
会 議 の 名 称 平成２５年第６回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２５年６月２４日（月曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後２時５３分まで

開 催 場 所 鷲宮総合支所　４０４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、須賀菖蒲図書館長、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　久喜市立幼稚園の保育料について

　　　イ　久喜市教育活動指導員の委嘱について

（４）議事

議案第２８号　久喜市幼児教育研究協議会委員の委嘱について

議案第２９号　久喜市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則に
　　　　　　　ついて

議案第３０号　久喜市栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則の一部を
　　　　　　　改正する規則について

議案第３１号　久喜市立小・中学校の学期制に関する方針について

（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、ただ今より定例の教育委員会を始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６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、あらかじめ委員の先生方のお手元
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、委員長にお
いて指名させていただきます。
　本日は、榎本委員と髙木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２５年５月２３日に
開催いたしました、第５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。
　お手元の会議録について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。

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

【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　久喜市立幼稚園の保育料について」、報告をお願
いします。

吉田教育長 　それでは、資料を用意させていただいておりますが、第６回定例委
員会教育長報告という２枚つづりのものがあるかと思います。ちょっ
とご覧いただきたいというふうに思います。

　記載させていただきました最初のページのところに、久喜市立幼稚
園保育料等検討委員会委員長の西崎道喜先生名で、このたび保育料を
検討いただいたことについての答申をいただきました。この内容等に
ついては、詳しく担当課長が説明、報告をさせていただきますので、
よろしくお願い申し上げます。

学務課長 　お手元のほうに資料ございます審議の内容についてご説明申し上げ
ます。

　平成２５年１月に久喜市立幼稚園保育料等検討委員会のほうに久喜
市立幼稚園保育料の検討について諮問を行いました。５月２９日まで
に全部で４回の審議を行っていただきました。

　第１回と第２回では、過去の経過や近隣市町のデータをもとに、現
行８，０００円の保育料の妥当性について審議をいただいたわけでご
ざいます。また、第３回では市立幼稚園の存在意義と市民ニーズ等を
もとに審議をいただきまして、また第４回では答申（案）の内容につ
いて検討いただきました。お手元の資料にもございますように、６月
４日に委員長、副委員長のほうから答申をいただいたわけでございま
す。

　答申の中段にあります、審議の内容について尐しご説明申し上げま
すと、存在意義と市民ニーズということで、第３回の検討委員会で審
議いただきまして、久喜市立幼稚園として本市の施策であります尐子
化対策とか子育て支援の具現について意見をいただいております。

　それから、所得の差によらない教育現場の提供ということで、市立
幼稚園の位置づけについてご意見をいただいております。さらに、評
議員制度によります保護者、地域の声を生かした運営ということで、
審議をいただいております。

　加えて、教育の連続性ということで、公立の小学校との連携を図り
ながら、展開していくことについてもご意見をいただいております。

　また、経営理念や教育方法の違いによって保護者の選択肢の拡大の
寄与ということもございますので、その辺についても意見をいただい
ております。

　このように、公共性、社会性の使命を担っているということで、公
立幼稚園の存在意義、市民ニーズについて意見をいただいたところで
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

　一方の保育料につきましては、私立幼稚園とのバランスが欠けてい
るということで、費用全体から見て妥当性に関する意見が出されてお
ります。

　しかしながら、現在特に国のほうで子ども・子育て支援新制度とい
たしまして、平成２７年度からの実施に向けて子ども・子育て会議が
進められております。

　さらに３歳から５歳の幼児教育の無償化ということで、平成２６年
度から段階を追って進めていくという状況もございます。

　そういう中で、審議におきましては運営経営費や私立幼稚園及び他
市町村の公立幼稚園との保育料の比較検討を行った結果、久喜市立幼
稚園の保育料であります８，０００円につきましては、現段階では見
直しに値する根拠を見出すことができないという結論に至ったわけで
ございます。

　そのようなことから、お手元にございます答申をいただいたわけで
ございますけども、結論を見出すことができないということで、事務
局といたしましては、現行のままでいきたいというふうに考えており
ます。以上でございます。

教育部長 　私のほうからも尐し補足をさせていただきます。これにつきまして
は、お手元の資料の写しのとおり答申をいただいたわけですが、教育
委員会として委員長名で審議会のほうへ諮問をしたということでござ
います。

　ですから、結果としましては、いただいた答申は現行の料金でとい
うことでいただいておりますので、教育委員会のこの会議の中で合意
いただけたらというふうに思っております。

鹿児島委員長 　こ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 　今回、答申が出たわけですけど、審議にあたっては、委員さんの中
には私立幼稚園の方もいらしたかと思いますが、私立幼稚園関係の方
からはどういった意見が出てましたか。

学務課長 　保育園と同じように応能で保育料を決定すべきではないかというご
意見がありました。

鹿児島委員長 　応能というのは具体的にはどのようなものですか。

学務課長 　所得額に応じて保育料が増減するようなものです。

鹿児島委員長 　そうすると、応能だと一律ではなくなるのですね。

学務課長 　はい。一律ではなくなります。

鹿児島委員長 　ほかにはありましたか。
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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

学務課長 　はい。市立幼稚園の運営には税金が投入されておりますが、それら
が市立幼稚園に通園する園児約２００人のみが恩恵を受けるように
なっていますから、そのあたりが果たしてよいことなのかというご意
見もありました。

　また、市立幼稚園としての役割ということで、国が定めております
教育要領に基づいた先進的な教育を実践して、久喜市の幼児教育を
引っ張っていくということであれば、たとえ２００人の園児で保育料
が８，０００円であったとしても、それは妥当ではないかというふう
な意見もいただいております。

鹿児島委員長 　ほかに、委員の先生方、何かございますか。

坪井委員 　８，０００円の保育料ということなんですが、近隣市町の公立の幼
稚園と比較してどうなのでしょうか。

学務課長 　近隣と比較しても決して高くも安くもないというレベルです。

吉田教育長 　重要なことですので、具体的な金額がわかれば説明してください。

学務課長 　さいたま市が７，０００円です。それから熊谷市が５，９００円、
加須市が６，０００円です。それから坂戸市が９，０００円、幸手市
が１万円、杉戸町が９，０００円ということですので、比較しても決
して高くも安くもないということになるかと思います。

吉田教育長 　ちょうど中間あたりになるかと思います。

榎本委員 　加須は市立の幼稚園が多いんですよね。

吉田教育長 　市立が多いです。

教育副部長兼
教育総務課長

　小学校単位で市立幼稚園があります。

学務課長 　市立幼稚園が１３園ございます。

吉田教育長 　現在の８，０００円というのは、旧の久喜市での保育料と同じなん
ですが、合併後に８，０００円に統一をいたしました。その後、栗橋
幼稚園だけは、入園料として１万円とっていたんですけど、それは好
ましくないということで、入園料を廃止しました。

　そして、やはりこの８，０００円という保育料の金額についても、
今後検討が必要であるというふうなご意見いただいていたので、今回
その検討委員会を立ち上げて検討していただきました。

‐5‐



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

　その結果がやはり今の制度や動向をはじめとして、いろんなことを
勘案したときには、現段階においては見直す根拠を見出すことはでき
ないとの答申でございましたので、ここで教育委員の皆様方にご了解
をいただければ、議案として提出せずにこのまま現行どおりで継続し
たいというふうなことでございます。

鹿児島委員長 　坪井委員、いかがですか。

坪井委員 　今の状況を聞きますと、高いところもありますけれども、低いとこ
ろもありますので、今の８，０００円が妥当な線と考えられるかと思
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。

【会議の非公開】

鹿児島委員長 　教育長報告イ及び議案第２８号、これ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思いま
す。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、「イ　久喜市教育活動指導員の委嘱について」、この報
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 　日程の第４、議事に入ります。

鹿児島委員長 　はじめに、「議案第２８号　久喜市幼児教育研究協議会委員の委嘱
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）
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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２９号　久喜市体育施設条例施行規則の一部
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 　それでは、久喜市立体育施設条例施行規則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したいと思います。

　これは、指定管理者に移行するという関係等からの改正でございま
す。

　内容については、担当課長が説明を申し上げます。

参事兼生涯学習課長 　久喜市立体育施設条例施行規則の一部を改正する規則につきまし
て、説明をさせていただきます。

　今回の改正につきましては、久喜市立体育施設で指定管理者制度を
導入すること及び平成２５年７月１０日をもって西大輪運動広場を廃
止することに伴いまして、久喜市立体育施設条例とともに、久喜市立
体育施設条例施行規則にも所要の改正を行うものでございます。

　初めに、第１１条の改正でございます。第１１条を第１４条に改
め、新たに３条を加わるものでございます。

　次に、新たな第１１条は、指定管理者による管理を定めるもので、
内容といたしましては、条例第１５条第１項に規定する体育施設の管
理に関する業務を行う場合に、条例第３条、第４条、第６条の規定の
一部を読みかえるよう定めるものでございます。

　次に、第１２条は、利用料金収入の承認手続を定めるもので、内容
といたしましては、指定管理者が条例第１６条の第２項の規定によ
り、利用料金を定める場合の承認手続を定めるものでございます。

　次に、第１３条は、利用料金の返還額を定めるもので、内容といた
しましては、条例第１９条第１号による場合は、既納の利用料金の全
額を、条例第１９条第２号による場合は、指定管理者がその都度額を
定めるものとするものでございます。

　次に、別表から西大輪運動広場を削除し、様式第４号を新たに加え
るものでございます。

　様式の第４号につきましては、料金の承認の申請書の様式でござい
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

　続きまして、附則の関係でございます。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。ただし、別表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項で、久喜市教育委員会事務局組織規則の一部を改正す
るものでございまして、久喜市教育委員会事務局組織規則第２条第２
項の表のうち、生涯学習課のこの項の中で「、西大輪運動広場」を削
るものでございます。

　以上が久喜市立体育施設条例施行規則の一部を改正する規則の概要
でございます。以上です。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　それでは、議案第２９号について質疑をお受けいたします。

坪井委員 　第１２条で利用料金の承認申請を提出することになっていますけ
ど、市長に提出して、その後の承認手続きはどのようになっています
か。出された内容で承認するとか、あるいは承認申請を提出すればそ
れで済むとか、そのあたりの説明をお願いします。

参事兼生涯学習課長 　この点につきましては、指定管理者の議決をいただいて制度を導入
した場合に、条例に定められている施設の料金を、仮に同額でやる場
合であっても申請をしていただいて、市長のほうでそれがいいか悪い
かを決めるという形になります。

　これは、同じ料金でも構いませんし、指定管理者のほうの裁量で
もって安くすることも可能です。例えば、鷲宮の温水プールとか菖蒲
の温水プールは一般の利用だと現在は４００円です。そして、今回の
指定管理は５年間の期間で出そうと進めているのですけれども、そこ
で、我が社がとった場合には例えば４００円のところを５年間は３８
０円でやるとか３５０円でやるとか、そういったこともできるように
なります。

　要は上限が条例で決められた金額になりますので、その範囲内であ
れば安くてもＯＫというふうな形になります。そのあたりの出された
内容を、市のほうでそれでいいかどうかを承認するわけでございます
けれど、極端な金額でなければ、出されればその金額が承認されるよ
うな形になろうかと思います。

榎本委員 　例えば年の恒例でイベントがあって、これが来年もあるということ
であれば、交渉によっていくらか利用料のほうが抑えられるというこ
とも可能ですか。

参事兼生涯学習課長 　内容によってだと思います。

榎本委員 　内容によってですか。
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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

参事兼生涯学習課長 　それと、別の条項の中で減免の規定がございますので、実施される
方、実施される団体のほうで公益性があるものであれば、減免の対象
になります。内容によって免除、もしくは５割減額というふうな形に
なろうかと思います。これは、ケース・バイ・ケースの判断になりま
す。

髙木委員 　先ほどの坪井委員さんのご質問に関連するのですが、承認申請が
あって、そこでの額が妥当かどうかを評価するのはどの機関で行うの
ですか。市長が一人で判断するのか、それとも何かの協議機関が存在
するのか、その辺はどうなんですか。

参事兼生涯学習課長 　別の諮問機関に諮るとかそういうことではなくて、申請を受理した
担当部署で、通常の役所の決裁ラインで判断していくような形になろ
うかと思います。

　あとは、指定管理者のその募集をかけて、参加したい方から事業計
画書が出てきます。事業計画書の中にも、当然そういう収支の関係の
あれの項目がございますので、それについては第三者の機関である選
定委員会を設けまして、こちらは市の職員と外部の専門的知識を持つ
方たちの計６名で構成する審査会になりますが、その段階でも審査さ
れるような形になろうかと思います。

鹿児島委員長 　西大輪の運動広場なんですけど、これは７月１０日まで使えるわけ
ですか。

参事兼生涯学習課長 　はい。

鹿児島委員長 　主に使っている団体さんは、どういった方で、その団体さんにはど
ういうふうにこの内容を周知していますか。

参事兼生涯学習課長 　久喜のリトルシニア、野球連盟、それからソフトボール連盟、それ
から鷲宮のグラウンドゴルフの団体のほうです。野球とソフトボール
が主です。

　また、周知についてですが、このことが起きたのが、まず１月の段
階で平成２５年の３月をもって契約が切れるということがありまし
て、契約の更新を１月の段階で地権者の方に連絡をしたところ、その
段階で、もう次の更新はしないよというような意思表示がありまし
た。ただし、その後についても根強く、更新をお願いしたいというこ
とでお話をしていたんですけども、２月の末の段階で次の更新はでき
ないというような形になりましたので、その段階で年間を通じて多く
利用されている団体さんのほうには、使えなくなるというようなお話
しをしたところでございます。

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）
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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 　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。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、「議案第２９号　久喜市体育施設条
例施行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３０号　久喜市栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター条例
施行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 　これにつきましても、前の市の体育施設の条例の施行規則の一部改
正についてと同様に、指定管理者制度に移行するという関係から、一
部の改正をお願いしたいというふうな内容でございます。

　詳しいことにつきましては、担当課長から説明を申し上げます。

参事兼生涯学習課長 　久喜市栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則の一部を改正する規則
について、説明をさせていただきます。

　今回の改正につきましては、久喜市栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センターへ指定
管理者制度を導入することに伴いまして、久喜市栗橋Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター条例とともに、久喜市栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則にも
所要の改正を行うものでございます。

　初めに、第１３条の改正でございます。第１３条を第１６条に改
め、新たに３条を加えるものでございます。

　次に、新たな１３条は、指定管理者による管理を定めるもので、内
容といたしましては、条例第１５条第１項に規定する海洋センターの
管理に関する業務を行う場合における、条例第３条から第５条まで及
び第８条の規定の一部を読みかえようと定めるものでございます。

　次に、第１４条は、利用料金収入の承認手続を定めるものでござい
まして、内容としては先ほどの体育施設の規則の改正と同じ内容でご
ざいます。指定管理者が第１６条第２項の規定により利用料金を定め
る場合の承認手続を定めるものでございます。

　次に、第１５条は利用料金の返還の額を定めるもので、内容といた
しましては、条例第１９条第１号による場合は、既納の利用料金の全
額を、条例第１９条第２号による場合は、指定管理者がその都度額を
定めるものでございます。

　次に、様式第４号を新たに加えるものでございます。様式第４号に
つきましては、先ほどと同じ利用料金の承認の申請書でございます。
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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

　続きまして、附則の関係でございます。この規則は、平成２６年４
月１日から施行するものでございます。

　以上が久喜市栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則の一部を改正す
る規則の概要でございます。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。議案第３０号について、質疑をお受けい
たします。

鹿児島委員長 　栗橋の海洋センターはいつ頃の設置ですか。

参事兼生涯学習課長 　昭和６３年の２月です。

鹿児島委員長 　そうすると、開設から２５、６年経つわけですか。

参事兼生涯学習課長 　２５年になります。

吉田教育長 　補足になりますが、ここは利用者が非常に多いんです。全国各地に
Ｂ＆Ｇという施設があるんですけど、その中でもトップクラスで、特
Ａという評価を受けています。この特Ａの評価をいただくと、財団か
ら優遇されるということありまして、今年度施設を修理するわけです
が、その関係でもかなりの助成金を出していただいて、補修ができる
ということがあります。

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。

【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３０号　久喜市栗橋Ｂ＆Ｇ
海洋センター条例施行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３１号　久喜市立小・中学校の学期制に関す
る方針について」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５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

吉田教育長 　久喜市立小・中学校の学期制に関する方針についてということでご
ざいます。このことについては、この後、担当課長のほうから、詳し
く説明をさせていただきますが、大まかに申し上げますと、合併後、
２学期制と３学期制が混在をしていて、久喜地区は２学期制、他の３
地区は３学期制というふうなことで進めてきております。

　それぞれ一生懸命やってきた中ですけれども、やはり混在している
ことからのいくつかの課題もありましたし、やはり合併時の調整方針
がありますので、統一に向けて、学期制検討委員会にて何回も何回も
検討していただきました。

　その結果が、今回の資料にございます意見書でございます。そし
て、今回、議決をお願いするものは、その意見書の内容に基づきまし
て、具体的にはどういうふうにしたらいいかというふうなことについ
ての提案でございます。

　この中で１２ページをご覧いただきたいと思いますが、３学期制の
よさ、２学期制のよさを両方合わせて新しい形の３学期制というふう
な方向に、いわば新しいスタイルの３学期制にするということがよろ
しいのではないかということで、やはり私ども事務局側としても考え
ておりまして、その方向での方針についての案を提出させていただき
ました。

　それでは、内容については、指導課長から説明をさせていただきま
す。

参事兼指導課長 　それでは、久喜市立小・中学校の学期制に関する方針について、ご
説明をさせていただきます。

　まず、新しい学期制の導入についてでございます。まず、市内全
小・中学校を統一するものとしました。学期制につきましては、平成
２２年３月の合併時においては、旧市町の学期制を踏襲し、合併後調
整を図ることとしました。

　現在、同一市内に異なる学期制が混在することにより、共通する教
育活動の日程調整が困難であることや、児童・生徒、保護者へ不安感
を与える等の課題がございます。

　また、本市の学校教育におきましては、各小・中学校における小中
連携の取り組みが推進されておりますことからも、市内全小・中学校
が同一の学期制をもとに教育が進められることが望ましいと考えま
す。

　次に、新しい３学期制にすることについてでございます。現在、久
喜市内で行われております３学期制と２学期制の成果と課題、また学
期制検討委員会からの意見書を踏まえ、久喜市内で実施している２学
期制と３学期制のよさを生かした新しい形の３学期制を実施すること
が望ましいと考えます。

　まず、３学期制とした理由について３点申し上げます。

‐12‐



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

　１点目は、市内保護者アンケートにおいて３学期を望む意見が２学
期制を大きく上回っていることです。議案参考資料の１９ページをご
覧いただければと思います。３学期制を望む意見が４５パーセント
強、２学期制を望む意見が１５パーセント強という結果になりまし
た。保護者の意見や考えを学校運営に反映することは、学校教育を進
めるに当たって重要なものと考え、このアンケート結果を重視する必
要があると考えます。

　２点目は、学習状況の評価を長期休業前に児童生徒、保護者に示す
ことにより、一人ひとりの児童生徒が抱える学習上の課題の解決への
取り組みが、長期休業中に児童生徒の自覚に基づき行われることが期
待されます。このことは、議案参考資料の１８ページにございます教
職員アンケートの結果において、評価である通知表の回数が、学期制
を決める際の重点事項として、多く回答されていることからも重視す
べきと考えます。さらに、このことにより児童生徒の学力向上が期待
されると考えます。

　３点目は、議案参考資料の８ページにありますとおり、学期制検討
委員会からの意見書も３学期制とすることが望ましいとしていること
がございます。

　以上のことから、３学期制を実施することは望ましいと考えます。
ただし、これから申し上げる理由から、現行の３学期制とは異なる新
３学期制と表現させていただきますが、新しい形の３学期制にするこ
とが望ましいと考えます。

　理由の１点目は、議案参考資料の１８ページにございますとおり、
教職員アンケート結果から、授業日数の確保、また子どもたちと向き
合う時間の確保が学期制を決める際の重点事項として多く上げられて
いることです。

　２点目は、現行２学期制の成果として授業時数が１０時間程度現行
の３学期制よりも多く確保できていることから、ゆとりを持って体験
的な活動や繰り返し学習を行うことができたという成果が挙げられて
おります。その成果は、新しい学期制に取り入れるべきものと考えま
す。

　３点目は、災害やインフルエンザ等による休業日の発生に対し、こ
れまで市内小・中学校では授業時数を補うために、長期休業日等に補
充のための授業日を設定するなどの事例も見られましたことから、現
在よりも授業実施日、授業時数を多く確保することが望ましいと考え
ます。

　以上のことから、現行の３学期制よりも授業時数を多く確保すると
ともに、２学期制のよさと３学期制のよさを取り入れた、新３学期制
を導入することが望ましいと考えます。これは、学期制検討委員会の
意見書とも考えを同じくするものでございます。

　続いて、新３学期制の概要についてご説明させていただきます。先
ほどもご説明いたしましたが、ゆとりある授業時数の中で体験的な活
動や繰り返し活動が行えるよう、現行の３学期制よりも授業時数を多
く確保できるようにすることが望ましいと考えます。
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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

　手立てとしては、長期休業日から２日、開校記念日から１日、授業
時数としては１２時間から１８時間に相当します合計３日間を授業日
として増やすことが妥当であると考えます。長期休業日につきまして
は、夏季休業日を授業日にすることについては、昨今の猛暑から学習
効果が期待できないことと、年度末及び春季休業日につきましては、
年度のまとめや新年度の準備等があるため休業日を減らすことに課題
があると考え、冬季休業日を授業日に充てることが適切と考えます。

　したがいまして、日程上、現行の３学期との相違点は２点になりま
す。

　１点目は、冬季休業日が現在１２月２５日から１月７日までとなっ
ているものを、休業日の初めと終わりの１日ずつを課業日に変え、１
２月２６日から１月６日までとする点でございます。

　２点目は、これまで休業日であった開校記念日を授業を実施する課
業日とする点でございます。

　なお、土曜日の授業実施につきましては、今後検討するものと考え
ております。これまでの市の管理規則において、校長が必要と認める
場合は、教育委員会に届け出ることで休業日を課業日とすることがで
きると規定されており、保護者参観や運動会などが土曜日や日曜日に
実施されております。

　昨今の全国の状況や近隣の他市町においても土曜日の授業実施が行
われているところです。したがいまして、本市においても校長の裁量
による土曜日の授業実施は、認めていく方向で検討すべきと考えま
す。

　ただし、そのことが学校５日制の趣旨や現在行われているスポーツ
尐年団の取り組み等に反しないよう配慮することが必要と考えられま
す。また、土曜授業の実施が児童生徒、保護者の負担とならないよう
に配慮することも必要と考えます。

　これらのことから、土曜日の授業実施については、さまざまな配慮
事項があるものと考えますので、その検討には時間が必要と考えま
す。

　最後に、導入準備及び保護者への周知説明についてご説明します。

　まず、市内小・中学校の教職員に対して、その趣旨、実施内容、実
施時期等について周知いたします。全教職員の説明が望ましいところ
ですが、それができない場合でも校長、教頭だけでなく、教育課程の
作成に直接携わる教務主任等を対象に説明会を実施するとともに、新
しい学期制についてのリーフレット等を作成、配布し、全教職員に周
知徹底を図る予定です。時期的には夏季休業が終了する８月末までに
は実施できればと考えております。

　学校での周知が終了した後、ＰＴＡへの代表への説明と、全保護者
への連絡周知、説明が必要と考えております。全保護者に対しまして
は、文書、リーフレットによる周知を９月以降に行いたいと考えてお
ります。
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

　さらに、市民への広報も必要と考えております。広報紙、ホーム
ページ等により、市民への方法を考えております。時期的には保護者
への周知説明の後、できる限り早期にということで、９月から１０月
を考えております。

　なお、新しい学期制の実施については、平成２６年４月１日を予定
しておりますことから、今後定例教育委員会におきましても関連例規
等の改定についても議決をお願いすることになりますので、よろしく
お願いいたします。長くなりましたが、以上説明とさせていただきま
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３１号について、質疑
をお受けいたします。

髙木委員 　課業日を３日増やすということなんですけれども、その課業日の減
尐と学力低下というのは、かなり関連性があるというふうなことなん
でしょうか。

参事兼指導課長 　これにつきましては、実際には２学期制のほうが授業時数が１０時
間多いわけですが、現在の学力調査等の結果からは、授業時数の多寡
が、そのまま影響しているという結果は出ておりません。ほぼ同様の
状況でございます。

　ただ、今回の学期制を検討するにあたりましては、先ほど説明させ
ていただきましたが、ゆとりある授業時数の中で体験的な活動や繰り
返し学習等、創意工夫された授業が実施されることで学力向上につな
がるものと考えています。

髙木委員 　保護者の方からも授業時間を増やす必要があるという要望があるの
だと思いますが、やはり土曜授業をするかどうかというのが課題とな
りますよね。

　土曜授業を始めると親と接触する時間が減るということがあって、
特に今の子どもたちは、親との接触が尐ないという印象を持っている
んで、そこにそうことで親子の面でマイナスの影響が出るのではない
かというのを感じています。

鹿児島委員長 　土曜日の授業実施については、これからの検討なんですよね。

参事兼指導課長 　はい。

吉田教育長 　この点については、もう尐し時間をいただきたいと思っています。
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鹿児島委員長 　学校週５日制については、休みになった土曜日に子どもを地域に返
して、地域で子供育てるということで、それで、いろいろそういう地
域の活動が活発になって、特に久喜なんかは、放課後子ども教室もそ
うですし、いろんなスポーツ尐年団とかそうですし、そういうのを
やっていますからね。

　その辺が、ただ学力向上だけで土曜日に授業をやったほうがいいの
か、せっかくここまで定着している地域活動との兼ね合いがあってな
かなか難しいですね。

坪井委員 　保護者あるいは教員へのアンケート調査をしたということで結果が
出ておりますけれども、特に２学期制を導入していた地区の保護者の
方の学期制に対する意見は、どのようなものがありましたか。

参事兼指導課長 　２学期制を実施している地区というのは、現在の久喜地区になりま
すけれども、こちらにつきましても２学期制と３学期制のどちらがよ
いかという問いにつきましては、わずかですが３学期制がよいといえ
る回答が返ってきておるところです。また、２学期制を実施している
保護者の方からは、やはり先ほどもありましたけれども、いろいろな
体験的な活動等を非常に丁寧に実施していただいて大変ありがたいと
いう声も２学期制の成果として寄せられました。

鹿児島委員長 　若干であっても久喜地区でも３学期制が上回りましたか。

吉田教育長 　はい。実はその点については、２学期制を検証するということで、
合併以前は毎年調査を実施していました。その合併前の保護者へのア
ンケートでは７割方が２学期制に賛成だったんです。ところが、合併
しての今回のアンケートでは、久喜地区でも３学期制のほうがいいと
いう方の割合が多くなってしまったということがあります。

鹿児島委員長 　変わったわけですか。

吉田教育長 　そうなんです。ですから、なかなか難しい点があるなというふうに
は思っているんです。

鹿児島委員長 　２回ほどフォーラムをやりましたよね。この２回実施したフォーラ
ムの結果を、現状を踏まえてどのように捉え、どのように生かしてい
ますか。

参事兼指導課長 　学期制のフォーラムにつきましては、資料の１６ページ、１７ペー
ジにございます「資料Ｎｏ．３」、こちらのほうに概略がまとめられ
てございます。

　こちらにつきましては、ここで出されましたいろいろな意見、例え
ば２学期制の８月の暑い時期の授業を冬休みに移せないかというご意
見、また、３学期制では長期休業前に通知表が配られ、次の学期への
励みになるというご意見、こういったご意見等を生かさせていただい
ております。
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　また、参加者のいわゆる会場の方たちのアンケート等につきまして
も、それらを踏まえまして、検討の中身の中に生かさせていただいて
おります。

榎本委員 　細かいことなんですけど、３日間の日数が増えたということで、給
食というのはその３日分はどうなりますか。

鹿児島委員長 　これにつきましては、今後の検討になろうかと思います。これに
よって給食の回数が増えるかどうかでございますが、現在におきまし
ても各学校で給食の実施日につきましては、いろいろと検討してくだ
さっておりますので、現在の回数を下回ることがないのは間違いござ
いません。ただし、増加につきましては、今後検討させていただくこ
とになろうかと思います。

榎本委員 　学期制については、これで来年度から統一になるということなんで
すけど、運動会の実施時期については、市内のほうでまだ統一がなさ
れていないので、せっかく学期制を統一するならば、この辺について
の統一も何か検討されていますか。

参事兼指導課長 　運動会の実施時期につきましては、各学校のいわゆる教育課程編成
の中で決定されるものでございまして、教育委員会の規則等では特に
規定していないところでございます。

　今後につきましても、各学校でこの新３学期制の実施に向けて教育
課程を編成する際に、各学校においてそれぞれの地域の実情を踏まえ
まして検討がなされるものと考えております。

鹿児島委員長 　その辺は学校独自のもので、校長が決めることですから、なかなか
一律にするというわけにいかないでしょうね。

坪井委員 　県民の日がございますが、県民の日の取り扱いというのは、何か基
準というか決まりがあるんでしょうか。

参事兼指導課長 　県民の日につきましては、法令上、県の条例等に基づきまして、子
どもにつきましては、いわゆる休業日、お休みの日になっております
が、教職員に関しましては、勤務を要する日、いわゆる出勤する日と
いうように規定されてございます。

坪井委員 　ということは、課業日にするわけにはいかないということですか。

参事兼指導課長 　県民の日につきましては、県全体でいろいろな行事等が企画されて
ございます。そして、実際に休業日であることを利用して、そこに子
どもたちが参加するといった取り組みが既に定着してございますの
で、ここを課業日にすることは除外させていただきました。

鹿児島委員長 　体験活動を県が実施するということですか。
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参事兼指導課長 　はい。

吉田教育長 　ですから、かなり子どもたちには恩恵がいっぱいあるんですよね。
実際に県内で県民の日を課業日にしているところというのはありませ
んよね。

参事兼指導課長 　ありません。

吉田教育長 　ゼロですよね。

参事兼指導課長 　はい。

坪井委員 　２学期制を導入していたところは、新３学期制になりますと、始業
日と終業日が２回、１日ずつ増えるわけですけれども、その始業日と
終業日のその利用の仕方、そういう何か、例えば先生とのコミュニ
ケーションの時間を使って時間を増やすという方法とかはとれるんで
しょうか、とれないんでしょうか。

参事兼指導課長 　こちらにつきましては、実際に２学期制ですと長期休業日の後の第
１日目、３学期制ではいわゆる始業日が実施される日でございますけ
ども、こちらにつきましては各学校の判断で、場合によってはいわゆ
る一般的に考えますと、始業日と学級の時間ということで、２時間か
ら３時間程度だったものを、もう尐し長く活動している学校もござい
ます。

坪井委員 　それらは、校長先生の判断になるわけですか。

参事兼指導課長 　はい、１日の日程になりますので、各学校において検討して、最終
判断は校長先生ということになります。

坪井委員 　わかりました。

鹿児島委員長 　それではいくつか質問なんですが、本庄市が新学期制度を行ってい
ますよね。

参事兼指導課長 　はい。

鹿児島委員長 　そうすると、久喜市が目指す新学期制度と比べた場合に、本庄と同
じところ、違うところを説明してください。
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参事兼指導課長 　議案参考資料１７ページをご覧いただければと思います。こちらに
本庄市の新３学期制ということで記載がございますが、本庄市につき
ましても、久喜市で現在案として出させていただいておりますとお
り、授業日を３日増やすという点は共通してございます。ただ、この
増やし方につきまして本庄市は夏季休業日を２日、冬季休業日を１日
ということになりますので、その３日のとり方が違っているところで
ございます。

鹿児島委員長 　旧の久喜市が２学期制でしたよね。２学期制を開始したときは大変
だったと思うんですけど、次第に定着してきたと思います。

　今度、それを新３学期制にするとなると、始まったときにいる教員
については意識が一つになりますけれども、教員には人事異動があり
ますから、毎年教員が変わっていって、意識がだんだん薄れがちに
なってしまうんですよね。

　そのあたりの意識の徹底というか、精神の徹底を教育委員会として
はどうのようにしていくのか説明してください。

参事兼指導課長 　教育課程研究委員会という組織がございます。こちらにおきまし
て、毎年度新３学期制をより効果的に進めていただくことを協議して
いただきまして、その周知徹底を継続的にしていきたいと思っており
ます。

吉田教育長 　検証についても毎年していかなくてはならないと思っております。

鹿児島委員長 　制度が変わったときというのは、教育委員会も一生懸命に力を入れ
ますから、校長も理解して、職員も理解するんですよね。ところが、
２年ぐらいたって、わかっているからもういいやとしてしまうと、結
果してわからなくなってしまうんですよね。教員が異動して変わって
くるからわからなくなってしまう。そのあたりを踏まえての徹底をお
願いしたいですね。

参事兼指導課長 　わかりました。教育長からもありましたとおり、毎年の検証とあわ
せて各学校にも周知してまいりたいと考えております。

吉田教育長 　この文面の中では、記述がちょっとないんですけども、学期制のス
タイルが変わるということは、一つの手段なんですよね。ですから、
結局私どもが考えなくちゃいけないのは、教育目標の達成であって、
私たちは本来の教育の目標を設定していますので、その目標に到達す
るための努力を一生懸命やらないといけないわけです。

　そこで、この学期制が変わることを契機に、もう一回しっかりと創
意工夫を学校のほうでやりましょうということなんです。それにあ
たっては、教育委員会の指導がすごく必要だと思っています。それ
と、それにあわせて各学校でどうやったかという、その今あたりの検
証も必要だということなんです。そして、これを積み重ねていかなけ
ればなりません。
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鹿児島委員長 　そうですね。なぜ３日増やすのかというのを理解しなければいけま
せんね。だから、単に数だけ増やせばいいというものでもないです
ね。

吉田教育長 　大事なのは中身のほうです。

鹿児島委員長 　そうです。

吉田教育長 　そして、今回の制度は新しい３学期制なんです。結局、３学期制に
戻ってしまったと思われてはいけないんです。そういうことではない
んだと、２学期制と３学期制の両方の優れたところを合わせて新しい
形にしていくんだ、というような考え方でずっとこれからも進めなけ
ればならないと思っています。

鹿児島委員長 　そこなんですね。その「新」が付いた意味ですよね。単に３学期制
と言えば、「ああ、戻したのか。」と思われてしまいますから。そう
ではなくて、今教育長が言ったように「新」が付いた意味をやっぱり
校長先生方にもご理解いただいて、職員に指導してもらわないと。こ
れが教育委員会として大事なことだと思いますよ。

　なぜ私たち教育委員会が、検討会の意見を聞いて「新」を付けたの
か、そのことが大事だと思うんです。

吉田教育長 　それと、１点。授業時数における確認をしておきたいのですが、３
日間の授業日の増加を授業時数に換算すると、１日５時間として、平
均で１５時間の増加ということになりますよね。

参事兼指導課長 　そうですね。平均５時間とするとそのようになります。ただし、小
学校低学年ですと１日４時間、中学校ですと１日６時間になりますの
で、３日間にしますと、最低でも１２時間、最高で１８時間というよ
うに捉えたほうがよいかと思います。

吉田教育長 　１２時間から１８時間を増やすことができるということですよね。

鹿児島委員長 　そこに学校の創意工夫を入れ込むということですね。

坪井委員 　最後に一つ。２学期制のよさの中で、長期休業においても学習の連
続性に配慮した取り組みというのがあるんですけれども、そういった
ことは、新しい３学期制になっても行われるのでしょうか。

参事兼指導課長 　２学期制ですと、第１学期の途中に夏休み、長期休業が入ってござ
いました。このことから、実際に行われておりましたのが、説明資料
の１２ページをご覧いただければと思うんですが、１２ページの２学
期制、３学期制、評価の観点からということで表にまとめてございま
す。
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　その一番下にございますとおり、通知表が出されなかった２学期制
においては長期休業の前、または長期休業に入ってから個別面談、三
者面談を行って、学習状況を知らせたり、課題を明確にするという、
そういった取り組みがなされておりました。そして、そのことで一人
ひとりにこの長期休業中に何をすべきか、つまり長期休業前、自分の
抱えているウィークポイントですとか、そういったところを明らかに
して、長期休業でその補充を自分で課題意識を持って、こんな方法で
取り組んでどうかという指導がなされておったところでございます。

　また、そういった指導をもとにサマースクールということで何日間
か、そういった課題を抱えた子たちが学校に来て、教師から学習指導
を受ける、そういった機会も設けることで、学習の連続性というもの
を確保していたという、２学期の優れた取り組みがございます。これ
は、新３学期制になっても同様に、通知表を渡して、それでよしとす
るのではなくて、同様の取り組みを継続してほしいというふうに考え
ております。

坪井委員 　そうしますと、それは先生方にとってはサービスの形になるんです
か。

参事兼指導課長 　サービスということではなくて、夏休みは先生にとっては勤務日で
ございますので、あくまでも生徒への指導ということになりますの
で、業務の一環として行われます。

坪井委員 　わかりました。

榎本委員 　平たく言うと、例えば２学期制をやっていた久喜地区の子どもたち
が、３学期制に大きく変わるわけですよね。

参事兼指導課長 　はい。

榎本委員 　そこで、その子たちに、言葉で簡単に説明するとどういった説明に
なりますかね。例えば夏休みも、今までは８月の末までではなかった
わけですよね。そうすると、それが８月いっぱいが夏休みとなって、
夏休み前に通信簿が出て、今度は秋休みがなくなって、冬休みだけに
なる。そして、開校記念日も休みでなくなるという説明になります
か。

参事兼指導課長 　違いとしてはそうですね。

榎本委員 　そして、他の３地区のほうは期間的には同じような期間でやるけれ
ども、冬休みの２日間が削られて、開校記念日が授業日となるという
のがおおまかな説明ですかね。

参事兼指導課長 　日程上の変化をお伝えすると、そうなります。
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吉田教育長 　保護者や子どもたちにとっては、そういうふうなことが一番話題に
なってくると思います。

　ただ、２学期制でやっていた学校につきましては、サマースクール
が継続されますし、子どもたちに長期休業、夏休み、冬休みの過ごし
方はそういうふうにするんだよと指導が引き続き行われますので、こ
れについては特に違和感がないのではないかと思います。

　一方では、３学期制でやっている３地区の場合で、いままでのよう
な形で通知表を渡して、夏休みはいろいろあるけど、課題があるから
それをちゃんとやるんだよ、といった程度で、てこ入れした指導が
入っていないということなると、これからはそうではなくなってきま
す。

　２学期制のほうでは、サマースクールをはじめとしてかなりてこ入
れしてやっていて、学びの連続が途切れないように取り組んできた。
そのことは、新３学期制でも取り入れますから、「夏休みも結構勉強
するようなっちゃったよ。」という感じがあるかもしれません。

　しかし、３学期制の学校でも、既にサマースクールを４、５日開設
している学校はかなり増えてきています。

榎本委員 　サマースクールというのは、補習ですか。

吉田教育長 　補習もありますが、学校によって違いがあります。

榎本委員 　サマースクールの日は給食は出るのですか。

参事兼指導課長 　おおむね午前中で終了しますので、給食は出ません。

髙木委員 　榎本委員さん質問に関連するんですけど、夏休みに今の小学生がど
んな生活をしているかという調査をしていますか。

参事兼指導課長 　どういう生活をしていたかというデータは特にとってはいないんで
す。

髙木委員 　我々の時代とは大違いだと思うんです。ほとんどの家庭でお母さん
も仕事を持っていますから、家にいるという子どもが尐なくて、それ
ぞれ学童保育か何かに行っていると思うんですよね。

　結局、学校に行っているか、そういう学童に行っているかだけの違
いで、余りその夏休みという我々の時代のイメージから想像する過ご
し方はしていないのではないかと思うんです。

　子どもたちが果たして長期休暇を楽しみに感じているかどうかもわ
かりませんし、もちろん授業日数を増やすことも大事だけれども、長
期休暇の生活の仕方というのを把握しておかないと、成果とか効果が
上がらないのではないかと思いますね。そうしないと、長期休暇に
よって子どもたちが何かを補うということはできないのかなと思って
しまいますね。一度実態調査をされてみてはどうですか。

‐22‐



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 　そうですね。すごく必要だと思います。

鹿児島委員長 　学期制は、やっぱり方法論ですから、２学期制のメリットは見方を
変えればデメリットになるし、３学期制のメリットも見方によればデ
メリットになる。だから、その両方のよさを取り入れた新学期制には
意味があると思うんだけども、その辺の基本になるのは子どもにとっ
てどうなのかというようなところ、これを中心に考えていかなくては
ならないかなと思うんです。やり方と実施運営方法を校長先生方でよ
く工夫してくださいよと。ここがポイントだと思うんです。

吉田教育長 　おっしゃるとおりなんです。９ページをちょっとご覧いただきたい
んですけど、学期制検討委員会のほうで、大きく３番として、「新し
い３学期制における教育活動の充実に向けて各学校の創意工夫に期待
する。」ということが述べられていまして、この内容が非常に重要で
あると思うんです。今委員長がおっしゃたとおりで、この点について
は、教育委員会もしっかりと指導をしていかなくちゃいけないと思い
ます。

鹿児島委員長 　研修なんかをしっかりとね。

吉田教育長 　そうです。各学校の創意工夫が大事なんだということを、特に強調
したいと思うんです。この中にも書いてあるんですが、３学期制の場
合には、第３学期、１月から２月、３月のこのときの授業時数が他の
学期と比べて全体的に尐ないんです。

　特に中学校では、美術や技術・家庭、これは週に１時間ぐらいしか
ないんです。そうすると、本当に授業の時数が尐なくて、これだけ
じゃ評価できないよというふうに担当教師が嘆くぐらいなんです。

　極端な話しになれば、５時間か６時間きりできない場合もあるわけ
で、それで評価をするといったら、ほかの１学期や２学期とは同じよ
うな評価できないということで、そこはもうちょっと前から、例えば
１年間を見通して評価をするとか、各学校で創意工夫をしてもらわな
くてはならないところです。そういう点がありますから、その点につ
いては教育委員会が指導していかなければならないと思っています。

鹿児島委員長 　そういった教科の評価というのは、ペーパーテストだけで点数つけ
るんじゃないですからね。評価できないというのは、テストの点数だ
けで評価をしようとしているのであって、日頃から授業をやっていれ
ば、その評点もあるでしょうし、作品があればそれも評価の対象とな
るでしょうし、そういったことが創意工夫なんだと思いますよ。

坪井委員 　土曜日の授業実施については、今後検討するということにはなって
おりますけれども、今回ここで久喜市では新３学期制を導入して一歩
踏み出した場合に、その後すぐに土曜授業を実施することはちょっと
考えにくい部分があります。

‐23‐



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

　授業時数を増加と休業日の確保は、時間に限りのある問題なので、
どこで抑えるかというのがあるかと思いますが、例えば、今２学期制
でやっている夏休みの夏季休業は８月３０日で３１日から始まってい
るので、３１日というイメージが定着していると思うんです。その３
１日も授業日に組み入れて、増加日を３日から４日にして新３学期を
導入してみたらどうかなということは考えられないんでしょうか。そ
こは難しいんでしょうか。

参事兼指導課長 　今回の検討で３日とした根拠でございますが、２学期制の成果とし
ては、１０時間程度の授業時数が３学期制よりも多く確保できて、そ
の中で先ほど申し上げたような教育活動ができたという実績でござい
ます。

　そのことを踏まえますと、新しい３学期制においても、授業時数を
１０時間は増やすということが一つの基準として考えました。

　したがいまして、今後検証をしていく中で３日で十分であるか、不
十分であるかというところは、見えてくるかとは思いますが、そこに
ついては今のところは、まだ実績が積まれていない段階でございます
ので、もう一度検討し直すとも、し直さないとも申せないところかな
と思っております。

鹿児島委員長 　それで、現時点では３日がふさわしいということですね。

参事兼指導課長 　はい。

鹿児島委員長 　繰り返しますけども、子どもを中心に考えてください。学期制とい
うのは教員が楽になるかどうかということではないですからね。忙し
過ぎるというのも困っちゃいますけども、子どもにとってどうなのか
という点で、実施方法の詳細をよく詰めていただきたいですね。そし
て、それぞれの学校でもよく理解をしていただいて、先生方の共通理
解を図っ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。

吉田教育長 　最後に確認なんですけれども、今回この議決をお願いしたいのは、
この学期制に関する今ご協議いただいたその方針についての議決でご
ざいます。そして、これに基づく例規の改正が今後必要となりますの
で、次回は、その改正案の提案をさせていただくとになりますので、
よろしくお願いいたします。

鹿児島委員長 　今回は方針の議決ですね。新しい３学期でいきますよという方針で
すね。わかりました。

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）
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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３１号　久喜市立小・中学
校の学期制に関する方針について」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

　それでは、次回の定例委員会の日程案を申し上げます。まず、第１
案が７月２５日の木曜日、午後からです。

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。

髙木委員 　時間は何時くらいからですか。

教育副部長兼
教育総務課長

　１時半ぐらいからと考えています。

鹿児島委員長 　７月２５日の午後１時３０分からでよろしいですか。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　それでは、７月２５日でお願いします。

教育副部長兼
教育総務課長

　次回の定例委員会は、７月２５日、木曜日。時間は午後１時３０分
から。場所は市役所第３会議室とさせていただきます。

【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６回定例委員会を
閉議、閉会といたします。
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平成２５年　７月２５日

‐26‐


