
会 議 の 名 称 平成２５年第１回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２５年１月２３日（水曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後３時３５分まで

開 催 場 所 久喜市役所　第４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、髙木学、坪井喜代子各委員、吉田耕治教育長

欠 席 委 員 氏 名 榎本英明委員

説明者の職氏名 吉田教育長、田中教育部長、松本教育副部長及び各担当課長

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、青鹿教育総務
課長、斉藤学務課長、齋藤参事兼生涯学習課長、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

　　　久喜市教育振興基本計画の策定状況について

（４）議事

議案第１号　平成２４年度久喜市一般会計補正予算（第５号）（案）
　　　　　　に係る意見聴取について

議案第２号　平成２５年度久喜市一般会計予算（案）に係る意見聴取
　　　　　　について

議案第３号　久喜市内下集会所運営委員会委員の委嘱について

議案第４号　久喜市幼児教育研究協議会委員の委嘱又は任命について

議案第５号　久喜市立幼稚園保育料等検討委員会委員の委嘱又は任命
　　　　　　について

議案第６号　久喜市立幼稚園保育料等検討委員会への諮問について

（５）協議事項

　　　平成２５年度久喜市教育行政基本方針及び重点施策（素案）に
　　　ついて

（６）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、協議事項資料、教育長報告書

会議の公開・非公開 一部非公開（審議・検討等情報及び人事案件のため）

傍 聴 人 数 ０人

様式第２号（第４条関係）

会　　　　議　　　　録

会 議 次 第
及 び 結 果
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発言者 会議のてん末・概要　

【開会の宣言】

鹿児島委員長 　皆さん、こんにちは。定刻でございます。それでは定例委員会をは
じめたいと思います。ただ今の出席委員は４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２５年久喜市教育委員会第１回定
例委員会を開会いたします。

【開議の宣告】

鹿児島委員長 　直ちに会議を開きます。

【議事日程の報告】

鹿児島委員長 　本日の議事日程につきましては、あらかじめ委員各位のお手元に配
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２３条第２項の規定によりまして、委員
長において指名させていただきます。
　本日は、髙木委員と坪井委員にお願いいたします。よろしくお願い
いたします。

【会議録作成者の指名】

鹿児島委員長 　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。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　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】

鹿児島委員長 　日程第２、前回会議録の承認を求めます。平成２４年１２月２０日
に開催いたしました、第１４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。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　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】

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）

鹿児島委員長 　日程第３、教育長報告でございます。

鹿児島委員長 　それでは、「久喜市教育振興基本計画の策定状況について」につき
まして、報告をお願いします。

吉田教育長 　この件につきましては、今回は報告という形とさせていただきまし
た。この先まだ修正すべき点も出てくるかと思いますし、また、教育
委員の皆様方のご意見も伺いながら進めていき、最終的にはもう尐し
先の教育委員会で議決をお願いしたいと考えております。内容につき
ましては、担当課長のほうから説明申し上げます。

教育総務課長 　それでは、久喜市教育振興基本計画の案につきましてご報告をさせ
ていただきます。事前にお配りいたしました教育長報告資料の久喜市
教育振興基本計画（案）をご覧ください。

　資料につきましては、１月１５日開催の第６回策定委員会に提案し
ました計画案でございます。

　簡単に説明いたしますと、全体構成につきましては、計画書の２枚
目、３枚目が計画案全体の目次となります。目次の後が第１章、総論
になります。総論は、１ページに計画策定の趣旨、それから２ページ
以降に計画の位置付け、計画の期間・対象、教育を取り巻く社会の動
向、久喜市の教育の現状と課題を記載してございます。

　１３ページには、この計画が目指すべき基本理念を「未来をひらく
心豊かな久喜の人づくり」としまして、これに基づく３つの基本方
針、それから７つの基本目標を掲げております。

　また、１６ページ、１７ページが計画案全体の施策の体系を示すも
のでございまして、７つの基本目標を達成するため、次の３８の施策
の取組を設定するものでございます。ここには、３７の施策と書いて
おりますが、３８に訂正いたします。

　次に第２章、施策の展開でございます。施策の展開は、１９ページ
から８３ページにわたり記載してございます。内容につきましては、
基本目標ごとに施策、その施策の現状と課題、それから５年後の平成
２９年度に向けての施策の方向性、その施策に係る主な取組、さらに
主な数値目標について記載してございます。

　次に８５ページをご覧ください。第３章、計画の推進に向けてとな
ります。８５ページでございます。本計画を推進するにあたり、市民
の参画、関係部署、関係機関との連携、計画の進行管理について記載
するものでございます。

　最後に資料といたしまして、８７ページから用語解説、それから９
９ページから策定委員会条例、委員名簿、計画策定経過、アンケート
調査概要を記載するものでございます。

　以上が計画案全体の構成でございまして、第６回の策定委員会で出
されました委員さんの意見を踏まえたものに、事務局としても見落と
しがないか再度精査をいたしまして、必要な修正を加えていきたいと
考えております。
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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）

　そして、最終的な計画案として、２月２日から３月３日まで実施予
定のパブリックコメントにおいて、広く市民の意見を伺ってまいりた
いと考えております。

　今後も本計画の策定状況につきましては、適宜ご報告させていただ
きますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。以上、報
告とさせていただきます。

鹿児島委員長 　ありがとうございました。ただ今の報告につきまして、ご質問をお
受けしたいと思います。

鹿児島委員長 　このパブリックコメントはどのように行うのですか。

教育総務課長 　市のホームページに計画案を掲載し、また、市内公共施設の市民参
加コーナーに計画案を配置しまして、意見を募集します。

鹿児島委員長 　意見があった場合の取り扱いはどのようになりますか。

教育総務課長 　出された意見とそれに対する市の考え方を公表します。出された意
見に基づき、計画案を修正した場合は、修正した内容も公表します。

鹿児島委員長 　各種団体から意見を聞くというようなことはないですか。

教育総務課長 　各種団体の意見につきましては、計画案作成に入る前に、教育関係
団体の意見聴取として既に行ってございます。

吉田教育長 　付け加えでございますが、久喜市の総合振興計画がこの間の議会で
正式に議決されました。この正式なものは現在印刷中でございまし
て、出来上がるのが３月下旬の予定となっています。

　それで、この振興計画の中に教育に関する部門が入っていまして、
大綱４が教育関係の内容となっています。そして、これの柱立てが幼
児教育の充実から始まっていますが、教育振興基本計画の柱立てもこ
れに準拠して作成していかないと整合性がとれないということがあり
ますので、教育振興基本計画の柱立ても総合振興計画に合わせて作っ
ています。

　総合振興計画は正式に議会を通っており、これで動き出しますの
で、これを受けて、教育振興基本計画が作られるというような流れと
なっています。総合振興計画に書かれた教育関係は、目標値も入って
いますが大枠のものとなっています。主とするものだけが書かれてい
ますので、教育振興基本計画はもう尐し詳しく、詳細にわたって内容
をも加えていきたいと思っています。具体的な施策も増やして載せて
いこうというようなことで作っています。

　そして、策定委員会の委員の皆様方が非常に活発に議論していただ
いています。１０１ページに委員名簿が載っていますが、特に、学校
関係者や教育に造詣の深い方から非常に建設的な意見が出されていま
して、内容についてはかなり踏み込んで協議していただいています。
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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）

　ただ、やはり計画に実行性がないといけないですから、それについ
ても吟味していただいています。

　それと併せて、部長を中心に文言のチェックを行っています。とい
いますのは、先の総合振興計画につきましては、議会において特別委
員会を設置して審議が行われました。教育振興基本計画につきまして
も、特別委員会の設置まではいかなくても、相当細かいところまで審
議されるかと思います。そのため、何の裏付けもない文言については
よくないということがありまして、チェックを行っています。ただ、
内部だけでは見えないというところもあるかと思いますので、教育委
員さん方からも色々な角度からご意見をいただきたいと思っていま
す。以上でございます。

鹿児島委員長 　ありがとうございました。そうすると、気付いた点があったときは
いつ言えばいいですか。

教育部長 　１０２ページにもありますが、パブリックコメントの期間が２月２
日から３月３日までとなっています。この間に教育委員の皆様からも
ご意見をいただければと思っています。

鹿児島委員長 　それであれば次回の教育委員会でも大丈夫ですか。

教育部長 　次回の定例教育委員会は２月ですから、そのときで大丈夫です。

鹿児島委員長 　それでは、次回の定例教育委員会で時間を設けますので、委員の先
生方もよく見ていただいて、ご意見をいただきたいと思います。

吉田教育長 　できれば細かい文言まで見ていただきたいと思います。

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。

鹿児島委員長 　以上で教育長報告を終了いたします。

【議事・議案審議】

鹿児島委員長 　日程第４、議事に入ります。

【会議の非公開】

鹿児島委員長 　議案第１号及び議案第２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、また、議案第３号から議案第５号につきまして
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が、いかがでしょうか。
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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）

（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 　はじめに、「議案第１号　平成２４年度久喜市一般会計補正予算
（第５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 　続きまして、「議案第２号　平成２５年度久喜市一般会計予算
（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 　続きまして、「議案第３号　久喜市内下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４号　久喜市幼児教育研究協議会委員の委嘱
又は任命について」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５号　久喜市立幼稚園保育料等検討委員会委
員の委嘱又は任命について」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 　以上をもちまして、会議の非公開を解きます。暫時休憩いたしま
す。

鹿児島委員長 　再開いたします。

鹿児島委員長 　それでは、「議案第６号　久喜市立幼稚園保育料等検討委員会への
諮問について」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 　先ほど委員会の委員につきまして議決をいただいたところでござい
ますが、こんどはその委員会への諮問についてでございます。１０
ページに諮問の案を示させていただいておりますので、この案に基づ
きまして議決をお願いするものでございます。担当課長が内容につい
て説明を申し上げます。

学務課長 　お手元の資料の９ページと１０ページになります。久喜市立幼稚園
の保育料につきましては、合併調整方針により、久喜市の例により合
併時に統合することを決定しまして、現在、月額８，０００円という
ようになっております。現在、市の行政改革大綱におきまして、公立
幼稚園の保育料の検討を実施項目として掲げているところでございま
す。

　そして、平成２３年５月に久喜市立幼稚園保育料等検討委員会から
入園料についても答申をいただいた際に、附帯意見としまして、「今
後、保育料等の見直しを継続的に検討するべき」との意見が添えられ
たところでございます。

　このようなことから、久喜市立幼稚園の存在意義や市民ニーズなど
様々な観点から、保育料につきまして検討を行うために、今回、久喜
市立幼稚園保育料等検討委員会の意見を求め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６号について、質疑をお受けいたします。

鹿児島委員長 　保育料の月額８，０００円というのは、近隣と比べてどうですか。

学務課長 　県内では比較的標準なところではないかと思います。

教育副部長 　具体的な金額でございますが、月額でさいたま市が７，０００円、
熊谷市が５，９００円、川口市が９，３００円、秩父市が６，０００
円、所沢市が９，５００円、飯能市が９，０００円、加須市が６，０
００円、狭山市が８，０００円、深谷市が７，４００円、上尾市が
７，５００円、入間市が８，０００円、久喜市が８，０００円、坂戸
市が９，０００円、幸手市が１万円、滑川町が９，０００円、嵐山町
が９，０００円、川島町が８，４００円、鳩山町が９，０００円、皆
野町が４，２００円、小鹿野町が３，０００円、それから神川町が所
得に応じて４，０００円から２万円となっています。そして、杉戸町
が９，０００円となっていますので、久喜市の８，０００円というの
は、他の団体と比べても同じような金額ではないかと思います。

鹿児島委員長 　幸手市が１万円で加須市が６，０００円ですか。８，０００円とい
うのは、そんなに問題になる金額ではないですね。

坪井委員 　県内で入園料を徴収している公立幼稚園はありますか。

学務課長 　ありません。
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鹿児島委員長 　今回は、月額８，０００円が妥当かどうかを審議するんですか。

吉田教育長 　今回は、公募の方や公立幼稚園関係の方、私立幼稚園関係の方、さ
らに学識経験者と色々な立場の委員さんがいらっしゃいますので、
様々な意見がでるのではないかと思います。その中で、公立幼稚園と
私立幼稚園の棲み分けといいますか、公立幼稚園の存在意義というの
を議論していただきたいと思います。

学務課長 　旧久喜市の場合は、中央幼稚園が昭和５０年に開園しましたが、当
時の保育料は、私立幼稚園と比較しても１千円程度の差しかありませ
んでした。その後、大分開いた関係もございまして、平成１１年から
随時で幼稚園保育料の懇話会というのを開催し、検討してきたことが
ございます。特に、受益者負担の適正化の観点や、子育て支援の観点
からの保護者負担のあり方、さらに公立幼稚園の存在意義についても
議論し、現在に至っているところでございます。

鹿児島委員長 　私立幼稚園の保育料はどのくらいですか。２万円くらいですか。

学務課長 　そうですね。尐ないところでは１万２，６００円というところもあ
りますが、おおむねは２万円程度です。

鹿児島委員長 　１万２，６００円というところがあるんですか。

学務課長 　これは、栗橋さくら幼稚園です。

教育副部長 　久喜地区の私立幼稚園については保育料が統一されていますが、他
の地区ではそれぞれの園で保育料を決めていますので、中には１万何
千円というような園もあるような状況です。昨年度の入園料を統一す
るときに、私立幼稚園の方から、私立幼稚園は毎年度事業を見直しな
がら保育料についても検討しているが、市は一度決めてからそのまま
の金額となっているので、今のような格差が生じているというような
お話しがありました。そのようなことがありまして、次回以降も継続
的に見直しをするべきとの附帯意見が添えられたという経緯がござい
ます。このようなことから、今回は保育料を上げる、下げるという問
題だけではなく、公立幼稚園がどうあるべきかという点も踏まえて、
色々な意見を出していただいて、月額８，０００円がどうなのかを答
申いだだければと考えております。

鹿児島委員長 　そうですね。公立幼稚園の存在意義というのを重点的に議論してい
ただきたいですね。

教育副部長 　明日、委員会を開催する予定ですので、そこで趣旨説明を十分に行
いたいと考えております。

吉田教育長 　私も、委員会の冒頭でお話させていただこうと思っております。

髙木委員 　市立幼稚園の定員と応募状況はどうですか。かなりの倍率ですか。
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学務課長 　定員割れの状況です。

髙木委員 　定員割れですか。

吉田教育長 　ずっと定員割れです。

学務課長 　中央幼稚園ですと、定員が１９８名となっておりますが、園児は１
００名くらいの状況です。栗橋幼稚園のほうは送迎もありますので、
充足率としては８０パーセントくらいとなっています。

髙木委員 　そうすると、市立幼稚園として、生活に困っている人が優先的に入
れるような政策をとるとか、金額だけでなく、入園基準のようなもの
を作るようなことも必要かもしれませんね。定員割れの状況では必要
ないかもしれませんが、溢れたときには、低所得者を優先するとか、
そういった観点から議論していくと、ある種の私立幼稚園との棲み分
けというのができるのではないかと思うんです。

吉田教育長 　ただ、これだけの定員割れの状況ですから、むしろ市立幼稚園自体
がいらないのではないかという議論も別のところであるんです。です
から、合併前の話しになりますが、久喜市全体の行革の委員会でも、
市立幼稚園はもういらないのではないか、役目は終わっているのでは
ないかという議論もございました。

　ただ、どの家庭も高額な保育料が払えるわけではありませんので、
今の保育料をずっと続けている公立幼稚園の意義はあるだろうという
こともありまして、今になっているということがございます。

鹿児島委員長 　それでは、趣旨説明を十分にお願いします。ただ、今のような諮問
の趣旨になりますと、諮問の案文の表題や文中に「等」を入れたほう
がいいのではないですか。表題だと「保育料の検討について」を「保
育料等の検討について」にして、文中の下から２行目の「保育料」を
「保育料等」にしたほうが趣旨と合致すると思います。単に「保育
料」だと趣旨と合わなくなるような気がしますが、どうですか。

髙木委員 　定員割れの状況もありますし、定数的なことや入園基準のようなこ
とを議論に加えてくれば、「等」を入れることは妥当ではないかと思
います。

鹿児島委員長 　やはり「保育料」だけですと、議論が狭くなるような感じがします
ね。

教育部長 　お手元の１０ページに諮問の案がございますが、下から５行目のか
ぎ括弧の部分、「今後、保育料等の見直しを継続的に検討するべき」
との附帯意見を受けて、今回の諮問がございます。この附帯意見は
「保育料等」となっていますので、今回の諮問につきましても「保育
料」に「等」を加えたとしても整合はとれるのではないかと思いま
す。

鹿児島委員長 　問題がないのであれば、「等」を加えたほうがいいと思います。
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吉田教育長 　それでは、表題と下から２行目の「保育料」に「等」を加えるとい
うことで議決をお願いいたします。

鹿児島委員長 　わかりました。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 　特にないようですので、以上で質疑を打ち切ります。

【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６号　久喜市立幼稚園保育
料等検討委員会への諮問について」は、全員の賛成を頂きましたの
で、修正案にて可決いたしました。

【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。

【協議事項】

鹿児島委員長 　日程第５、協議事項でございます。

【会議の非公開】

鹿児島委員長 　本日の協議事項、「平成２５年度久喜市教育行政基本方針及び重点
施策（素案）について」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、「平成２５年度久喜市教育行政基本方針及び重点施策
（素案）について」でございます。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）
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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。暫時休憩いたしま
す。

（暫時休憩）

鹿児島委員長 　再開いたします。

【次回定例委員会の開催】

鹿児島委員長 　続きまして、日程第６、次回の定例委員会開催日でございますが、
青鹿課長、提案があればお願いします。

教育総務課長 　２月の定例委員会ですが、事務局案といたしましては、２月１９日
の火曜日、午後１時３０分から、もしくは、２月２２日の金曜日、午
後１時３０分からを考えているところでございます。

鹿児島委員長 　１９日か２２日ですね。事務局より提案がありましたが、委員の先
生方のご都合はいかがですか。

髙木委員 　私はどちらでも結構です。

坪井委員 　私は１９日でお願いしたいのですが。

鹿児島委員長 　１９日でよろしいですかね。それでは、１９日でお願いします。

教育総務課長 　次回の定例委員会は、２月１９日、火曜日。時間は午後１時３０分
から、場所は公文書館の第３会議室とさせていただきます。詳細は後
日お知らせいたします。

【閉議、閉会】

鹿児島委員長 　これをもちまして平成２５年久喜市教育委員会第１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２５年　２月１９日
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