
会 議 の 名 称 平成２５年第５回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２５年５月２３日（木曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後２時４１分まで

開 催 場 所 久喜市役所　第５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 吉田教育長、田中教育部長及び各担当課長

事 務 局 職 員 氏 名

田中教育部長、松本教育副部長兼教育総務課長、山本参事兼指導課
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、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

　　　久喜市教育相談室教育相談員の委嘱について

（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２３号　久喜市立体育施設条例の一部を改正する条例について

議案第２４号　久喜市栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する
　　　　　　　条例について

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

議案第２６号　久喜市立学校評議員の委嘱について

議案第２７号　久喜市教育集会所運営委員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、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（人事案件及び審議・検討等情報のため）

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　

【出席者紹介】

教育副部長兼
教育総務課長

　皆さん、こんにちは。始めに、去る、３月１９日開催されました２
月定例議会最終日におきまして、任期満了に伴います教育委員さんの
選任が行われましたので、ご報告させていただきます。
　５月２０日をもちまして任期満了となりました鹿児島金衛委員が、
平成２９年５月２０日までの任期で再任されております。

　また、本日鹿児島委員に田中市長から辞令の交付があったところで
ございます。あわせてご報告申し上げます。今後ともどうぞよろしく
お願いします。

【仮議長選出】

教育副部長兼
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まして、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）

教育副部長兼
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 　それでは、恐縮でございますけども、ご指名にあずかりましたの
で、しばらくの間、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２５年久喜市教育委員会第５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】

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  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、榎本委員、坪井委員にお願いいたします。よろしくお願い
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、よろしいでしょうか。

（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、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２５年４月２３日に
開催いたしました、第４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）

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。

【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。

【会議の非公開】

鹿児島委員 　教育長報告につきましては、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。

鹿児島委員 　それでは、「久喜市教育相談室教育相談員の委嘱について」、報告
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５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

（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。暫時休憩いたしま
す。

（暫時休憩）

鹿児島委員 　再開いたします。

【議事・議案審議】

鹿児島委員 　日程第４、議事に入ります。

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、選挙についてでございます。このたび、先ほど話しがあ
りましたとおり、委員長さんの任期が満了となりましたことから、新
たに委員長さんを選ぶ、選挙する必要がございます。そういうことか
ら、規定によりまして、その選挙についてお願いしたいというふうに
思います。

鹿児島委員 　それでは、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。

（坪井委員の挙手あり）

鹿児島委員 　坪井委員どうぞ。

坪井委員 　指名推薦でお願いしたいと思います。

鹿児島委員 　ただいま、坪井委員より指名推薦の方法がよいとの意見がありまし
たが、いかがでしょうか。

（賛成との声あり）

鹿児島委員 　それでは、全員賛成ですので指名推薦で行います。どなたかをご推
薦願います。

（坪井委員の挙手あり）

鹿児島委員 　坪井委員どうぞ。
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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

坪井委員 　続いて申し訳ありません。経験豊富で、今までも実績のある鹿児島
委員さんに、委員長を引き続きお願いしたいと思います。よろしくお
願いいたします。

鹿児島委員 　ただいま、坪井委員より委員長に私鹿児島との推薦がございました
が、いかがでしょうか

（賛成との声あり）

鹿児島委員 　それでは、誠に恐縮でございますけども、全員一致でございますの
で、私鹿児島が引き続き委員長を務めさせていただきます。

　微力ではございますが、先生方の皆様の変わらぬご支援とご協力を
賜りまして、久喜市教育行政の発展のために全力を尽くしてまいりた
いと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

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。

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。

吉田教育長 　これも関係の法律に基づいて指定を行うということでございますの
で、よろしくお願いをしたいと思います。

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。

（坪井委員の挙手あり）

鹿児島委員長 　坪井委員どうぞ。

坪井委員 　先ほどと同様に、指名推薦でお願いしたいと思います。

鹿児島委員長 　指名推薦の方法がよいとのご発言ございましたけれども、よろしい
でしょうか。

（賛成との声あり）

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。

（坪井委員の挙手あり）

鹿児島委員長 　坪井委員どうぞ。

坪井委員 　続いて申し訳ありません。前期もいろいろとご苦労されて、立派に
代理を務めていただいた榎本委員さんにお願いしたいと思います。
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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

鹿児島委員長 　ただいま、坪井委員より委員長職務代理者に榎本委員との推薦があ
りましたが、よろしいでしょうか。

（賛成との声あり）

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。榎本委員から就任のご挨拶をお願いします。

榎本委員 　ただいまご推薦いただきました榎本でございます。
　丸々３年が終わったということで、いろいろ皆さん方にご協力いた
だきながらやってまいりましたが、何も結果を残せずに今に至ってお
ります。また、鹿児島先生のほうも委員長をまた引き受けられたとい
うことで、先生のほうの手足になり、皆さん方のこれからのご支援を
いただきながら教育行政に邁進していきたいと思いますので、よろし
くお願いします。

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。事務局案がありましたら、提
案をお願いします。

教育副部長兼
教育総務課長

　事務局案といたしまして、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、以下委員選任順に時計回りということ
で考えております。ただし、教育長は５番とするものでございます。
以上でございます。

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。

（賛成との声あり）

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）

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第２３号　久喜市立体育施設条例の一部を改正
する条例について」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 　実は、体育施設が一部、１箇所使えなくなってしまうということが
出てまいりまして、その関係からこの体育施設条例の一部を別紙とお
りに改正したいということで、議決をお願いしたいと思います。

　内容については、担当課長から説明を申し上げます。

参事兼生涯学習課長 　それでは、議案の第２３号、久喜市立体育施設条例の一部を改正す
る条例につきまして説明をさせていただきます。
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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

　お手元の議案書５ページになります。それから、議案の参考資料の
ほうは、新旧対照表が１ページになります。今回の改正につきまして
は、平成２６年度から久喜市立体育施設へ指定管理制度を導入するこ
と及び、ただいま教育長のほうから説明がございましたけれども、体
育施設の１つでございます西大輪運動広場を本年７月１０日をもって
廃止することに伴いまして、久喜市立体育施設条例の所要の改正を行
うものでございます。

　初めに、第２条の改正でございます。ここでは、ただいま申し上げ
ました西大輪運動広場を廃止することに伴いまして、体育施設の名称
及び位置から西大輪運動広場を削除するものでございます。

　次に、第１５条を第２０条に改めまして、新たに５条を加えるもの
でございます。新たな１５条では、指定管理による管理を定めるもの
でございまして、内容といたしましては、体育施設の設置の目的を効
果的に達成するため教育委員会が指定するものに、第１項第１号から
第３号に掲げる業務を行わせることができるように定めるとともに、
第２項では指定管理者が前項の業務を行う場合に、本条例の一部を読
みかえられるように定めるものでございます。

　次に、第１６条では利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定に
ついて定めるものでございまして、内容といたしましては、指定管理
者に体育施設の利用に係る料金を、利用料として指定管理者の収入と
して収受させることができる旨を明記するものでございます。

　また、指定管理者が徴収する料金につきましては、別表第４に定め
る範囲内で利用料金を定め、あらかじめ市長の承認を受けなければな
らないことを定めるものでございます。

　次に、第１７条でございますが、第１７条は利用料金の納付等に関
することを定めるものでございまして、内容といたしましては、利用
者は指定管理者が定めた利用料金を指定管理者に納付すること、それ
から第２項では、利用者が第１項の規定に違反した場合に、指定管理
者が行うことのできる処分、第３項におきましては指定管理者が第２
項の規定による処分を行った際に発生した損失への補償について定め
るものでございます。

　次に、第１８条でございますが、利用料金の減免に関することを定
めるものでございます。内容といたしましては、指定管理者は必要が
あると認めるときは利用料金の減額または免除することができる旨を
定めるものでございます。

　次に、第１９条でございますが、利用料金の返還について定めるも
のでございます。内容といたしましては、第１号及び第２号いずれか
のことに該当した場合につきましては、利用料金の全部または一部を
返還することを定めるものでございます。

　次に、別表の関係でございますが、別表の第１、別表の第４の１か
ら西大輪運動広場に係る項目を改め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５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

　最後に、附則の関係でございますけれども、第１項は施行期日を定
めるものでございまして、この条例は平成２６年４月１日から施行す
るものでございます。また、第２条別表第１及び別表第４の西大輪運
動広場の廃止に伴う改正規定は、平成２５年７月１１日から施行する
ものでございます。

　次に、第２項は経過措置を定めたものでございまして、本条例施行
前に教育委員会が行った利用の許可、その他の処分または教育委員会
に対してされた申請その他の行為は、本条例施行後の指定管理者がし
た利用の許可、その他の処分は当該指定管理者に対してされた申請そ
の他の行為とみなすことを定めるものでございます。

　以上が議案２３号、久喜市立体育施設条例の一部を改正する条例に
ついてでございます。以上です。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　ありがとうございました。それでは、議案第２３号について、質疑
をお受けいたします。

鹿児島委員長 　この１９条に利用料金は返還しないとあって、ただし、次の各号の
いずれかに該当する場合は返還するとありますが、今までに返還した
例があるんですか。

参事兼生涯学習課長 　東日本大震災の関係で前納された分については、返還した例がある
かと思います。

鹿児島委員長 　全体としては、指定管理者に伴うことで変わっているんですね。

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）

鹿児島委員長 　異議なしと認めます。よって、「議案第２３号　久喜市立体育施設
条例の一部を改正する条例について」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。
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鹿児島委員長 　続きまして、「議案第２４号　久喜市栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター条例
の一部を改正する条例について」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 　この条例の一部改正でございますけれども、ただいま議案第２３号
で可決をしていただきました体育施設条例との関係もございます。や
はり指定管理者によるというふうな、指定管理者制度に移行する関係
での議決をお願いしたいというふうなことでございます。

　内容については、担当課長がご説明を申し上げます。

参事兼生涯学習課長 　それでは、議案第２４号　久喜市栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一
部を改正する条例につきまして説明をさせていただきます。

　お手元の議案書のほうにつきましては、９ページになります。議案
参考資料の新旧対照表につきましては７ページになります。

　今回の改正につきましては、ただいま教育長からお話しがありまし
たとおり、Ｂ＆Ｇ海洋センターにつきましても来年の４月１日から指
定管理者制度を導入することに伴いまして、今回改正を行うものでご
ざいます。

　初めに、第６条でございますけれども、第６条の改正につきまして
は文言の整理でございます。

　次に、第１５条の改正でございます。第１５条を２０条に改め、新
たに５条を加えるものでございます。初めに、第１５条でございま
す。第１５条につきましては、指定管理者による管理でございます。
これにつきましては、先ほどの体育施設の条例の一部改正と同様に、
指定管理者が管理を行うことのできるように業務の範囲を定めるもの
でございます。

　次に、第１６条でございます。第１６条につきましては、利用料金
収入の帰属及び利用料金の額の決定についてでございます。これも同
様に、海洋センターの利用に係る料金の利用料を指定管理者の収入と
して収受させることができることを定めるとともに、指定管理者は利
用料金の設定にあたっては、別表第４にある範囲内で利用料金を定
め、またその定めるにあたっては市長の承認を得なければならないこ
とを定めるものでございます。

　次に、第１７条でございますけれども、第１７条は利用料金の納付
等についてでございます。これも先ほどの体育施設と同様に、利用者
は指定管理者が定めた利用料金を指定管理者に納付すること、それか
ら第２項におきましては、利用者が第１項の規定に違反した場合につ
きましては指定管理者が行うことができる処分、第３項におきまして
は指定管理者が第２項の規定による処分を行った際に発生した損失へ
の補償について定めたものでございます。

　次に、第１８条でございますけれども、利用料金の減免でございま
す。指定管理者は、必要があるときは利用料金を減額すること、また
は免除することができることを定めるものでございます。
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　第１９条につきましては、利用料金の返還についてでございます。
第１号及び第２号のいずれかに該当した場合につきましては、利用料
金の全部または一部を返還することを定めるものでございます。

　続きまして、附則でございます。第１項は施行期日を定めるもので
ございまして、この条例は平成２６年４月１日から施行するものでご
ざいます。次に、第２項では経過措置を定めたものでございまして、
本条例施行前に教育委員会が行った利用の許可、その他の処分、また
は教育委員会に対してされた申請その他の行為は、本条例施行後の指
定管理者がした指定の利用の許可、その他の処分または当該指定管理
者に対してされた申請その他の行為とみなすことを定めるものでござ
います。

　以上が議案第２４号、久喜市栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を
改正する条例についてでございます。以上です。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第２４号について、質疑をお受けいたします。

坪井委員 　６条についてちょっとお伺いいたします。旧条例ですと、職員を置
くということで、義務規定だったような気がしますが、改正案ですと
置くことができるということで、置かなくてもいい任意規定に変わる
と思いますが、利用者側からすると、職員を置かないでどう対応する
のか、職員のかわりの対応とか、その辺はどのように考えているんで
しょうか。

参事兼生涯学習課長 　具体的には、これから指定管理者に関する募集要領というか、募集
の要項ですか、それを定めて公募でやるんですけれども、その募集要
項の中で職員の適正配置ということで、何名という明記はしませんけ
れども、管理できる職員を配置するような形で募集要項を作成して公
募を受けるような形になります。ですから、職員がいなくなるという
話ではございません。

坪井委員 　そうしたときに、センターの所長とかという名称とかは、そのまま
引き継ぐわけですか。

参事兼生涯学習課長 　そうですね。そんなような形になります。

鹿児島委員長 　来年の４月１日から指定管理者制度が始まるということですが、先
ほども出ましたけども、決めるまでの手順について若干説明してもら
えますか。

参事兼生涯学習課長 　これからのスケジュールなんですけれども、まず本日、ただいま議
案を審議していただいておりますけれども、これで議決をいただきま
したら、６月の定例議会のほうに、先ほどの体育施設の条例の一部を
改正する条例と、それからこの栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を
改正する条例につきまして上程をいたします。
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審　議　会　等　会　議　録

　それで、それが議決をいただいた後に、募集を公募で行う予定なん
ですけれども、「広報くき」、それからホームページの掲載というこ
とで、その公募のお知らせをするというような形になります。

　あわせて募集要項の作成が並行していくんですけれども、その募集
要項をつくった後に公募の説明会があります。説明会をやった後、現
地の説明会、それで説明会をやると、必ずいろいろな問題点、疑問点
が出てきますので、質問の受け付け等をします。

　その後に申請書を出していただくというような形になりますけれど
も、説明会を８月の上旬に考えています。質問書の回答は、お盆明け
ぐらいな形になります。その後、申請書を受けるんですが、これが８
月の下旬ごろを予定しています。出てきたものを今度審査するわけで
すけれども、その審査が８月の下旬から９月の上旬というふうな形を
予定しています。

鹿児島委員長 　審査はどこで行うんですか。

参事兼生涯学習課長 　まず、１次審査は現課、今回は生涯学習課のほうで行います。１次
審査が終わった後に、今度は審査の結果の通知ということで、申請を
された方のほうにその結果の通知を出します。

　その後、今度は２次審査があります。２次審査につきましては、市
の職員、それから副市長、それと学識経験者ということで、弁護士さ
んとか公認会計士さんが入るんですけれども、たしか６名だったと思
いますけれども、公募の選定委員会にかけます。

　この選定委員会が１０月の上旬を予定しております。そこで指定管
理者の候補者が決まります。Ａ社、Ｂ社、Ｃ社というような感じで、
３社出てくれば、それに順位をつけて１番、２番、３番というような
形になりますけども、１番が候補として１番になりますので、その結
果の通知を申請された方に出します。

鹿児島委員長 　それはいつごろですか。

参事兼生涯学習課長 　それが１０月の下旬になります。申請された方のほうにその通知が
行きますので、そこで意思決定をします。１番となりましたが、受け
ますか受けませんかというような形で意思を確認します。

鹿児島委員長 　確認するわけですか。

参事兼生涯学習課長 　確認します。受諾の意思確認ができたら、１１月に予定しておりま
す１１月議会に指定管理者の指定の議案として出します。そこで議決
をいただいて初めて指定管理者の決定というような形になります。

　その後、引き継ぎ等を行いまして、来年の２月下旬に協定書を結ん
で、４月１日から指定管理者がプールのほうの管理をするという流れ
です。
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審　議　会　等　会　議　録

鹿児島委員長 　協定を結ぶまでのこの後の仕事が大変だと思いますので、しっかり
やってもらいたいですね。

参事兼生涯学習課長 　そうですね。特に決まった後の引き継ぎですね。行うべき仕事の内
容を細かく引き継ぐのが一つ大きな仕事だなと思います。

鹿児島委員長 　漏れのないようにお願いしたいと思います。

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。

【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２４号　久喜市栗橋Ｂ＆Ｇ
海洋センター条例の一部を改正する条例について」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。

【会議の非公開】

鹿児島委員長 　議案第２５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２６号及び議案第２７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、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２５号　平成２５年度久喜市一般会計補正予算
（第２号）（案）に係る意見聴取について」をを上程し、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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鹿児島委員長 　続きまして、「議案第２６号　久喜市立学校評議員の委嘱につい
て」をを上程し、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 　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。

【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

　それでは、６月の定例委員会の日程でございますが、第１案として
６月の２８日、もしくは第２案としまして６月２０日、いずれかを予
定しております。

鹿児島委員長 　６月の２０日または２８日ですね。

教育副部長兼
教育総務課長

　はい。

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。

髙木委員 　２８日がいいです。２０日は駄目です。

鹿児島委員長 　坪井委員さんはどうですか。

坪井委員 　私は２８日が駄目です。

鹿児島委員長 　そうすると、他に案はありますか。
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教育副部長兼
教育総務課長

　６月は議会の開催の関係がございますことから、他の案としますと
２４日もしくは２５日はいかがでしょうか。

鹿児島委員長 　髙木先生はいかがですか。

髙木委員 　２５日は駄目です。

鹿児島委員長 　坪井委員さんはどうですか。

坪井委員 　どちらでも大丈夫です。

鹿児島委員長 　榎本委員さんはどうですか。

榎本委員 　私も大丈夫です。

鹿児島委員長 　それでは、２４日でお願いします。

教育副部長兼
教育総務課長

　わかりました。それでは、６月２４日の午後１時３０分ということ
で、場所については改めてご通知申し上げますので、よろしくお願い
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５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　榎本　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　坪井喜代子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　森田　洋輔

平成２５年　６月２４日
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