
会 議 の 名 称 平成２４年第７回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２４年５月２１日（月曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後２時５６分まで

開 催 場 所 久喜市公文書館　第３会議室

議 長 氏 名 鹿児島金衛委員長

出 席 委 員 氏 名 鹿児島金衛、榎本英明、髙木学、坪井喜代子各委員、吉田耕治教育長

欠 席 委 員 氏 名 なし

説明者の職氏名 各担当課長

事 務 局 職 員 氏 名

田中教育部長、松本教育副部長、山本参事兼指導課長、齋藤参事兼生
涯学習課長、青鹿教育総務課長、斉藤学務課長、丸山文化財保護課
長、中山中央公民館長、松田中央図書館長、関口教育総務課課長補佐
兼総務係長、森田教育総務課主任

（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　久喜市外国語指導助手の委嘱について
　　　イ　久喜市教育活動指導員の委嘱について
（４）議事
選挙第　１号　久喜市教育委員会委員長の選挙について
指定第　１号　久喜市教育委員会委員長職務代理者の指定について
決定第　１号　久喜市教育委員会委員の席次の決定について
議案第２６号　久喜市立小・中学校学区等審議会委員の委嘱について
議案第２７号　久喜市立学校評議員の委嘱について
議案第２８号　久喜市学期制検討委員会委員の委嘱について
議案第２９号　久喜市社会教育委員の委嘱について
議案第３０号　久喜市教育集会所運営委員会委員の委嘱について
議案第３１号　久喜市スポーツ推進委員の委嘱について
議案第３２号　久喜市栗橋町史編集委員の委嘱について
議案第３３号　平成２４年度久喜市一般会計補正予算（第１号）
　　　　　　　（案）に係る意見聴取について
議案第３４号　久喜市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則に
　　　　　　　ついて
議案第３５号　久喜市体育指導委員協議会補助金交付要綱の一部を
　　　　　　　改正する告示について
議案第３６号　久喜市図書館サービス基本計画（案）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、議案参考資料、教育長報告書

会議の公開・非公開 一部非公開（人事案件または審議・検討等情報のため）

傍 聴 人 数 ０人

様式第２号（第４条関係）

会　　　　議　　　　録

会 議 次 第
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発言者 会議のてん末・概要　

【出席者紹介】

教育総務課長 　まず始めに、この度５月２０日をもちまして早川碩明委員が任期満
了となりご退任されまして、新たに坪井喜代子委員が就任されたとこ
ろでございます。
　本日初めての方もいらっしゃるかと思いますので、恐れ入ります
が、鹿児島委員より時計回りで自己紹介をお願い申し上げます。

鹿児島委員 　鹿児島金衛といいます。よろしくどうぞお願いします。

榎本委員 　榎本英明です。菖蒲地区です。よろしくお願いいたします。

髙木委員 　髙木と申します。去年から委員を務めさせていただいております。
久喜地区です。よろしくお願いします。

坪井委員 　こんにちは、本日任命を受けました坪井と申します。教育に関しま
しては全くに素人でございまして、皆様のご指導ご支援をよろしくお
願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

吉田教育長 　教育長の吉田でございます。今後ともよろしくどうぞお願いしま
す。

教育総務課長 　ありがとうございました。続きまして、事務局職員の自己紹介を申
し上げます。

教育部長 　教育部長の田中と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

教育副部長 　教育副部長の松本です。よろしくお願いします。

教育総務課長 　教育総務課長の青鹿でございます。よろしくお願いいたします。

学務課長 　学務課長の斉藤です。よろしくお願いします。

参事兼指導課長 　参事兼指導課長の山本と申します。よろしくお願いいたします。

参事兼生涯学習課長 　参事兼生涯学習課長の齋藤でございます。よろしくお願いいたしま
す。

文化財保護課長 　文化財保護課長の丸山と申します。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

中央公民館長 　中央公民館長の中山といいます。よろしくお願いいたします。

中央図書館長 　中央図書館長の松田です。よろしくお願いいたします。

教育総務課長 　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

【仮議長選出】

様式第２号（第４条関係）
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

教育総務課長 　なお、鹿児島委員の委員長としての任期が５月２０日をもちまして
満了となり、本日の会議は、委員長が不在となっております。
　久喜市教育委員会会議規則第３条の規定では、委員長が決定するま
での間、その職務を委員長職務代理者が行うことになっております
が、榎本委員の委員長職務代理者としての任期につきましても、委員
長の任期と同様に５月２０日をもちまして満了となっております。
　これらのことにより、会議を進行するにあたり、仮の議長を選出す
る必要がございます。事務局といたしましては、前委員長でありまし
た鹿児島委員に仮の議長をお願いしたいと思いますが、いががでしょ
うか。

（異議なしとの声あり）

教育総務課長 　ただいま、異議なしとの声がございましたので、鹿児島委員に暫
時、会議の進行をお願いしたいと思います。
　それでは、よろしくお願いします。

【開会の宣言】

鹿児島委員 　指名がありましたので、暫くの間、仮の議長を務めさせていただき
ます。
　それでは、これより定例委員会をはじめさせていただきます。ただ
今の出席委員は５名であります。定足数に達しておりますので、これ
より平成２４年久喜市教育委員会第７回定例委員会を開会いたしま
す。

【開議の宣告】

鹿児島委員 　これより直ちに本日の会議を開きます。

【議事日程の報告】

鹿児島委員 　本日の議事日程につきましては、あらかじめ委員のお手元に配布し
たとおりでございます。

【会議録署名委員の指名】

鹿児島委員 　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２３条第２項の規定により、委員長にお
いて指名させていただきます。
　今回は、髙木委員、坪井委員にお願いいたします。

【会議録作成者の指名】

鹿児島委員 　会議録作成者は、教育総務課森田主任にお願いします。

【会議時間の決定】

鹿児島委員 　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、いかがでしょうか。

（異議なしとの声あり）
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

鹿児島委員 　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】

鹿児島委員 　日程第２、前回会議録の承認を求めます。平成２４年４月１８日に
開催いたしました、第６回定例委員会の会議録につきましては、あら
かじめ委員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。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員 　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。

【会議の非公開】

鹿児島委員 　教育長報告ア・イにつきましては、人事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。いかがでしょ
うか。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員 　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。

【教育長報告】

鹿児島委員 　日程第３、教育長報告でございます。

鹿児島委員 　はじめに、ア「久喜市外国語指導助手の委嘱について」、報告をお
願いします。

（非公開案件につき省略）

鹿児島委員 　続きまして、イ「久喜市教育活動指導員の委嘱について」、報告を
お願いします。

（非公開案件につき省略）

鹿児島委員 　以上で教育長報告を終了いたします。

鹿児島委員 　これをもちまして、会議の非公開を解きます。

【議事・議案審議】

鹿児島委員 　日程第４、議事に入ります。
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

鹿児島委員 　はじめに、「選挙第１号　久喜市教育委員会委員長の選挙につい
て」を上程し、議題といたします。教育長の提案理由の説明を求めま
す。

吉田教育長 　それでは説明でございますが、担当課長より委員長の選挙について
の説明をいたします。

教育総務課長 　それでは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第１
項の規定によりまして、委員長の選挙は、投票または指名推薦の方法
によることとなっております。任期につきましては、１年と規定され
ておりますので、平成２４年５月２１日から平成２５年５月２０日ま
でとなります。よろしくお願い申し上げます。

鹿児島委員 　選挙の方法につきましては、いかがしたらよろしいでしょうか。

鹿児島委員 　指名推薦でよろしいですか。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員 　それでは、ただ今から指名推薦でということですので、どなたかご
推薦をお願いしたいと思います。

（髙木委員の挙手あり）

鹿児島委員 　髙木委員どうぞ。

髙木委員 　引き続き鹿児島先生にお願いしたいと思います。

鹿児島委員 　ただいま、髙木委員より委員長に私鹿児島との推薦がありました
が、いかがでしょうか

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員 　それでは、全員一致で私鹿児島が引き続き委員長を務めさせていた
だきたいと存じます。

鹿児島委員長 　それでは、一言だけご挨拶を申し上げたいと思います。このたび推
薦をいただききまして、光栄にありがたく存じます。未熟ではありま
すけども、全力で引き続き委員長職を務めさせていただきたいと思い
ます。皆様の、ご支援ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

鹿児島委員長 　それでは、以後の進行も私が進めて参りたいと存じますので、皆さ
んのご協力をお願いいたします。

鹿児島委員長 　続きまして、「指定第１号　久喜市教育委員会委員長職務代理者の
指定について」を上程し、議題といたします。教育長の提案理由の説
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４条関係）

吉田教育長 　恐れ入りますが、担当課長より説明を申し上げたいと思います。

教育総務課長 　久喜市教育委員会委員長職務代理者の指定につきましては、地方教
育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第４項の規定によりまし
て、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けた時は、あらかじ
め教育委員会の指定する委員がその職務を行うことと規定されており
ます。このため、委員長職務代理者の指定をお願いするものでござい
ます。なお、任期につきましては、委員長と同様に１年とするもので
ございます。よろしくお願い申し上げます。

鹿児島委員長 　指定の方法につきましては、いかがしたらよろしいでしょうか。

（指名推薦の方法がよいとの声あり）

鹿児島委員長 　ただいま、指名推薦の方法がよいとの声がありましたが、いかがで
しょうか。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　それでは、指名推薦で行います。どなたかをご推薦願います。

（髙木委員の挙手あり）

鹿児島委員長 　髙木委員どうぞ。

髙木委員 　引き続き榎本委員にお願いしたいと思います。

鹿児島委員長 　ただいま、髙木委員より委員長職務代理者に榎本委員との声があり
ましたが、いかがでしょうか。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　それでは、全員一致で榎本委員を委員長職務代理者に指定いたしま
す。

鹿児島委員長 　榎本委員から就任のご挨拶をお願いします。

榎本委員 　引き続き職務代理者の指定を受けまして、大役でございますが、ま
た１年間、皆様のお力をお借りしまして、務めさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

鹿児島委員長 　続きまして、「決定第１号　久喜市教育委員会委員の席次の決定に
ついて」を上程し、議題といたします。

鹿児島委員長 　事務局案がありましたら、提案をお願いします。
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

教育総務課長 　教育委員会委員の席次につきまして、事務局案でございますが、慣
例によりまして委員長席を１番として、２番が委員長職務代理者、以
下委員就任順に時計回りにいたします。但し、教育長は５番とすると
いうことで、以上事務局案でございます。

鹿児島委員長 　ただ今、事務局案が示されましたが、いかがでしょうか。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　全員賛成により、事務局案のとおり決定とさせていただきます。

（決定した席次のとおり着席していたため、各委員の席の移動はな
し）

【会議の非公開】

鹿児島委員長 　議案第２６号から議案第３２号につきましては、人事案件でありま
すことから、また、議案第３３号につきましては、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。いかがでしょうか。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　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。

鹿児島委員長 　それでは、「議案第２６号　久喜市立小・中学校学区等審議会委員
の委嘱について」を上程し、議題といたします。教育長の提案理由の
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）

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第２７号　久喜市立学校評議員の委嘱につい
て」を上程し、議題といたします。教育長の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）

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第２８号　久喜市学期制検討委員会委員の委嘱
について」を上程し、議題といたします。教育長の提案理由の説明を
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）

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第２９号　久喜市社会教育委員の委嘱につい
て」を上程し、議題といたします。教育長の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４条関係）

（非公開案件につき省略、全員賛成により原案どおり可決）

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第３０号　久喜市教育集会所運営委員会委員の
委嘱について」を上程し、議題といたします。教育長の提案理由の説
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）

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第３１号　久喜市スポーツ推進委員の委嘱につ
いて」を上程し、議題といたします。教育長の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）

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第３２号　久喜市栗橋町史編集委員の委嘱につ
いて」を上程し、議題といたします。教育長の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）

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第３３号　平成２４年度久喜市一般会計補正予
算（第１号）（案）に係る意見聴取について」を上程し、議題といた
します。教育長の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）

鹿児島委員長 　これをもちまして、会議の非公開を解きます。

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第３４号　久喜市立小・中学校管理規則の一部
を改正する規則について」を上程し、議題といたします。教育長の提
案理由の説明を求めます。

吉田教育長 　久喜市立小・中学校管理規則につきましては、学校あるいは教職員
を含めた、管理に関する規則を定めております。その一部を別紙のと
おり改正したいということで、議決をお願いするものでございます。
詳細につきましては、担当課長がご説明を申し上げます。

参事兼指導課長 　それではご説明をさせていただきます。今回の管理規則の一部の改
正に対しましては、これまでの栄養職員並びに事務職員に係る職名等
に変更等がございましたので、それに併せて改正をするものでござい
ます。
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

　１点目、栄養職員に関しまして、これまでは見出しとして、学校栄
養職員として第１８条に、栄養教諭、栄養主査、栄養主任及び栄養技
師を置くことができると示してございましたところでございますが、
栄養教諭、という職名の職員等が配置されること、また、その他専門
員等が配置されることから、表題を「栄養教諭等」、そして先ほど申
し上げました、「及び栄養技師」という部分につきましては、「栄養
技師、主任専門員及び専門員を置くことができる」と改めるものでご
ざいます。また、この１８条の項目につきまして、「栄養主任」とこ
れまであった部分につきましては、「栄養主任及び主任専門員」、ま
た、「栄養技師」とあったものにつきましては、「栄養技師及び専門
員」、そしてこれまでの項目に、第５項まであったんですが、この変
更に伴いまして、第６項として「第１項に規定する職員の職は学校栄
養職員をもって充てる」、という１項目を追加したものでございま
す。

　続きまして、事務職員に係る部分でございます。こちらにつきまし
ても、主任専門員及び専門員を配置することが可能となりましたの
で、第１９条のタイトルを「事務職員」から「事務主幹等」、とさせ
ていただきました。そして、第１９条に「学校に事務主幹、事務主
査、事務主任及び事務主事を置くことができる」、とありましたこの
「及び事務主事」の部分につきまして、「事務主事、主任専門員及び
専門員」と改めたものでございます。また、同じく１９条の各項目に
ございました「事務主任」という表記は、「事務主任及び主任専門
員」、また「事務主事」につきましては、「事務主事及び専門員」と
改めたものでございます。これに伴いまして、附則に、この規則は公
布の日から施行するという部分が付け加えられることになります。以
上です。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第３４号について、質疑をお受けいたします。

鹿児島委員長 　学校栄養職員という方は現在もいますか。

参事兼指導課長 　はい。総称でございますので、栄養教諭、栄養技師、栄養主任すべ
てをまとめて学校栄養職員と呼んでおりました。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございませんか。

（なしとの声あり）

鹿児島委員長 　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。

【採　決】

鹿児島委員長 　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。

（異議なしとの声あり）
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

鹿児島委員長 　異議なしと認めます。よって、「議案第３４号　久喜市立小・中学
校管理規則の一部を改正する規則について」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。

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第３５号　久喜市体育指導委員協議会補助金交
付要綱の一部を改正する告示について」を上程し、議題といたしま
す。教育長の提案理由の説明を求めます。

吉田教育長 　これにつきましては、先ほどからお話させていただいていますよう
に、久喜市体育指導委員協議会が、久喜市スポーツ推進委員協議会と
いうふうに名称を変更させていただいたという関係から、この補助金
交付要綱の一部につきましても別紙のとおり改正させていただきたい
ということでございます。議決についてよろしくお願いしたいと思い
ます。詳細につきましては担当課長からお願いしたいと思います。

参事兼生涯学習課長 　久喜市体育指導委員協議会補助金交付要綱の一部を改正する告示に
つきまして、ご説明申し上げます。参考資料の３ページ以降４ペー
ジ、５ページをお開きいただきたいと思います。昨年の８月にスポー
ツ基本法が施行されたことに伴いまして、体育指導委員がスポーツ推
進委員に変更されたところでございますが、この度、本市のスポーツ
推進委員で組織する、久喜市体育指導委員協議会の名称が、平成２４
年４月２１日開催の定期総会におきまして、久喜市スポーツ推進委員
協議会に変更されたことに伴いまして、本交付要綱の一部を変更する
ものでございます。内容につきましては、本交付要綱中の体育指導委
員の文言を全てスポーツ推進委員に置き換えるものでございます。以
上でございます。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第３５号について、質疑をお受けいたします。

鹿児島委員長 　名称が変わっただけですね。

参事兼生涯学習課長 　はい。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございませんか。

（なしとの声あり）

鹿児島委員長 　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。

【採　決】

鹿児島委員長 　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。

（異議なしとの声あり）
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

鹿児島委員長 　異議なしと認めます。よって、「議案第３５号　久喜市体育指導委
員協議会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。

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第３６号　久喜市図書館サービス基本計画
（案）について」を上程し、議題といたします。教育長の提案理由の
説明を求めます。

吉田教育長 　最後の議案でございます。久喜市図書館サービス基本計画（案）に
ついてでございます。この案につきましては、別紙のとおり答申をい
ただいておりますが、その内容について議決をお願いしたいというふ
うに考えております。詳細につきましては、策定の経緯も含めて、図
書館長より説明を申し上げます。

中央図書館長 　議案資料２９ページに答申の写しがございますが、５月１１日に久
喜市立図書館協議会において答申をいただいた案について、今回お諮
りするものでございます。内容につきましては、議案参考資料の別冊
でございます、久喜市図書館サービス基本計画（案）の冊子、５５
ページまであるものでございますが、それをご覧いただければと思い
ます。

　詳細につきましては、長くなってしまいますので、省略させていた
だきますが、この計画の策定と経緯につきまして、若干触れさせてい
ただきます。久喜市と菖蒲町、栗橋町、鷲宮町の１市３町の合併協議
の中で、図書館サービス基本計画を策定するということがございまし
た。かつて旧久喜市のみが策定しておりまして、平成１９年度から２
３年度までの第２次の基本計画があったわけでございますが、その後
の２４年度からの新しい新久喜市としての計画を策定することで今回
お願いするところでございます。

　平成２３年度中に策定作業を実施いたしまして、前回の図書館協議
会、先程申し上げました５月１１日の協議会で答申をいただいたとこ
ろでございます。今回、定例教育委員会に議案として付議いたします
けれども、平成１９年３月の策定以降の取り組みを踏まえまして、そ
の成果と課題を明らかにして、現在の図書館を取り巻く状況を考え、
合併後の新市の現状に合わせた計画として出来たものでございます。

　今回の計画の留意点といたしましては、国の動向に沿った形で、課
題解決型図書館を目指すということがございます。それが１つでござ
います。それに基づきまして、計画の体系といたしましては、１６
ページの表を見ていただきますと、全体のイメージがわかるように
なっております。

　基本理念といたしましては、市民の暮らしに役立つ、市民に身近な
図書館という基本理念のもとに、６つの基本目標を掲げてございま
す。それぞれに６つの施策を掲げておりまして、その施策ごとにそれ
ぞれ個別事業を打ち立てている形をとっております。表の右側に個別
事業が挙げておりますけれども、アスタリクスクがついているのが、
重点事業としているものでございます。基本目標が６つ、施策が６
つ、個別事業が２４事業ございます。
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様式第２号（第４条関係）

　１７ページ以降をご覧いただきますと具体的な施策・事業が出てい
るわけでございますが、その中には数値目標も今回新たに設けており
ます。特に１７ページには、レファレンスに対する利用満足度、１９
ページには、学校への団体貸出冊数と学校訪問事業の実施学校数の目
標。また、２１ページには、インターネット閲覧可能パソコン数、２
２ページには予約件数の目標、２４ページには人口１人当たりの貸出
冊数とおはなし会の参加者数、２６ページには図書館職員に占める司
書の割合、というように基本目標について指標を設定しましたこと
が、今回の大きな特徴になっております。

　２８ページには、６つの施策の中から、レファレンスと課題解決型
サービスの充実、小中学校図書館との連携機能強化と学校や教職員へ
の支援、ＩＣＴを導入した高度な情報提供の推進、この３つを特に今
回の施策として重点施策として挙げております。

　２９ページ以降は、参考資料としてアンケートの結果などを、５４
ページには計画策定の経緯、それと最後に、図書館協議会の委員名簿
を掲載し、今回の資料としたところでございます。
　以上、概略でございますが、図書館サービス基本計画の説明でござ
います。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第３６号について、質疑をお受けいたします。

鹿児島委員長 　小中学校図書館との連携機能強化と学校や教職員への支援というの
は大変いいと思います。前から久喜ではやっていますけれども、新久
喜市でも積極的に取り組んでいただきたいと思います。

中央図書館長 　以前から図書館の講座の中で教職員の方、また学校ボランティアの
方等を対象とした講座を実施しておりまして、今後も実施していく方
向です。

鹿児島委員長 　図書館協議会の会長から原案のとおりという答申が出ているわけで
すけれども、会議においてはどんな意見が出ていましたか。

中央図書館長 　原案の原案というか、素案というようなものは事務局の方で、他市
の計画を参考にいたしまして、また、過去に私どもが作った計画を見
直しまして作ったわけでございますが、それに対してかなりのご意見
をいただきました。

鹿児島委員長 　かなりの意見が出ましたか。答申にはたった１行で原案のとおりと
しかありませんが。

中央図書館長 　最終の答申の時にはご意見がなかったんです。その前に２回会議を
もっておりますので、その時にはかなり細かいご意見をいただきまし
た。それらを全部修正して、パブリックコメントをした結果が最終案
ということで、原案どおりの答申をいただいたものでございます。
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様式第２号（第４条関係）

吉田教育長 　とても熱心にやっていただきました。ですから、達成度などの指標
も入れるようにしたんです。

髙木委員 　インターネット利用環境の整備とは、どのようなものですか。

中央図書館長 　インターネットついては、図書館においては、蔵書を検索するとい
うのが１つの機能として必要なわけでございます。久喜市内の図書館
の蔵書検索は、専用のパソコンでできますが、それ以外にも埼玉県内
をはじめ全国の公共図書館の蔵書検索が、インターネットでできるよ
うになっております。それらを検索できるようなシステムというか、
インターネットができる環境、パソコンの整備の要望が多くあります
ので、これは考えていかなくてはならないかなと思っております。

榎本委員 　パソコンは図書館では使えますか。

中央図書館長 　残念ながら、４館すべて電源の関係とか、あるいは通信の関係、い
わゆる無線ＬＡＮを設置していない関係がありますので、パソコンを
持ち込みで使う環境にはなっていません。

榎本委員 　菖蒲図書館で持ち込んでいるのを見ましたが。

中央図書館長 　データ通信カードなどをパソコンに差し込めば３Ｇ回線等でイン
ターネットを利用することができますので、そのようなパソコンであ
れば使用することができますが、ただ、電源もご自身で用意していた
だかないといけないということがございます。

榎本委員 　コンセントはないんですか。

中央図書館長 　コンセントはある場所とない場所があります。パソコンの電源供給
用としては整備していません。

榎本委員 　最近はアイフォーンなんかが流行っていますが、バッテリーがすぐ
なくなるようで、街中で充電できるところを探しているようですが、
図書館も電源を供給できる場所として整備するようなことは考えてい
ますか。

中央図書館長 　うちの館内ではまだ整備していない状況です。公共施設に無線ＬＡ
Ｎを設置してあるところが他市ではかなり多いのですが、まだそれも
整備されていません。

榎本委員 　Ｗｉ－Ｆｉもかなり整備が進んでいますからね。

中央図書館長 　民間の方が、進んでおります。例えばつくばエクスプレスでは、駅
構内のみならず列車にも無線ＬＡＮ環境が整備されています。
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様式第２号（第４条関係）

坪井委員 　図書館の開館時間について、遅くなると利用者が尐なくなるという
のもわかるんですが、この現状の中で、開館時間を延長するような意
見はありましたか。

中央図書館長 　委員さんから特にご意見はありませんでした。図書館の立地条件も
ありまして、中央図書館は、知ってる人が早く歩いても駅から１７～
８分かかる距離であるということ、菖蒲は駅が無いということ、栗橋
も鷲宮も駅からちょっと距離があるということがありますので、やた
ら遅くまで開けていても、通勤客がそのまま図書館に寄っていくよう
な状況ではないということがあります。また、最近は在勤のところで
も図書館が利用できるものですから、例えば東京都内に勤務する方で
あれば、自分の勤務先の近くの公立図書館を利用することができまし
て、なかなか地元の図書館を利用しないということもあります。その
かわり土日や祝日に開館をしております。

鹿児島委員長 　この前、川口に行きましたが、川口は駅前にあるんですね。

中央図書館長 　はい、駅前です。あと、浦和は駅前のパルコの中に中央図書館がで
きました。

榎本委員 　菖蒲にできた蔦屋は、図書館と比べてどうですか。

中央図書館長 　何回も行きましたが、内容も蔵書もうちは全然かないません。

榎本委員 　あの蔦屋は日本最大ですからね、この辺ではあの大きさはないです
からね。インターネット検索もできますし、となりのカフェで読むこ
ともできますし。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございませんか。

（なしとの声あり）

鹿児島委員長 　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。

【採　決】

鹿児島委員長 　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。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　異議なしと認めます。よって、「議案第３６号　久喜市図書館サー
ビス基本計画（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。

【議案審議終了】

鹿児島委員長 　以上をもちまして、教育長から提出されました議案につきまして
は、すべて終了いたしました。
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【次回定例委員会の開催】

鹿児島委員長 　続きまして、日程第５、次回の定例委員会開催日でございますが、
いかがいたしましょうか。事務局より提案があればお願いします。

教育総務課長 　はい、それでは次回６月の定例会の事務局案でございます。６月は
議会もございますので、第１希望といたしましては、６月２７日水曜
日の午後１時３０分。第２希望としましては、６月２５日月曜日午後
１時３０分からということで考えておりますが、よろしくお願いいた
します。

鹿児島委員長 　ただ今、事務局より提案がありましたが、いかがでしょうか。第１
希望で都合の悪い方はいらっしゃいますか。

鹿児島委員長 　それでは第１希望でよろしいですか。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　では第１希望でお願いします。

教育総務課長 　それでは６月２７日の水曜日午後１時３０分から、場所が鷲宮総合
支所の３階庁議室ということで予定します。よろしくお願いいたしま
す。

【閉議、閉会】

鹿児島委員長 　これをもちまして平成２４年久喜市教育委員会第７回定例委員会を
閉議、閉会といたします。

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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　鹿児島金衛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　髙木　　学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　坪井喜代子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　森田　洋輔

平成２４年　６月２７日

‐15‐


