
会 議 の 名 称 平成２５年第４回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２５年４月２３日（火曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後２時３８分まで

開 催 場 所 菖蒲コミュニティセンター　第５集会室

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 吉田教育長及び各担当課長

事 務 局 職 員 氏 名

田中教育部長、松本教育副部長兼教育総務課長、中山参事兼生涯学習
課長、斉藤学務課長、渋谷文化財保護課長、尾崎中央公民館長、松田
中央図書館長、川羽田指導主事兼指導課課長補佐兼指導係長、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　久喜市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する
　　　　　規則について

　　　イ　平成２５・２６年度久喜市教育委員会研究委嘱について

　　　ウ　久喜市同和教育の基本方針の策定について

　　　エ　久喜市教育委員会表彰について

　　　オ　久喜市スクールソーシャルワーカーの委嘱について

（４）議事

議案第１８号　久喜市学校給食審議会委員の委嘱について

議案第１９号　久喜市公民館運営委員の委嘱について

議案第２０号　久喜市立図書館協議会委員の委嘱について

議案第２１号　久喜市生涯学習推進会議幹事会規則の一部を改正する
　　　　　　　規則について

議案第２２号　久喜市教育振興基本計画（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】

鹿児島委員長 　それでは、新緑のいい季節になりましたけれども、新年度がスター
トしまして初めての定例委員会でございます。開会前の自己紹介にあ
りましたとおり、課長さん方の異動が何人かあったようでございます
けれども、どうぞよろしくお願いいたします。

　それでは、ただ今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２５年久喜市教育委員会第４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 　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  日程の第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
したいと思います。

【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２５年３月２１日に
開催いたしました、第３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）

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

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】

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 　はじめに、「ア　久喜市立学校給食センター条例施行規則の一部を
改正する規則について」、これについて報告をお願いします。

吉田教育長 　それでは、先ほどもお話ありましたように、本年度最初の教育委員
会会議ということでよろしくお願いしたいと思います。報告につきま
しては５点ありまして、そのうちの最初の　ア　でございます。久喜
市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則についての
報告でございます。内容につきましては、担当課長が説明を申し上げ
ます。

学務課長 　お手元の資料ですと、教育長報告の１ページ目と２ページ目になり
ます。こちらにつきましては、久喜市内の小学校と中学校の学校給食
ですが、保護者負担分につきまして、給食回数や主食であるごはんや
パン、麺の提供回数の違いによりまして、合併後も地区ごとに金額が
異なっておりました。

　この問題につきましては、久喜市学校給食審議会で検討を重ねてい
ただきまして、平成２３年１２月１５日開催の定例教育委員会におき
まして、２４年度以降の学校給食費の保護者負担分について決定され
たわけでございます。しかしながら、事務処理のほうが遅れてしまい
まして、規則のほうの一部改正が今回になってしまいましたのでご報
告申し上げます。

　こちらの久喜市学校給食センター条例施行規則の一部改正の規則で
ございます。こちらにつきましては、２ページ目に別表ということ
で、合併前までの各地区の給食センター等の金額が明記されておりま
した。これにつきまして、給食審議会のほうで審議していただきまし
て、まず、久喜市菖蒲学校給食センター所管の小学校の児童、教職員
につきましては、３，６００円を３，８８０円に、同表の菖蒲学校給
食センター所管の中学校の生徒及び教職員につきましては、４，２０
０円を４，６００円に、さらに鷲宮第１学校給食センター所管の小学
校の児童及び教職員につきましては、３，７００円を３，８８０円
に、さらに鷲宮第２学校給食センター所管の中学校の生徒及び教職員
につきましては、４，３００円を４，６００円ということで改正いた
しました。

　こちらにつきましては、先ほど申し上げたような給食審議会でご審
議いただきまして、定例教育委員会のほうで議決いただいたわけでご
ざいます。事務処理のほうが遅延してしまいまして、今回の規則の改
正になったところであります。よろしくお願いいたします。

鹿児島委員長 　ありがとうございました。ただ今の報告に対しまして、ご質問をお
受けいたします。何かございますか。
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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

鹿児島委員長 　これについて保護者への周知方はどういうふうにやりましたか。

学務課長 　保護者を対象に各地区で説明会を開催し、さらにホームページ等に
掲載し周知しました。学校にも通知申し上げております。

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 　続きまして、「イ　平成２５・２６年度久喜市教育委員会研究委嘱
について」、これについて報告をお願いします。

吉田教育長 　それでは、本年度と来年度の２年間にわたりましての市教育委員会
の研究委嘱ということでございます。全部で８校でございますけれど
も、内容につきましては、きょうは担当の係長が説明をいたします。

川羽田指導主事兼
指導課課長補佐兼

指導係長

　それでは、研究委嘱校についてご説明させていただきます。平成２
５年度、２６年度の教育委員会研究委嘱校につきましては、資料のと
おり小学校は久喜小学校、青葉小学校、青毛小学校、久喜北小学校、
上内小学校、東鷲宮小学校の６校に、学力向上、体力向上、健康教
育、人権教育等の研究委嘱をお願いしたところでございます。また、
中学校につきましては、菖蒲中学校、菖蒲南中学校に人権教育、学力
向上の研究委嘱をお願いしたところでございます。研究主題は資料の
とおりでございます。

鹿児島委員長 　ただ今の報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。

鹿児島委員長 　久喜小学校の新設教科、夢創造科とありますが、これは研究開発校
ですか。ちょっとそのあたりの説明をお願いします。

川羽田指導主事兼
指導課課長補佐兼

指導係長

　国の研究開発学校のほうに応募いたしましたところ、久喜小学校の
ほうでこちらのほうを受けることになりまして、国から予算がつきま
した上で、４年間にわたり研究開発学校のほうを受ける運びで進んで
おります。４月１日付けで指定を受ける予定でございましたが、国の
平成２５年度の予算成立が遅れておりまして、予算成立が成立した
後、指定を受けることとなっております。

鹿児島委員長 　概要はわかりました。それで、具体的な内容ですが、これはどう
いったことをする科目ですか。夢創造科という名称だけだと今ひとつ
はっきりしないもので、これは理科とか科学の類ですか。今わかって
いる範囲でいいので教えてください。
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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

川羽田指導主事兼
指導課課長補佐兼

指導係長

　教科で申しますと生活や総合的な学習、そうした時間を合わせまし
て、新しい教科を開発していくものでございます。

吉田教育長 　それが「夢創造科」ということです。

鹿児島委員長 　将来の学習指導要領にもこういったことが含まれてくるのですか
ね。それで、こういった指定を受ける学校というのは全国にどのくら
いありますか。

川羽田指導主事兼
指導課課長補佐兼

指導係長

　現在のところこのような開発校の指定を受けている学校が１５か所
ほどございます。ただ、１つの箇所が複数の学校で受けているところ
もございますので、学校数にするとそれ以上ございますが、県内では
久喜市のみでございます。

鹿児島委員長 　県内では久喜市のみですか。昔、春日部小学校が英語の研究開発校
の指定を受けていましたよね。ほかに質問ありますか。

坪井委員 　今、国のほうの指定についてはお伺いしたんですが、この中で県の
ほうの委嘱を受けて一緒にやるような研究校はあるんでしょうか。

川羽田指導主事兼
指導課課長補佐兼

指導係長

　菖蒲中学校のほうが県から委託費を頂戴しまして、人権教育推進事
業という形で、人権教育指定校事業を兼ねた取り組みになります。

吉田教育長 　菖蒲中が県から委託費をもらう経緯についても説明をお願いしま
す。

川羽田指導主事兼
指導課課長補佐兼

指導係長

　昨年度は、道徳教育を中心といたしまして、久喜市の研究発表をし
たところでございますが、その実践が評価されたということもありま
して、本年度は道徳のみならず道徳特別活動、総合的な学習の時間を
要としまして、生徒指導の機能を生かした人権教育を推進していくと
ころで、本年度、来年度という２年間にわたり研究を進めていくとこ
ろでございます。

鹿児島委員長 　県との関係はどの程度ですか。

川羽田指導主事兼
指導課課長補佐兼

指導係長

　県から予算のほうを頂戴しまして、研究推進事業ということで行っ
てまいります。

吉田教育長 　平たく言えば県の委嘱でもあり、市の委嘱でもあるということで
す。

鹿児島委員長 　委嘱したところにはどのくらい予算が付きますか。
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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

川羽田指導主事兼
指導課課長補佐兼

指導係長

　菖蒲中学校のほうは、１年間で２０万円が上限ということでいただ
いております。久喜小学校のほうは、単年度予算、平成２５年度につ
きましては１６９万２千円をいただく予定でございます。

鹿児島委員長 　市からの予算はどのくらいですか。

川羽田指導主事兼
指導課課長補佐兼

指導係長

　市の持ち出しはございません。

鹿児島委員長 　それと、青葉小とか青毛小とか久喜北小とか、国や県の委嘱を受け
ない、市単独の委嘱校に対しては、どのくらいの予算が付きますか。

川羽田指導主事兼
指導課課長補佐兼

指導係長

　こちらのほうの予算は、研究１年目の学校につきましては１４万
円、２年目は１５万５千円。また、研究委嘱なしの学校につきまして
は４万５千円でございます。

鹿児島委員長 　研究委嘱なしの学校でも４万５千円もらえるわけですか。

川羽田指導主事兼
指導課課長補佐兼

指導係長

　はい。

吉田教育長 　校内研修への補助ということです。

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 　それでは続きまして、「ウ　久喜市同和教育の基本方針の策定につ
いて」の報告をお願いします。

吉田教育長 　お手元に冊子としてございますけれども、これは後で担当課長が説
明申し上げますが、市の基本方針と、それから教育委員会の方針を一
緒にセットとして作成したものですから、そういうことで関係するよ
うな形で策定いたしましたので、報告とさせていただくところでござ
います。では、担当課長から説明をお願いします。

参事兼生涯学習課長 　こちらの市の人権教育と、それから教育行政の人権ということで、
教育委員会のほうとして同和教育の基本方針を定めたところでござい
ます。内容につきましては、お手元の資料のとおりでございますの
で、お時間がありましたらご覧いただきたいと思います。以上です。
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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

吉田教育長 　付け加えさせていただきますと、市のほうでも非常に力を入れてい
るところでございますけれど、それとこのたび人間尊重・平和都市宣
言をしたということ、それから、人権については、大きな柱として市
のほうでもやっておりますし、教育委員会としても一本の大きな柱を
据えてやっております。その一環として同和教育に絞った基本方針と
いうことでございます。

鹿児島委員長 　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。

【会議の非公開】

鹿児島委員長 　教育長報告エ、オ及び議案第１８号から議案第２０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。

（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、「エ　久喜市教育委員会表彰について」、報告をお願い
します。

（非公開案件につき省略）

鹿児島委員長 　続きまして、「オ　久喜市スクールソーシャルワーカーの委嘱につ
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。

鹿児島委員長 　はじめに、「議案第１８号　久喜市学校給食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）
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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

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第１９号　久喜市公民館運営委員の委嘱につい
て」これを上程し、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２０号　久喜市立図書館協議会委員の委嘱に
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 　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。

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第２１号　久喜市生涯学習推進会議幹事会規則
の一部を改正する規則について」を上程し、これを議題といたしま
す。教育長の提案理由の説明を求めます。

吉田教育長 　本規則の一部改正についてでございます。久喜市生涯学習推進会議
の幹事会という組織がありまして、その規則がございます。その一部
改正ということでございます。内容は担当課長から説明を申し上げま
す。

参事兼生涯学習課長 　議案書の７ページと８ページになります。久喜市生涯学習推進会議
幹事会規則の一部を改正する規則でございます。内容につきまして
は、昨年の４月１日なんですが、久喜市の組織設置に関する条例の一
部改正が行われました。内容といたしましては、従前市民税務部とい
うのがございましたが、こちらのほうが昨年の４月１日に市民部とい
う形に改められました。それに伴いまして事務処理のほうが遅くなっ
てしまって申しわけないんですが、今回改正というような形で議案を
提出させていただきました。市民税務部が市民部に改められまして、
そのほか構成となる課の中の役職名ですね、これを整理いたしまして
役職名に改め、それぞれの役職名に改正するものでございます。以上
です。

吉田教育長 　幹事会がどういう役割を担っているのか尐し説明してもらえます
か。
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審　議　会　等　会　議　録

参事兼生涯学習課長 　まず、生涯学習推進会議がございます。これにつきましては、久喜
市の生涯学習を進めるための企画、それから計画ですね、企画立案、
それから計画を作るという形になります。その下に生涯学習推進部と
いうのがございます。こちらについては、実行部隊でございまして、
３つの部会がございます。部会もまた下の係みたいなものがありまし
て、報告会、それから企画、それから編集という形になっています。
主なものとしては、６月に行います「まなびすとフォーラム」、それ
から、毎年２月に行っております「まなびすと久喜」、こちらが大き
な事業でございます。

　それで、幹事会のほうなんですけれども、まず、生涯学習推進会議
のほうで企画、立案等をするわけなんですけれども、主としてやはり
総合振興計画等に基づくいろいろな計画がございますので、幹事会は
その推進会議で審議する議案、こんな形で会議を進めてほしいという
ような議案を作成する立場となります。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第２１号について、質疑をお受けいたします。

（質疑なし）

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２１号　久喜市生涯学習推
進会議幹事会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２２号　久喜市教育振興基本計画（案）につ
いて」を上程し、これを議題といたします。教育長の提案理由の説明
を求めます。

吉田教育長 　久喜市教育振興基本計画の策定につきましては、本計画の策定委員
会という組織を設けまして、ほぼ１年間、計８回にわたりまして策定
委員会でご審議をいただいてまいりました。策定委員会の中には、学
校の校長さんをはじめ学校の関係者、ＰＴＡの代表、それから学識経
験者等、各地区それぞれ、合併の全地区から入っていただいて、１５
名の委員さん方により非常に熱心な協議を進めていただきました。こ
の概要等については、担当課長から説明申し上げますが、かなり練っ
ていただいてでき上がってまいりましたものですので、本日ここでご
協議いただきまして議決をお願いできたらというふうに思っておると
ころでございます。内容については、担当課長より説明させます。
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審　議　会　等　会　議　録

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、議案第２２号、久喜市教育振興基本計画（案）につきま
して、補足説明をさせていただきます。

　本計画（案）につきましては、その内容が教育行政全般に及びます
ことから、その進捗状況につきましては、これまで教育委員会におき
まして報告をいたしますとともに、ご意見等をお伺いしてきたところ
でございます。委員の皆様につきましては、本計画を既にお目を通し
ていただいておりますので、説明に当たりましては、恐縮に存じます
が、改めてこの計画の位置付け、期間と対象、基本的な考え方につい
て及び一部修正した内容につきまして、ご説明をし補足説明とさせて
いただきますので、どうぞよろしくお願いします。

　はじめに、策定経過でございます。資料の１００ページをご覧いた
だきたいと思います。策定経過でございますが、昨年の６月２９日に
開催されました第１回策定委員会において諮問を行い、以降計８回の
策定委員会が開催され、慎重審議の結果、過日４月１８日開催の第８
回策定委員会において、お手元にございますとおり別冊の答申をいた
だいたところでございます。

　なお、策定委員会での審議のほかに広く市民の意見を反映した計画
とするべく、パブリック・コメントを実施したところでございます。
その結果、１７人の方から１８件のご意見をいただき、そのうち計画
に反映したものといたしまして、教師の体罰に関する内容を加えたと
ころでございます。その内容につきましては、後ほどご説明をさせて
いただきたいと存じます。

　次に、計画の位置付けでございます。資料の２ページをお開きくだ
さい。計画の根拠は、本市の実情に応じた教育振興の基本的な計画で
あり、国、県と同様に教育基本法第１７条第２項に定める教育振興基
本計画と位置づけるものでございます。この図のとおり、市の最上位
計画であります久喜市総合振興計画、教育分野との整合を図りつつ、
毎年度策定いたします教育行政基本方針及び重点施策、さらには教育
関連計画ともに本計画の目指すべき具体的施策を総合的、計画的に推
進するものでございます。

　次に、計画の期間、対象でございますが、３ページにございますと
おり、この計画は平成２５年度から平成２９年度までの５か年とし、
対象は教育分野に関する計画でありますことから、原則として市教育
委員会の所管する施策、事業に限定するものでございます。

続きまして、資料の１３ページをお開きください。計画の基本的な考
え方でございます。本計画は、久喜市総合振興計画における教育分野
の大綱「心豊かな人材を育み、郷土の歴史文化を大切にするまち」を
実現するため、人材をはぐくみ、豊かな未来を開くための基本である
という基本的な考え方に立ち、「未来を開く心豊かな久喜の人づく
り」を基本理念とするものでございます。

この基本理念を踏まえ、諸施策を実施していくため、『「総合的な人
間力」をもった次代を担う子どもたちの育成』をはじめとする、次
ページ以降、１４ページ以降に示します教育行政の７つの基本目標を
示すとともに、この基本目標ごとに全部で３８施策の取組を設定しま
す。
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審　議　会　等　会　議　録

　その施策の３８施策でございますが、１６ページ、１７ページに全
部で３８施策の取組を設定してございます。それぞれの施策の展開を
明示するものでございます。

　施策の内容につきましては、資料１９ページ以降となってございま
す。それぞれ基本目標の施策ごとに現状と課題、施策の方向性、主な
取り組みをそれぞれ記述しているものでございます。説明につきまし
ては、一部修正した箇所のみご説明をさせていただきます。

　資料の４２ページをお開きください。基本目標Ⅲの信頼される学校
づくりの推進、３０１、教職員の資質の向上でございます。この主な
取り組みの１の教職員研修の充実でございます。先ほどパブリック・
コメントの意見を計画に反映したと申し上げましたが、今問題になっ
ている体罰についての記述がこれまでなかったことから、これを記述
すべきではないかというふうなご意見がございました。また、策定委
員会において体罰の禁止は教職員の服務ということになっていること
がわからないというご意見ございまして、これらの意見を踏まえ、
（１）の本文、「教職員の資質や指導力の向上を図るため」の次以降
に「県教育委員会と連携した研修や経験年数に応じた研修、いじめ・
体罰など今日的教育課題や教職員として職務を遂行する上での義務
等、服務の徹底に関する研修を充実します」と、このようによりわか
りやすい内容としたところでございます。

　雑駁でございますが、説明は以上でございます。
　なお、この計画案がご議決をいただけましたならば、６月定例会に
議案として上程をする予定となってございます。よろしくご審議のほ
ど、お願い申し上げます。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　ありがとうございました。議案第２２号について、質疑をお受けい
たします。

鹿児島委員長 　最後なので一通りずっと読んできましたので、いくつか質問したい
と思います。まとめて質問しますので、後で答えてください。

　まず、２３ページです。教育の資質向上での主な取組の中の教員研
修の充実で、幼児一人ひとりの教育ニーズに対応できるよう云々とあ
りますね。そこに「研修の充実を図ります」とありますが、よくこの
充実というのを使うんだけども、どういった充実を図るのか、具体的
にどんなことを考えているか、後で教えてください。

　それから、２４ページに「教育時間外の保護者支援」とありますよ
ね。「仕事を持つ保護者や日常で用事がある時など、子どもを安心し
て幼稚園に預けられるよう、預かり保育を検討する」とのことで、
「預かり保育を検討します」と書いてありますよね。これは組織的に
そういうのが可能なのかどうか。時間外でそういうのは今の幼稚園の
体制で大丈夫なのかなという気がします。
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　次に、３２ページの「久喜の子ども、５つの誓い」、これはすごく
いいなと思うんですね。いいアイデアだなと思うので、これをぜひ久
喜市教育委員会と校長会とＰＴＡの役員で徹底したらいいと思いま
す。久喜市ゆかりの中島撫山の関係ですからいいと思います。これは
ぜひ徹底してもらいたいと思います。

　それから、６０ページの「無人施設の２館を含め」とありますが、
無人化の公民館というのはどこですか。

中央公民館長 　南公民館と青葉公民館です。

鹿児島委員長 　それから、６４ページのところでちょっと気になったのは、「施策
の方向性」の尐し上に、「市民大学、高齢者大学共に、入学者数が減
尐傾向にあり」と書いてありますよね。この前、高齢者大学の入学式
に行ったら１１４人入っているんですよね。去年は９４人だから減尐
どころの話しではなくて、むしろ増えているんですよ。市民大学のほ
うを見ると、ことしは２３名、去年は２７名、大学院が１０名となっ
ていまして、果たしてこれが減尐と言えるのかどうか。長期的には減
尐傾向かもしれませんが、本当に学生の確保が課題となっているのか
は疑問です。随分いっぱい来ていたなという印象がありますから、本
当のところはどうなのかなという気がします。以上です。

教育副部長兼
教育総務課長

　ありがとうございました。今、委員長からご指摘がありましたもの
を、内部で検討し、また、もう一度文言等を精査し、その結果を改め
て委員さんお知らせしたいと思います。

吉田教育長 　市民大学と高齢者大学の入学者が減尐傾向にあるという、その考え
方についてなんですが、生涯学習課長としては何かありますか。

参事兼生涯学習課長 　先ほどの人数は、当初の入学の申し込み時点の人数ではないかと思
いますが、入学式に向けて資料をつくっているときは確かに１１４人
でした。しかし、実際当日の入学式のときには何名か抜けていたと思
います。入学説明会をやった時点で回数が多いとか、あと仕事が見つ
かったという方もいらっしゃいましたので。

鹿児島委員長 　入学をやめる人もいるんですか。

参事兼生涯学習課長 　いらっしゃいます。

鹿児島委員長 　そういうことですか。

吉田教育長 　それは直近の例なんですが、高齢者大学の定員は２００人で、市民
大学は４０人なんですよ。それで、もう随分前の話ですけど、スター
ト時の市民大学は４０人の定員いっぱいで始めたんです。高齢者大学
に至っては２００人を超えるくらいでしたよね。

参事兼生涯学習課長 　２２０人で申し込みを受けたと思います。

‐12‐



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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吉田教育長 　そういったように昔は溢れてたんです。その後、どんどん、どんど
ん減ってきて、一時は増加傾向だったんですけど、また減ってきたん
です。それで、この５年ぐらい、特に合併前の２年ぐらい前から、１
学年が２００人とか２２０人だったのに、１００人を切ってしまった
んです。ですから、ここ過去５年間ぐらいの間にぐんぐん減ってきた
というのが実情です。

鹿児島委員長 　そうすると、そういった今教育長が補足説明したようなことを加え
ると、わかりやすくなりますね。

吉田教育長 　ですから、逆に考えれば、合併したのになぜこの程度しか増えない
のかなという認識はあります。まだまだＰＲが足りないのではないか
という思いもあります。

鹿児島委員長 　わかりました。

吉田教育長 　そういうことも踏まえて内部で検討させていただきます。

髙木委員 　内容についてではないんですけども、３４ページに学校保健の充実
という項目があって、「久喜市健康増進計画及び久喜市食育推進計画
に基づいて、各学校において」という文章があるんですけど、実は先
日この久喜の健康増進協議会の委員長、それから、食育推進会議の委
員長の両委員長とお会いして、この計画書をつくったんだけども、こ
れを実践して成果を上げるためには、やっぱり学校で実際この計画で
もってやっていただかないといけないんで、その点を教育委員会から
ぜひ学校に奨励してほしいという依頼を受けました。そこで、それを
出すことと、この教育振興基本計画の下、教育委員会はこうやって文
章化して一生懸命やりますよという報告を両委員長にしておいていた
だきたいんです。

教育副部長兼
教育総務課長

　わかりました。

吉田教育長 　これはもう当然連携していかないといけないものです。
　それと、この計画を５年間で進めていく上なんですが、５年間の中
での現状値と目標値というのを設定しています。この目標値というの
は、現在のデータから基づいて５年間でこのぐらいまで上げていこう
というような考え方で設定していますので、これについては今後年を
重ねていくごとに検証をしなくてはならないと思っています。ですか
ら、年度ごとに評価をして、現状はこういう状態になっていますとい
うようなことは、ご報告しないといけないかなというふうに考えてい
ます。

鹿児島委員長 　県もやってますよね。

吉田教育長 　県もやっています。
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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２２号　久喜市教育振興基
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。

【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。

教育副部長兼
教育総務課長

　次回の教育委員会でございますが、５月２１日で予定をしていま
す。午後１時３０分から、久喜市役所の第６会議室のほうで予定して
いますが、いかがでしょうか。また、第２案としては５月２３日を予
定しております。

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。２１
日ですとちょっと都合が悪いもので、できたら２３日にしていただけ
たらと思いますが、いかがでしょうか。

榎本委員 　２３日は大丈夫です。

髙木委員 　２３日は予定が入っていますが、キャンセルできないこともないと
思いますので、大丈夫だと思います。

坪井委員 　私は大丈夫です。

鹿児島委員長 　それでは、髙木先生にはちょっと申し訳ないんですが、２３日でお
願いします。
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教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、次回の定例委員会は、５月２３日、木曜日。時間は午後
１時３０分から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】

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４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　５月２３日
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