　学校運営協議会を置く学校の指定について」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 　学校運営協議会を置く学校の指定についてでございます。本市では
学校運営に関して久喜市教育委員会及び校長の権限と責任のもと、保
護者及び地域住民等の学校運営への参画の促進及び連携強化を進める
ことにより、学校及び地域住民等との信頼関係を深め一体となって学
校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的に学校運営
協議会を置く学校、コミュニティスクールを指定しております。教育
長報告書43ページから51ページをご覧ください。
　このたび久喜市立小中学校における学校運営協議会に関する規則第
３条第２項の規定により、太田小学校、久喜東小学校、太東中学校か
ら学校運営協議会の設置申請書が提出されました。本来ならば、久喜
市教育委員会定例会の承認をもって指定となるところでございます
が、同規則の施行が平成28年４月１日であることと、同年４月21日に
指定式を行うため教育長決裁をもって委嘱を行ったものでございま
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。
　鹿児島委員。

鹿児島教育長
職務代理者

　この設置準備委員長の方について、活躍なさっていることだと思う
のですけど、どのような方でしょうか。特に田中さんと吉橋さんはど
のような方ですか。

柿沼教育長 　参事兼指導課長。

参事兼指導課長 　ただいま鹿児島委員さんがおっしゃられたこの準備委員会の代表の
方でございますけれども、まずこの太田小学校の田中様でございます
けれども、元教員ということで高校籍の教員の方でございます。学校
教育に携わっておりまして、今地域で、地区での区長さん等も務めら
れているということで聞いております。学校には非常にご理解がある
方でいろんな形で協力していただいているという方でございます。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

参事兼指導課長 　続きまして、久喜東小学校の吉橋様でございますけれども、この方
は特に教職経験ある方ではございませんけれども、民間に勤められて
いて、その後退職されまして、学校、子供たちとの関わりは交通指導
員という形で江面第一小学校の太田袋のあたりの交通指導員というこ
とで長らく務められております。それから、久喜東小学校の学校支援
ボランティア、サポートスタッフとして緑化活動に携わるとか、学校
教育活動の中の昔の遊びとか、ゆうゆうプラザの実施委員とか、その
学校の応援団という形で長らく務められた方で久喜東小学校の様子を
よくご存じの方でございます。
　以上です。

柿沼教育長 　田中靖男先生は、最後が春日部東高校でしたでしょうかね。
　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。
　これで、学校運営協議会の指定を各校指定しましたので、３校は今
年度からコミュニティスクールへ移行したということになります。
　よろしいでしょうか。

〔「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、教育長報告オ及び議案第24号につきましては、人事案件であ
りますことから、また、教育長報告カ及び議案第23号につきまして
は、個人情報を含む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〕
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審　議　会　等　会　議　録

柿沼教育長 　再開いたします。

柿沼教育長 　それでは、「オ　久喜市教育委員会所管の委員等の委嘱又は任命に
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 　続きまして、「カ　久喜市教育委員会表彰について」の報告でござ
います。
　報告の内容につきましては、教育総務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、教育長報告キにつきましては、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〕

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、「キ　平成28年２月定例議会提出議案・議決結果（教育
委員会関係）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。

柿沼教育長 　教育部長。

教育部長 　それでは、本日追加で報告をさせていただきます。
　教育長報告キ、平成28年２月定例議会提出議案と議決結果について
でございます。お手元の資料に基づき説明をさせていただきたいと思
いますが、１ページをお開きいただきたいと思います。
　こちらにつきましては、久喜市議会の議案番号で第１号、第２号、
第16号、第31号、第49号、第58号と議案につきましては６件上程をし
たところでございます。内容につきましては、議案第１号でございま
すが、平成27年度久喜市一般会計補正予算（第５号）について、議案
第２号では平成27年度久喜市一般会計補正予算（第６号）について、
議案第16号では平成28年度久喜市一般会計予算についてでございま
す。
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教育部長 　まず、この第１号から第16号につきましては、平成28年１月の教育
委員会定例会におきまして、まず第１号につきましては議案第７号、
第２号では教育委員会の議案第８号、第16号につきましては議案第６
号ということでご審議をいただいた内容でございます。
　続きまして、上から４つ目の議案第31号でございます。こちらにつ
きましては、久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁
償に関する条例の一部を改正する条例でございます。内容につきまし
ては、教育委員会関係といたしまして、主任外国語指導助手、教育活
動看護支援員の報酬項目の追加改正、また適応指導教室相談員、特別
支援教育指導員の報酬額の改正等でございます。こちらにつきまして
は、昨年12月に開催されました定例の教育委員会におきましてご審議
をいただいた内容でございます。

　続きまして、議案第49号　久喜市立幼稚園保育料等徴収条例の一部
を改正する条例でございます。こちらにつきましても、本年１月の定
例教育委員会におきましてご審議をいただいた内容でございまして、
幼稚園保育料の内容の改正でございます。
　続きまして、一番下になりますけども、議案第58号　久喜市教育委
員会委員の任命についてでございます。こちらにつきましては、市長
提案ということで教育委員会には諮ってございませんが、裏面をご覧
いただきたいと思いますが、久喜市教育委員の坪井喜代子委員が平成
28年５月20日で任期満了にとなることによりまして後任を任命するこ
との同意議案でございます。後任につきましては、坪井喜代子委員で
ございます。
　以上、議案６件につきまして上程をいたしまして、平成28年３月18
日の議会最終日におきまして全て可決同意いただいたという内容でご
ざいます。
　以上でございます。

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。

〔「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。

柿沼教育長 　以上で教育長報告を終了いたします。

柿沼教育長 　次の、議案第23号及び24号につきましては、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 　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。

【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23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23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〕

柿沼教育長 　続きまして、議案第24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24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〕

【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。

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〕

〔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５、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。

柿沼教育長 　副部長兼教育総務課長。
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教育副部長兼
教育総務課長

　次回の日程でございますが、５月25日水曜日、午後１時半はいかが
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。

柿沼教育長 　榎本委員さんがダメなようです。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、５月23日月曜日、午後１時半はいかがでしょうか。

榎本委員 　３時から商工会の総会があるのですが。

柿沼教育長 　では、１時からにしますか。事務局は１時からで大丈夫ですか。

柿沼教育長 　では、23日は１時からということでお願いします。

柿沼教育長 　それでは、次回の定例会は、５月23日、月曜日。時間はいつもより
少し早いのですが、午後１時からで、会場は、菖蒲コミュニティセン
ター　ボランティアビューロー　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４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　　鹿児島金衛　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 委　員　　坪井喜代子　　　　　　

平成２８年　５月２３日
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