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久喜市教育委員会令和４年４月定例会 

 

開催月日 令和４年４月２１日（木曜日） 

開催場所 鷲宮総合支所４階 ４０７・４０８会議室 

開会時刻 午後１時３０分 

閉会時刻 午後２時５３分 

 

久喜市教育委員会令和４年４月定例会議事日程 

第 １ 署名委員の指名 

    書記の指名 

    会議時間の決定 

第 ２ 前回会議録の承認 

第 ３ 教育長報告 

    ア 第３期久喜市教育振興基本計画（案）の策定状況について 

    イ 久喜市立菖蒲中学校（統合による新校）の設置に係る検討結果について 

    ウ 久喜市立小・中学校学区等審議会からの答申について 

    エ 令和４・５年度久喜市教育委員会研究委嘱について 

    オ 久喜市教育委員会事務局職員の人事について 

    カ 久喜市教育委員会表彰について 

    キ 久喜市教育委員会会計年度任用職員の採用について 

    ク 久喜市立小・中学校学校運営協議会委員の委嘱又は任命について 

    ケ 久喜市共同オンライン分教室の中核校及び室長、副室長の指定について 

第 ４ 議事 

    議案第２８号 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 

    議案第２９号 久喜市立上内小学校の小規模化に伴う統廃合等の方針（案）につい 

           て 

    議案第３０号 久喜市立小・中学校学区等審議会への諮問について 

    〔追加項目〕 

    議案第３１号 久喜市英語検定受験料補助金交付要綱の一部を改正する告示につ 

いて 

第 ５ その他 

    次回定例会について 

配布資料 議案書、追加議案書、追加議案参考資料、教育長報告 

会議の公開・非公開 一部非公開（人事案件、個人情報を含む案件のため） 
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教育長及び出席委員 ４名 

  教育長  柿 沼 光 夫       教育長職務代理者  諸 橋 美津子 

  委 員  山 中 大 吾            委 員  小野田 真 弓 

 

欠席委員 なし 

 

事務局 

  教育部長       野 原   隆 

  教育部副部長     斧 田 直 樹 

  参事兼教育総務課長  榊 原 俊 彦 

  参事兼指導課長    川羽田 恵 美 

生涯学習課主幹    小 林 幸 司 

  参事兼中央公民館長  須 田   諭 

  学務課長       関 口 智 彰 

  学校給食課長     小 林 喜 則 

  文化財保護課長    堀 内 謙 一 

 

  教育総務課 

  課長補佐兼係長    森 田 和 美 

  担当主査       関 口 慎 吾 

 

傍聴者 なし 
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               午後 １時３０分 

    ◎開会の宣言 

○教育長（柿沼光夫） 皆様、こんにちは。新型コロナウイルス感染症は、いまだに出口が

見えない状況ですけれども、市内の幼稚園、小・中学校では感染対策を十分講じた中、入

園式、入学式、また始業式が行われ、令和４年度がスタートをしております。 

  菖蒲中学校と菖蒲南中学校が統合し、新たに開校しました菖蒲中学校も、４月８日に開

校式を行い、順調にスタートすることができました。ご理解いただきました保護者、地域

の皆様、統合に関わっていただいた関係者の皆様に感謝を申し上げます。 

  コロナ禍が長く続き、つらい思いをしている中、ロシアのウクライナ侵攻による悲惨な

状況を目の当たりにしている子どもたちが夢や希望を持てるような明るい未来をつくる

ために必要な教育、これに努めることも、今私たちに求められていることというふうに考

えているところでございます。 

  それでは、早速ですが、始めさせていただきます。 

  ただいまの出席者は、委員３名と私を含め４名でございます。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令和４年４月定例

会を開会いたします。 

    ◎開議の宣告 

○教育長（柿沼光夫） これより直ちに本日の会議を開きます。 

    ◎議事日程の報告 

○教育長（柿沼光夫） 本日の議事日程につきましては、当初議案３件、教育長報告９件の

審議、報告等を予定しておりましたが、議案１件の追加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〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  それでは、議案第 31号 久喜市英語検定受験料補助金交付要綱の一部を改正する告示

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 

○教育長（柿沼光夫） 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

おいて指名をさせていただきます。 

  本日は、諸橋委員と山中委員にお願いいたします。 

    ◎会議録作成者の指名 

○教育長（柿沼光夫） 会議録作成者は、教育総務課、関口担当主査にお願いします。 

    ◎会議時間の決定 

○教育長（柿沼光夫） 会議時間につきましては、本日の日程が全て終了するまでといたし
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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〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、本日の日程が全て終了するまでといたします。 

    ◎前回会議録の承認 

○教育長（柿沼光夫） 日程第２、前回会議録の承認を求めます。 

  令和４年３月 22 日に開催いたしました令和４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手元に配付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〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、会議録につきましてはご承認をいただきました。 

  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ケの９件でございます。 

    ◎教育長報告 ア 

○教育長（柿沼光夫） 初めに、ア、第３期久喜市教育振興基本計画（案）の策定状況につ

いての報告でございます。 

  報告の内容につきましては、教育総務課長より説明いたします。 

  教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（榊原俊彦） それでは、第３期久喜市教育振興基本計画（案）の策

定状況について報告させていただきます。 

  現計画であります第２期久喜市教育振興基本計画につきましては、計画期間が今年度

を持ちまして終了となりますことから、現在次期計画となります第３期久喜市教育振興

基本計画の策定を進めているところでございます。 

  計画策定に当たりましては、昨年 10月の定例教育委員会におきまして、策定委員会へ

の諮問についてご議決をいただきました後、同月に教育振興基本計画策定委員会への諮

問を行い、その後 12月、令和４年３月と、これまで計３回の策定委員会を開催し、策定

委員の皆様からのご意見をいただきながら、計画素案の検討を重ねているところでござ

います。本日は、３月 23日に開催いたしました第３回策定委員会の資料を基に、教育長

報告ということで教育委員の皆様に策定状況についてご報告させていただくものでござ

います。 

  お手元の別冊資料を御覧いただきたいと存じます。 

  まず初めに、資料のご説明をさせていただきます。別冊資料１枚目から 91ページまで

が計画の素案でございます。現時点では、第１章の総論と第２章の施策の展開部分につい

て審議を実施しているところでございます。 

  続きまして、91 ページの次のページ、資料１でございます。こちらは策定委員会のス
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ケジュールでございます。 

  続きまして、次のページが資料２でございまして、こちらは計画の骨子、全体の構成案

でございます。 

  続きまして、次のページが資料３でございまして、こちらは計画の体系図でございます。 

  それでは、計画策定までのスケジュールにつきましてご説明をさせていただきます。資

料１を御覧いただきたいと存じます。昨年度につきましては、３回にわたり策定委員会を

開催いたしました。今年度は５回の会議開催を予定しております。今月は、４月 27日に

会議開催を予定してございまして、第３章の計画の推進について及び資料編として用語

解説等を新たにご審議いただく予定でございます。おおよそ本年６月までに素案を固め

まして、７月にパブリックコメントを実施し、その後２回の策定委員会で答申案を作成い

たしまして、９月に策定委員会からの答申を受け、議案として計画案を教育委員会に提出

させていただきます。ご議決をいただいた後、11 月市議会に本計画案を提出し、市議会

の議決をもちまして策定という流れで考えております。 

  次に、資料２、Ａ３横の骨子案を御覧ください。計画の構成でございますが、現計画と

同様の構成でございます。第１章は総論、現計画の検証や計画の基本的な考え方として基

本理念や基本方針、基本目標を定めております。 

  第２章、施策の展開は、本計画の核となる部分でございまして、令和５年度から５年間

の施策の方向性や具体的取組み、その取組みを見える化する指標などを記載しておりま

す。なお、スポーツに関する施策につきましては、昨年度より事務が市長部局に移管とな

ったことに伴いまして、学校の体育に関することのみ掲載となっております。基本目標及

び施策につきましては、本計画が、同時並行で作成を進めております第２次久喜市総合振

興計画の分野別計画に位置しておりますことから、整合を図っておりまして、教育振興基

本計画では各施策の現状や課題、主な取組み等について、より具体的に記載しております。 

  続きまして、資料３、Ａ３縦の計画の体系図を御覧ください。基本目標及び施策につき

ましては、上位計画となります第２次久喜市総合振興計画と整合を図ってございます。主

な取組みにつきましては、教育部におきまして検討し、掲載しているものでございます。 

別冊素案の 91ページまでが、現時点で策定委員会にて審議しております第１章及び第

２章の計画の素案となります。 

  恐れ入りますが、33ページから 37ページを御覧ください。こちらには令和５年度から

５年間の目指すべき基本理念、基本方針、基本目標、また 37ページまでは、それらを体

系的にまとめたものでございます。 

  また、39 ページからが具体的に令和５年度から５年間で取り組む内容を記載しており

ます。 

  ４月 27日に開催の第４回策定委員会では、資料編まで一通りの審議が終了となります。

つきましては、５月の定例教育委員会にて改めて策定状況をご報告させていただきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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  説明については以上でございます。 

○教育長（柿沼光夫） ただいま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〕 

○教育長（柿沼光夫） また５月の定例会で改めてご審議いただければと思います。よろし

くお願いします。 

  それでは、質問を打ち切ります。 

    ◎教育長報告 イ 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、イ、久喜市立菖蒲中学校（統合による新校）の設置に

係る検討結果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、学務課長よりご説明いたします。 

  学務課長。 

○学務課長（関口智彰） それでは、教育長報告のイ、久喜市立菖蒲中学校（統合による新

校）の設置に係る検討結果についてご説明申し上げます。 

  教育長報告の１ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして、お配りしてお

ります資料のうち、久喜市立菖蒲中学校（統合による新校）の設置に係る検討結果書をお

手元にご用意いただきたいと存じます。 

  久喜市立菖蒲中学校と久喜市立菖蒲南中学校の統合による新校設立準備委員会では、

令和２年５月 27日に発足して以降、計７回の会議を開催し、学校関係者を代表とする委

員による熟議を重ねた結果、別添の報告書を作成いたしまして、令和４年３月 30日付で

教育長宛てに報告したものでございます。 

  それでは、別添の久喜市立菖蒲中学校（統合による新校）の設置に係る検討結果報告書

に基づきまして内容をご説明いたします。恐れ入りますが、報告書の１ページを御覧くだ

さい。 

  初めに、（１）、名称についてでございます。委員による投票を実施した結果、新校の名

称は久喜市立菖蒲中学校となったところでございます。 

  次に、（２）、通学区域についてでございます。新校菖蒲中学校の通学区域は、従来の菖

蒲中学校と菖蒲南中学校の通学区域を統合するものとされたところでございます。 

  次に、（３）、通学方法についてでございます。現在の菖蒲南中学校区に居住する生徒の

通学のため、スクールバスを運行することとしたほか自転車での通学路を準備委員会で

検討し、決定したところでございます。 

  次に、（４）、学校教育目標についてでございます。新校菖蒲中学校では、両校のこれま

での伝統や理念を受け継ぎまして、２ページ目の一番上のところにございますが、学校教

育目標として「志高く、未来を切り拓く生徒の育成」、自ら学ぶ生徒、心豊かな生徒、健

やかな生徒とされたところでございます。 

  次に、（５）、校章及び校歌についてでございます。校章、校歌とも新校の開校後に生徒

等からデザインや歌詞を募集し、作成することとされたところでございます。 
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  次に、（６）、制服等についてでございます。統合時の新入生から新しい制服等に改める

ものとし、統合時の在校生については、統合前の両校の制服等を使用できるものとされま

した。また、新しい制服のデザインにつきましては、標準制服デザイン画コンペティショ

ンを実施しまして、応募されたデザインの中から生徒や保護者のアンケートにより決定

をされております。なお、新しい制服のデザイン画につきましては、カラー印刷したもの

を資料として配付させていただいておりますので、後ほど御覧いただきたいと存じます。 

  次に、（７）、教育課程でございます。令和４年度の新校菖蒲中学校の教育課程は、所定

の期日までに教育委員会に提出される予定でございます。 

  次に、（８）、学校運営協議会についてでございます。両校におけるこれまでの学校運営

協議会の活動状況等を踏まえ、新校菖蒲中学校においても学校運営協議会を設置いたし

ます。 

  次に、（９）、ＰＴＡについてでございます。両校のＰＴＡは、学校の廃止に伴い、令和

４年３月に終了しておりまして、５月に新校のＰＴＡ総会を開催する予定と伺っており

ます。 

  次に、（10）、統合における生徒たちの交流についてでございます。令和４年１月に両校

の１、２年生がスキー教室を合同で行うなど、統合に向けた交流活動を実施してきたとこ

ろでございます。 

  最後に、これまでの会議等開催経過や委員名簿などの資料につきまして、次ページ以降

に掲載してございます。 

  報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） ただいま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〕 

○教育長（柿沼光夫） 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。 

    ◎教育長報告 ウ 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、ウ、久喜市立小・中学校学区等審議会からの答申につ

いての報告でございます。 

  報告の内容につきましては、学務課長より説明いたします。 

  学務課長。 

○学務課長（関口智彰） それでは、教育長報告のウ、久喜市立小・中学校学区等審議会か

らの答申についてご説明申し上げます。 

  教育長報告の２ページをお開きいただきたいと存じます。こちらは、久喜市立上内小学

校の小規模化に伴う学校統廃合等の検討に係る答申でございます。同校は、児童数減少に

伴い、令和４年４月から、つまり今月から休校措置となっておりますが、当該休校措置の

決定以降も、今後の同校の在り方について引き続き久喜市立小・中学校学区等審議会にお

いて審議をしていただいておりました。その結果、より多くの子どもたちと触れ合う機会

を通して、多様な人間関係を築き、切磋琢磨しながら成長できる教育環境が望ましいこと
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などから、学校統廃合を実施することが適当と考えること、また統廃合に当たっては義務

教育学校を新設することが適当と考えるため、令和７年４月に統合による新たな義務教

育学校を現在の久喜市立鷲宮西中学校の位置に開校することが望ましいとの答申をいた

だいたところでございます。なお、本件につきましては、今定例会におきまして議案第 29

号 久喜市立上内小学校の小規模化に伴う統廃合等の方針（案）についてとして議案を提

出させていただいておるところでございます。 

  報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） ただいま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〕 

○教育長（柿沼光夫） 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。 

    ◎教育長報告 エ 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、エ、令和４・５年度久喜市教育委員会研究委嘱につい

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。 

  指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） 教育長報告３ページ、エ、令和４・５年度久喜市教育委

員会研究委嘱についてでございます。 

  久喜市教育委員会では、毎年研究委嘱により喫緊の課題について研究を進め、その成果

を市内全校に広めております。令和４・５年度は、各研究テーマを基に、久喜中学校、久

喜北小学校、久喜南中学校、菖蒲東小学校、鷲宮中学校、砂原小学校、鷲宮小学校の７校

に委嘱を行います。４月７日の校長会で教育長から関係学校長に委嘱書を手交させてい

ただきましたことをご報告させていただきます。 

  内容につきましては、久喜中学校はＧＩＧＡスクール構想で進化した教育環境を活用

し、これまでの授業から、より学習効果のある指導法に関する研究を行います。 

  久喜北小学校は、ＩＣＴツールを効果的に活用し、子どもたちの学習理解を客観的かつ

定性的に評価する方法を見出し、子どもたち一人一人に寄り添った見取り、学びの具体に

ついて研究を行います。 

  久喜南中学校は、ＩＣＴツールを効果的に活用し、子どもたちの学習理解を客観的かつ

定性的に評価する方法を見出し、子どもたち一人一人に応じた個別最適な学びについて

研究を行います。 

  菖蒲東小学校は、体育の授業と体育の授業以外の全教育活動を通して、体力向上、運動

好きな児童の育成を目指し、研究を行います。 

  鷲宮中学校は、企業と連携し、脈拍変動など科学的なデータを活用しながら、先端技術

を活用したＳＴＥＡＭ化された学びを目指します。 

  砂原小学校は、企業と連携し、最先端技術を活用したＳＴＥＡＭ化された学びを目指し

て研究いたします。 
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  鷲宮小学校は、児童が主体となる協働的な学びを構成するための指導方法、指導形態等

の在り方、教室環境の在り方について研究してまいります。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） ただいまの報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。 

  諸橋委員。 

○教育長職務代理者（諸橋美津子） ここ２年間のコロナの関係で、なかなか研究委嘱の発

表の見学に行けなかったのですが、今年は状況によると思うのですけれども、なるべく見

学をさせていただきたいなと思っております。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにございますか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 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。 

  次の教育長報告オ及びキから議案第 28号につきましては、人事案件でありますことか

ら、教育長報告カ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〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、これより会議を非公開といたします。 

               〔これより非公開とする〕 

○教育長（柿沼光夫） 暫時休憩いたします。 

               午後 １時５２分  休  憩 

 

               午後 １時５２分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 

    ◎教育長報告 オ 

○教育長（柿沼光夫） それでは、オ、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、教育総務課長よりご説明いたします。 

  教育総務課長。 

〔非公開案件につき省略〕 

    ◎教育長報告 カ 

○教育長（柿沼光夫） それでは、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。 

  教育総務課長。 

〔非公開案件につき省略〕 

    ◎教育長報告 キ 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、キ、久喜市教育委員会会計年度任用職員の採用につい
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ての報告でございます。 

報告の内容につきましては、各担当課長よりご説明いたします。 

  教育総務課長。 

〔非公開案件につき省略〕 

    ◎教育長報告 ク 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、ク、久喜市立小・中学校学校運営協議会委員の委嘱又

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。 

  指導課長。 

〔非公開案件につき省略〕 

    ◎教育長報告 ケ 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、ケ、久喜市共同オンライン分教室の中核校及び室長、

副室長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。 

  指導課長。 

〔非公開案件につき省略〕 

  以上で教育長報告を終了いたします。 

  日程第４、議事に入ります。 

    ◎議案第２８号 

○教育長（柿沼光夫） 初めに、議案第 28号を上程し、これを議題といたします。 

  議案書の１ページを御覧ください。議案第 28 号について提案理由の説明を求めます。 

  教育部長。 

〔非公開案件につき省略、全員の賛成により原案どおり可決〕 

  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〕 

○教育長（柿沼光夫） 暫時休憩いたします。 

               午後 ２時１６分  休  憩 

 

               午後 ２時１６分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 

    ◎議案第２９号 

○教育長（柿沼光夫） それでは、議案第 29号を上程し、これを議題といたします。 

  議案書の６ページを御覧ください。議案第 29 号について提案理由の説明を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（野原隆） 議案第 29号 久喜市立上内小学校の小規模化に伴う統廃合等の方

針（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。 
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  久喜市立上内小学校の小規模化に伴う統廃合等の方針（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、学務課長よりご説明申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） それでは、議案第 29号 久喜市立上内小学校の小規模化に伴う

統廃合等の方針（案）についてご説明申し上げます。 

  議案書の６ページをお開きいただきたいと存じます。久喜市立上内小学校は、令和３年

の５月１日時点で全校児童の人数が 47人と小規模化が著しく、日常の学習や行事等にお

いて制約が大きいなど、学校の教育活動に様々な課題が生じていたため、保護者からの要

望などにより、令和４年４月から休校措置を実施しておりまして、同校の学区に居住する

児童は現在久喜市立鷲宮小学校に通っているところでございます。上内小学校と鷲宮小

学校の学区は、鷲宮西中学校の学区と一致しておりますことから、これら３校の保護者や

地域住民の皆様には、上内小学校の休校措置を含め、鷲宮西中学校区における小・中学校

の今後の在り方の検討につきまして、これまで丁寧にご説明を重ねてまいりました。 

  このような中、徐々に同学区における義務教育学校の設置に対する機運が高まり、令和

３年 12月に３校の保護者を対象に実施したアンケートでは、義務教育学校の設置につい

て望ましい、またはどちらかといえば望ましいと回答した方が全体の 85.8％であったと

ころでございます。 

  こうした状況を学区等審議会に報告し、ご審議いただいた結果、先ほどの教育長報告に

おきましてご報告申し上げましたとおり、義務教育学校の設置が望ましいとの答申を令

和４年３月 11日にいただいたところでございます。この答申を踏まえまして、久喜市立

上内小学校、久喜市立鷲宮小学校及び久喜市立鷲宮西中学校を統合し、令和７年４月１日

を目途に統合による新たな義務教育学校を現在の久喜市立鷲宮西中学校の位置に開校す

るという方針を教育委員会として決定したいという議案でございます。 

  それでは、方針案につきましてご説明いたします。議案書の７ページを御覧ください。

まず、（１）、統廃合等の方策として、久喜市立上内小学校、久喜市立鷲宮小学校及び久喜

市立鷲宮西中学校を統廃合し、統合による新たな義務教育学校を新設するというもので

ございます。 

  次に、（２）、統合による新たな学校の開校日として、令和７年４月１日を目途とするも

のでございます。 

  次に、（３）、統合による新たな学校の位置等として、現在の久喜市立鷲宮西中学校の位

置とし、同校の施設を活用する、また、統合による児童生徒数に応じて、新校舎の設置を

含めた必要な施設等の整備を行うとするものでございます。 

  以上が議案第 29号 久喜市立上内小学校の小規模化に伴う統廃合等の方針（案）につ

いてのご説明でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） 議案第 29号について質疑をお受けいたします。 
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  諸橋委員。 

○教育長職務代理者（諸橋美津子） 学校の開校日を令和７年４月１日にするということな

のですが、個人的にはちょっと遅いのかなとも思うのですけれども、実際にこの時期まで

に開校できるのか、その見込みを教えてほしいということと、もし工程が分かっているの

であれば教えていただきたいと思います。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） まず、令和７年４月１日までの開校の見込みということでござい

ます。これまで地域の方への説明会などを開催しておりまして、また、市長や副市長にも

報告をしておるところですが、その中でこの令和７年４月１日という日付は私のほうか

ら説明させていただいているところでございます。この開校時期については、全て順調に

進んだ場合に最も早くて令和７年４月１日の開校というふうに見込んでおります。ただ、

工事等のスケジュールによっては開校の時期がずれる、遅くなる場合もあり得ますとい

うようなご説明をさせていただいているところでございます。 

  現在具体的なスケジュールにつきましては、市長部局のほうでアセットマネジメント

推進課というところがございまして、施設の建築等はそちらのほうに執行委任をするよ

うな形になりますので、そちらの職員と意見交換等をしながら詳細を詰めているところ

でございます。先日も現地の状況等を見ながら、私どもの持っている案とアセットマネジ

メント推進課の意見等のすり合わせを行っているというような状況でございます。 

○教育長（柿沼光夫） 諸橋委員。 

○教育長職務代理者（諸橋美津子） あまり急いでこちらの工期を進めて、不十分な教育環

境で開校するのはよくないかなと思いますので、その辺りよくきちんと意見のほうを交

換して話を詰めていってほしいと思います。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにございますか。 

  山中委員。 

○委員（山中大吾） （３）で新校舎の設置を含めて必要な施設の整備を行うとありますけ

れども、新校舎の設置を考えているようですが、現時点で想定している何か概要等があれ

ばお教えください。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） 新校舎の設置等の現時点での概要ということでございます。教育

委員会といたしましては、こちらの義務教育学校の設置に当たりまして、現在の鷲宮西中

学校の校舎だけでは教室数が足りないというふうに考えておりまして、小学生用の新校

舎の建設が必要というふうに考えておるところでございます。あくまでも現時点での教

育委員会の案ですので、確定ではございませんが、小学１年生から４年生までに新校舎の

ほうを使っていただきまして、小学５年生、６年生と中学１年生から中学３年生までは既

存の鷲宮西中学校の校舎を使っていただくというような案を考えておるところでござい

ます。新しく造る新校舎につきましては、３階建てということで想定をしております。 
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  また、既存の鷲宮西中学校の校舎につきましては、大規模改造等によりまして、トイレ

等の改修をしていきたいというふうに考えておるところでございます。ただ、今申し上げ

ましたのは、あくまでも現時点での教育委員会としての想定ということで、今後詳細な設

計等を進めていく中で、今申し上げた内容については変更があり得るということをご了

解いただきたいと存じます。 

○教育長（柿沼光夫） 山中委員。 

○委員（山中大吾） 新校舎のほうは、実際のところ令和７年までに建築が可能なのかどう

かというところの考えについてもお聞きしたいなと思います。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） 先ほど申し上げましたとおり、令和７年４月１日を目途として学

校の開校をできれば一番よいというふうに考えております。ただ、様々な詳細を詰めてい

く中で、スケジュール的には先ほど最速で令和７年４月ということで申し上げたのです

けれども、かなり厳しめの部分があるというような意見も伺っておるところでございま

す。そこを今いろいろな調整をして詰めているところでございます。開校までにきちんと

整備するというのが前提になってくるとは思っておりますし、それが難しいようであれ

ば、開校時期も含めて検討していくことも視野に入れていかなければならないというふ

うには考えておるところでございます。 

○教育長（柿沼光夫） 山中委員。 

○委員（山中大吾） ありがとうございます。統合後の義務教育学校において支障が出ない

よう、きちんと整備を行ってほしいなと思います。以上です。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにありますか。 

  小野田委員。 

○委員（小野田真弓） 今現在の鷲宮西中学校にはプールがないと聞いていますが、小学生

用のプールというのはどのようになりますか。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） 統合後の義務教育学校の小学生用プールについてのご質疑でござ

います。小学生は体育の授業でプールを使用するということもございますので、敷地面積

が限られてはおりますが、例えば、これはあくまでも案の一つなのですけれども、新校舎

の屋上にプールを設置するなど、現在の敷地面積の中でどのように設置できるかについ

て今検討をしておるところでございます。こちらについてもあくまでも現時点での考え

方ということで、この後の詳細設計を詰めていく中で、どのような方法が可能かというと

ころも検討してまいりたいというふうに考えておりますので、今申し上げた内容につい

ては変更もあり得るということでご了解いただければと存じます。 

○教育長（柿沼光夫） 小野田委員。 

○委員（小野田真弓） 今現在、栗橋小学校は屋上プールなのですが、あれはちょっと暑い

というのもありますけど、校舎の中にあるということはとてもいいことなのじゃないか
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なと思っています。 

次に校庭の話になりますが、今現在の中学校の敷地の中にさらに新校舎を建て、そこに

小・中学生がいるとなると、部活等をやったときなどに、校庭は狭くはならないのでしょ

うか、大丈夫なのでしょうか。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） 校庭等の、特に放課後の使用についてのご質疑ということでござ

います。こちらも今後の検討という部分ではあるのですが、鷲宮西中学校は比較的南方向

に広さを持っているということと、今現在樹木が結構校庭に植えられていまして、非常に

緑が豊かな学校ということで望ましいことではあるのですけれども、そういった部分を

ちょっと申し訳ないのですが、整理することによって、ある程度の敷地面積というのは確

保できるというふうに考えてはおります。ただ、検討する中で、中学校の部活をやってい

るところに小学生がいて、ボールが当たってしまわないかどうかとか、その辺りは今の段

階から、私どもの学務課の中でもどういうふうに対策をしていこうかという話が出てい

まして、今後設計をして行く中で、その位置関係等を見ながら対策を考えていきたいとい

うふうに考えております。 

○教育長（柿沼光夫） よろしいですか。 

○委員（小野田真弓） ありがとうございます。本当に整備をきちんとよろしくお願いした

いと思います。以上です。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにございますでしょうか。 

  諸橋委員。 

○教育長職務代理者（諸橋美津子） 以前中学校の校舎は小学生の体型に合わないので、い

ろいろ改造が必要というふうに聞いていたのですけれども、今回のこの大規模改造とい

うのは、そういった小学生への対応、例えば５、６年生が中学生と一緒の校舎に入るとい

うことなので、その辺りの年齢に併せた改造も含まれているということなのですか。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） 既存校舎の改造の小学生への対応というご質疑でございます。既

にあるものということで、難しい部分もあるのですが、５、６年生ということで比較的中

学生に近いといいますか、成長した小学生に使っていただくということもございますし、

また、階段は手すり等をつけることによって、小学生が使う基準をクリアできるというよ

うなところも確認してございます。全て小学生に合わせるというのはなかなか難しいか

もしれませんが、既存の改修の中で、例えば水飲み場の蛇口の高さであるとか、先ほど申

し上げた階段の手すりであるとか、そういった部分で対応できるものについては小学生

が中学生と一緒に使えるような形で改修ができればというふうに考えておるところでご

ざいます。 

○教育長（柿沼光夫） よろしいですか。 

○教育長職務代理者（諸橋美津子） はい。 
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○教育長（柿沼光夫） ほかにございますでしょうか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） それでは、特にないようですので、以上で質疑を打ち切ります。 

  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〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第 29号 久喜市立上内小学校の小規模化に伴う統廃合等の方針（案）に

ついては、全員の賛成をいただきましたので、原案どおり可決いたしました。 

    ◎議案第３０号 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、議案第 30号を上程し、これを議題といたします。 

  議案書の８ページを御覧ください。議案第 30 号について提案理由の説明を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（野原隆） 議案第 30号 久喜市立小・中学校学区等審議会への諮問について

につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。 

  久喜市立小林小学校及び久喜市立栢間小学校の通学区域について等３件について、別

紙のとおり久喜市立小・中学校学区等審議会へ諮問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、学務課長よりご説明申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） それでは、議案第 30号 久喜市立小・中学校学区等審議会への

諮問についてご説明申し上げます。 

  議案書の８ページ、９ページをお開きいただきたいと存じます。今回学区等審議会に諮

問し、審議をお願いしたい事項は３件でございます。１件目は、９ページ目にございます

久喜市立小林小学校及び久喜市立栢間小学校の通学区域についてでございます。久喜市

立小・中学校通学区域に関する規則におきまして、菖蒲町柴山枝郷字丸谷につきましては、

栢間小学校の学区というふうに規定はされてございますが、保護者からの願い出により

小林小学校に入学または転入学することができると規定しているところでございます。

このたび、令和４年３月 14 日付で丸谷地区を含む菖蒲第 32 区の住民の方を代表して、

同地区の区長、区長代理、小林小学校ＰＴＡ会長の連名で、通学区域の変更についての要

望書が提出されました。なお、この要望書には同地区に居住する全 130世帯中 82名の方

の署名も添付されております。 

  要望書の趣旨でございますが、現在丸谷地区、神の木地区を含む菖蒲第 32区に居住す

る全ての児童が栢間小学校ではなく小林小学校に通っている状態であることから、菖蒲

第 32区については学区を小林小学校に変更してほしいというものでございます。学務課

で確認いたしましたところ、少なくとも過去５年間において丸谷地区、神の木地区を含む

菖蒲第 32区の全ての児童が申出により小林小学校に入学しているという状態でございま
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して、学区の指定と通学の実態とが乖離しているという現状でございます。また、地元の

皆様からの強い要望でもありますことから、当該区域の学区の変更について、久喜市立

小・中学校学区等審議会に諮問し、ご審議いただきたいと考えております。 

  続きまして、議案書の 10ページをお開きいただきたいと存じます。２点目は、久喜市

立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針の改訂についてでございます。この

基本方針につきましては、平成 29年１月に策定をしたものであることから、児童生徒の

人数や学級数の将来推計につきましては、平成 28年５月１日時点での数字を基に推計し

た数字となっておりまして、データとしては現時点ではやや古いものとなっております。

そこで、本年５月１日時点でのデータを基に改めて推計を行い、最新の推計値に改正する

とともに、現在も引き続き市内の児童生徒数が減少しておりますことから、将来的な学校

施設の適正規模、適正配置の推進を図るため、より柔軟に対応できるよう、検討の基準な

どの一部改正を行ってよいかなどにつきまして、久喜市立小・中学校学区等審議会に諮問

し、ご審議いただきたいと考えております。 

  続きまして、議案書の 11ページを御覧いただきたいと存じます。３点目は、久喜市立

本町小学校の学校統廃合の方向性についてでございます。久喜市立本町小学校は、校舎等

の施設や設備の老朽化が著しく、児童の教育環境を良好に保つことが喫緊の課題となっ

ているところでございますが、同校の学校統廃合の方向性が決定するまでは、大規模改造

を見送るとされているところでございます。学校統廃合につきましては、小規模化による

教育活動や学校運営の課題を解決するために、一定の児童数の減少、小学校では６学級以

下としておりますが、こうした児童数の減少が見られる学校について検討を行っている

ところでございまして、本町小学校の令和４年度の学級数は 10学級であることから学校

統廃合の対象校とはなっていないところでございます。しかしながら、本町小学校の校舎

等の老朽化が極めて深刻な状況であることから、本町小学校の大規模改造を迅速に進め

るため、統廃合の方向性について久喜市立小・中学校学区等審議会に諮問し、ご審議いた

だきたいと考えております。 

  以上が議案第 30号 久喜市立小・中学校学区等審議会への諮問についての説明でござ

います。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） 議案第 30号について質疑をお受けいたします。 

  諸橋委員。 

○教育長職務代理者（諸橋美津子） 最初の小林小学校と栢間小学校の通学区域についてな

のですけれども、趣旨としては今まで指定校の変更をしていたけれども、それをしなくて

もいいように通学区域を決定してほしいということですか。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） おっしゃるとおりでございまして、この地区に住んでいる方は、

本来、例規上は栢間小学校の学区なのですが、小林小学校に行くことができるとなってお

りまして、小林小学校に入学するためには、こちらに理由等を記載した申請書を出してい
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ただいて、それで初めて認められるというのが現状でございます。現在、第 32区にお住

まいの全ての児童が栢間小学校でなく小林小学校に通学しているということから、わざ

わざ何で申請書を出さなければならないのか、実態として全員が行っているのだからそ

もそも最初から小林小学校に学区を変更してほしい、というようなお声をいただいてい

るところでございまして、私どもも地元からのご要望であれば、ぜひ前向きに検討してい

きたいというふうに考えておるところでございます。 

○教育長職務代理者（諸橋美津子） 分かりました。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにございますか。 

  山中委員。 

○委員（山中大吾） すみません、ちょっと的が外れちゃったら申し訳ないのですけれども、

11 ページの本町小学校統廃合等の方向性についてというところで、統廃合する場合、本

町小学校を使う方向で検討に入るのでしょうか。個人的な見解ですが、久喜北小学校のほ

うが校舎は新しいので、わざわざ本町小学校に大規模改修で予算をつけてやるよりいい

のかなという考えがあるのですけれども、この諮問をするというのは、基本的に本町小学

校ありきの統廃合で考えていくのか、そのあたりをどのようにお考えか、お聞かせ願えれ

ばなと思います。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） 本町小学校の関係でございます。こちらにつきましては、統廃合

した場合本町小学校ありきなのかというようなご指摘かと思いますけれども、教育委員

会としては本町小学校ありきということではないと考えております。しかしながら、学校

の敷地の面積であるとか、使用できる児童の人数であるとか、そういったところを考えま

すと、久喜北小学校に全員が入るというのは、なかなか難しいかなというふうにも考えて

おります。加えて、今現在本町小学校に通っている児童にとっては、なかなか改修が進ま

ない中で、ご存じの方もいらっしゃるかと思うのですけれども、雨漏りなどにより、教育

環境としてはかなり厳しいところで、教育委員会としてはぜひ本町小学校の教育環境を

改善していきたいという思いがございます。ただ、そういった中で、もし学校統廃合する

場合には、例えば本町小学校を使わないということになってしまったら、改修が無駄にな

ってしまうのではないかという考え方もあります。そのため、統廃合する場合には、どの

ような在り方がよいのかというのを早めに今の時点から出していただくことによって、

本町小学校の改修が必要であればとりかかることが可能になりますし、仮に本町小学校

は使わないという結論が出れば、その結論に沿った今後の方策を考えていかなければな

らないということになります。いずれにしても、その方向性を早めに出さないと、どちら

の方向にも進めないという部分がございまして、今回このような形で諮問させていただ

きたいというところでございます。 

○教育長（柿沼光夫） 山中委員。 

○委員（山中大吾） ありがとうございます。本町小学校の雨漏りが非常にひどいというの
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は私も知っているところで、統廃合云々ではなく、子どもたちの教育環境を整えるという

観点で、ぜひとも教育環境の整備は迅速に行っていただきたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにございませんか。 

  小野田委員。 

○委員（小野田真弓） 同じく本町小学校の関係ですが、本町小学校の現在の児童数という

のは、統廃合をするぐらいの少ない人数なのでしょうか。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） 本町小学校につきましては、現在そのような状況ではございませ

ん。先ほど６学級以下が検討対象ということで申し上げましたが、10学級ありますので、

本町小学校については統廃合が必要になる状況ではございません。ただ、隣接する久喜北

小学校がございまして、こちらについては今７学級というところなので、行く行くは久喜

北小学校のほうが統廃合の対象校になるだろうというふうには想定しております。その

際に当然相手校を見つけなければいけないので、隣接する本町小学校は一つの候補にな

るというふうには考えておるところでございます。 

○教育長（柿沼光夫） 小野田委員。 

○委員（小野田真弓） ありがとうございます。久喜北小学校が令和８年度には６学級とな

るというように書いてあったので、久喜北小学校と本町小学校を統合するのはいいのか

なと思います。そうすると令和８年度までに本町小学校の設備が整わないというのは、こ

れはとても問題になってきてしまうのではないかなと思います。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） 施設に関しましては、まさに委員さんがおっしゃるとおりだとい

うふうに考えています。私ども教育委員会としても、早急に本町小学校の教育環境を整備

していきたいというふうに考えておるところでございます。 

○委員（小野田真弓） よろしくお願いします。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにございますか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） それでは、特にないようですので、質疑を打ち切ります。 

  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〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、議案 30号 久喜市立小・中学校学区等審議会への諮問については、全員の賛

成をいただきましたので、原案どおり可決いたしました。 

    ◎議案第３１号 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、議案第 31号を上程し、これを議題といたします。 

  追加議案書の１ページを御覧ください。議案第 31号について提案理由の説明を求めま
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す。 

  教育部長。 

○教育部長（野原隆） 議案第 31号 久喜市英語検定受験料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。 

  久喜市英語検定受験料補助金交付要綱の一部を、別紙のとおり改正することについて

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。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） 議案第 31号 久喜市英語検定受験料補助金交付要綱の

一部を改正する告示についてご説明いたします。 

  追加議案書２ページから４ページ、追加議案参考資料１ページから４ページを御覧い

ただきたいと存じます。 

  大きな変更点は、英語検定受験料が値上げされたことから、補助金を１次試験が準会場、

２次試験が本会場の３級の受験料 4,700 円に合わせて設定したものでございます。複数

箇所の文言を整えましたが、補助金額以外の内容的な変更はございません。また、英語検

定受験料補助金交付申請書兼請求書につきまして、通帳の口座番号を記載したページの

写しの添付を省略したほか、文言を整えたものでございます。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） 議案第 31号について質疑をお受けいたします。 

  諸橋委員。 

○教育長職務代理者（諸橋美津子） 意外とこの受験料補助金の制度を知らない保護者の方

がいるというのが、周りの保護者の話を聞くと分かりまして、これはどのように周知され

ているのでしょうか。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○指導課長（川羽田恵美） 学校を通しての連絡やホームページでのお知らせをしていると

ころですが、再度学校のほうに周知徹底を図るように指導してまいりたいと思います。 

○教育長職務代理者（諸橋美津子） 分かりました。 

○教育長（柿沼光夫） 山中委員。 

○委員（山中大吾） これは前回も中学３年生のみが対象ですか。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） 前回から変わらず、中学３年生のみが対象になっており

ます。 

○教育長（柿沼光夫） 山中委員。 

○委員（山中大吾） そのほかの１年生、２年生が使えるような英検の補助金は市以外でも

何かあるのでしょうか。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 
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○参事兼指導課長（川羽田恵美） 私どもが把握しているものはこれのみなので、恐らくな

いと思います。 

○委員（山中大吾） 分かりました。ありがとうございます。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにございますか。 

  小野田委員。 

○委員（小野田真弓） 私もこれを知ったのが今だったので、当然自分の子どもたちのとき

にはなかったものですから、中学３年生だけというのが気になりますが、これは受験用に

英検を取るというのが目的なのでしょうか。英語学習を進めるということで、今は小学校

からやっているのであれば、小さい頃から英検とかってどんどんやってきているのでは

ないかなと思うのですが、どうでしょうか。また、これは申請をした人のみなので、知ら

なければそのままという形なのですね。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） 目的といたしましては、中学校を卒業するときに全ての

生徒に英検３級程度の実力をつけてほしいという願いによるものです。多くの生徒に３

級を目指してほしいという考えから、対象は中学３年生にしていますけれども、中学３年

生で４級を受験するお子さんに関しましても補助金は出ています。ただ、実際にかかった

額だけの補助ですので、額が上限額以下になります。また、申請した人のみ出すことにな

っておりますので、先ほども申し上げましたように、再度周知を図ってまいりたいと考え

ております。 

○教育長（柿沼光夫） 例えば、２級を中学３年生で受ける人は 4,700円では足りないけれ

ども、4,700円は補助すると、そういう考えです。 

○委員（小野田真弓） わかりました。 

○委員（山中大吾） １回だけですよね。 

○教育長（柿沼光夫） １回だけです。そうしないと、フェアでなくなってしまいますので。 

○委員（山中大吾） そうですね、何回も何回も受験される場合もありますから。 

○教育長（柿沼光夫） 諸橋委員。 

○教育長職務代理者（諸橋美津子） この申請が始まって受験する生徒は増加していますか。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） 増加しております。例えば令和２年度の受験生は、中学

３年生に限りますけれども、288名だったのが 306名というようになっていますし、合格

者につきましても年々増えているところではございます。昨年度から全ての中学校が準

会場として英検の会場ということで提供し始めましたので、学校のほうもこの重要性を

考え、環境を整えるということに努めております。 

○教育長（柿沼光夫） よろしいですか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） それでは、特にないようですので、質疑を打ち切ります。 
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  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〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第 31号 久喜市英語検定受験料補助金交付要綱の一部を改正する告示に

ついては、全員の賛成をいただきましたので、原案どおり可決いたしました。 

  以上をもちまして本日提出いたしました議案の審議は全て終了いたしました。 

    ◎その他 

○教育長（柿沼光夫） 日程第５、その他の次回の定例会についてでございます。 

  開催日の案について事務局より説明いたします。 

  教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（榊原俊彦） 次回定例会につきましてご提案申し上げます。 

  次回は、令和４年５月 23日月曜日午前 10時から、会場は鷲宮総合支所３階庁議室１・

２で開催することをご提案申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） ただいま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〕 

○教育長（柿沼光夫） それでは、次回の定例会は５月 23日月曜日、時間は午前 10時か

ら、会場は鷲宮総合支所３階、庁議室１・２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。 

               午後 ２時５３分 

    ◎閉議、閉会 

○教育長（柿沼光夫） これをもちまして久喜市教育委員会令和４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。 
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