
会 議 の 名 称 平成２５年第７回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２５年７月２５日（木曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後２時５０分まで

開 催 場 所 久喜市役所　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 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

　　　ア　平成２５年６月定例議会市政に対する質問（教育委員会関
　　　　　　係）について

　　　イ　久喜市立幼稚園保育料等減免に関する規則の一部を改正す
　　　　　る規則について

　　　ウ　久喜市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正
　　　　　する告示について

　　　エ　久喜市教育活動支援員の委嘱について

（４）議事

議案第３２号　久喜市障がい児就学支援委員会委員の委嘱又は任命に
　　　　　　　ついて

議案第３３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３４号　久喜市教育振興基本計画の修正について

（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、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】

鹿児島委員長 　それでは、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したいと思います。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
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６月２４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
かじめ委員の先生方のお手元に配布したとおりでございますが、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。

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　平成２５年６月議会市政に対する質問（教育委員
会関係）について」、報告をお願いします。

吉田教育長 　それでは、教育長報告の１ページからお願いしたいと思います。先
の６月定例議会で一般質問としていろいろとご質問をいただきまし
た。その内容等について、どう答えたかということを含めまして、部
長が答弁した内容は部長から、私のほうからは私からということで、
かいつまんで報告をさせていただきたいと思います。１ページをご覧
いただきたいと思います。それでは、部長からお願いします。

教育部長 　春山千明議員の一般質問で、大きくは学校給食用エレベーターの関
係です。鷲宮地区の小・中学校では東鷲宮小学校を除いてエレベー
ターが全て使用されていないと。それについては、使えるようにすべ
きだということと、使用できない以上は、配膳員を増やすべきではな
いかというような要旨でございました。

　答弁といたしましては、その経緯について、昭和６２年から県知事
宛ての昇降機等休止届を出して毎年更新しており、そのときから使用
していなかったということと、今後については、使用できるように調
査を含め順次取り組んでいきたいというような答弁をしております。
それから、配膳員の関係につきましては、現状のままでお願いしたい
というふうな答弁でございます。

　それから、２点目でございます。附属機関での会議の進め方におい
て、答申や意見書をまとめる際、その内容を会長一任とすべきではな
いと考えるがいかがかというようなことでございます。

　３ページの中ほど上になりますが、これについては基本的には会議
の中で確認すべきと考えているという前提の下に、このような経緯か
ら、最終案の修正は根幹にかかわることではなく口頭で確認した内容
を成文化するとのことから、委員長、副委員長に一任されたところで
ございます。

　なお、委員長、副委員長により、今回の会議の決定を踏まえ成文化
した意見書案は、会議録とともに全委員に送付いたしまして、１週間
程度の期間を設け、全委員に確認をしていただいたということで答弁
をしております。

　ほかの会議でも、最終的な成案ができていない段階で委員長に一任
したということが過去にもありまして、そうしたことから、本来委員
会の総意として上げる答申とか意見書については、委員長一任はおか
しいというような指摘の質問内容でした。それに対して、これについ
ては全く委員長一任ではなくて、きちんとした対応をしましたよとい
う答弁をしております。
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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

　それから、交通指導員の配置と地域ボランティアの方々との連携に
ついてということです。この件につきましては、４ページのほうに移
りますが、最後から３行目のところに、教育委員会といたしまして
は、学校と交通指導員、ボランティアが安全に関する情報をさらに共
有できるように働きかけ、子どもたちの安全確保に努めてまいります
ということで、スクールガードリーダーをとってみても、それぞれ学
校ごとボランティアの方たちの形態が尐しずつ違うことがあります。

　それから、特にいいところとまだまだこれから充実していくほうが
いいところもあります。危険箇所等の箇所図もそうですし、そういっ
たものの対応を綿密に情報交換しながらやってくださいよというよう
な指摘でした。ごもっともな指摘ですので、このような答弁をしてお
ります。

　それから２人目で、杉野議員でございます。内容的には、教育委員
会で行っております就学援助、この拡大をというような内容でござい
ます。中ほどの（２）でア、イ、ウと３点の要点がございまして、１
点が申請数と所得実態に乖離がないかどうか、申請漏れはないかとい
うような内容です。２点目のイが準要保護の審査基準はどうなってい
るかということ、それから３点目のウが、クラブ活動費とかＰＴＡ会
費、生徒会費、こうしたものが支給対象項目にできるのではないか
と。本市では何で実施しないんだというような内容でございます。

　答弁の要旨ですが、５ページになります。まず１点目につきまして
は、上から２行目のところ、「以上のように」というところになりま
すが、「本制度が全ての保護者に周知・理解され、本来この制度に該
当する方の申請漏れがないよう努めているところでございます。」と
いうことで、説明とか周知については、ホームページとか多様な媒体
を使ってしっかりお知らせをしていますということで、１点目につい
ては答弁しております。

　２点目については、これにつきましては規則で規定がございますの
で、その基準に沿ってということで、その内容を答弁しております。

　３点目、ウですが、就学援助の費目として現状では考えていない
と。学校の教育活動に直接関わる部分を当初から対象にしてきており
まして、新たに加わったクラブ活動費、ＰＴＡ会費、生徒会費、これ
については現在のところ考えていないという答弁をしております。

　それから、４番目として、図書館業務の指定管理の関係で４点あり
ました。これにつきましては、１点目が教育委員会の指定管理者に対
する認識。２点目が公共サービスのあり方。３点目が他市町における
指定管理の実態、民意等をどのように把握しているか。４点目が図書
館業務のうちどの部分を指定管理の対象にするのかというような内容
でございました。

　６ページになります。まず、１点目の指定管理の認識につきまして
は、上からになりますが、「民間のノウハウを活用して市民ニーズに
応じた行政サービスを提供し、施設の効率的な管理運営を図ることで
あると認識しております。」という答弁をしております。
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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

　２点目については、（２）の上から７行目ぐらいになりますが、
「すべての住民に文化的でうるおいのある生活を営む権利と、住民の
知る権利を保障することにあるものと認識しております。」という答
弁をしております。さらには、図書館については、法の定めで誰もが
無償で利用できるところがほかの施設と大きく異なるという答弁をし
ております。

　それから、（３）については、（４）の手前２行のところに書いて
ありますが、『「指定管理者制度が導入されてからサービスが向上し
たと感じますか」との設問で「向上した」「やや向上した」との回答
が９０％以上となっており、特に職員の対応は高い満足度を示してお
りました。』という他市の例を紹介しております。

　（４）については、具体的な指定管理に向けての事務的な内容でご
ざいます。これについては、指定管理者制度導入について、どのよう
な方法が望ましいのか、今後具体的な検討に入るところでございます
ということで、一つの方向はあるのですが、実際久喜市の図書館につ
いてはどのような対応をするのかは、これから詳細を詰めていくとい
うことで答弁しております。

　次に７ページになります。石田議員でございます。石田議員につき
ましては、栗橋文化会館図書室の充実に向けてということで、栗橋の
図書室があるイリス、こちらの図書室の事務室と接続して展示室とい
うのがございまして、その展示室の中に、教育委員会が長期にお借り
しまして模型とかいろいろ展示をしておりましたが、それを移動した
関係で、そこを図書室として転用して使えないかというようなことが
ありました。その方向で教育委員会も考えていたのですが、建設時の
補助金の関係で転用が無理だということになりまして、ここではその
答弁をさせていただいております。図書館事業で時折使う分には問題
ないのですけれども、転用して長期で図書館専用として使うのは無理
だということで答弁をしております。

　それから、その展示室に元々あった利根川とか関所関係の資料はど
のように活用しているのかというのが２点目の質問でございます。こ
れについては、郷土資料館のほうに関所の模型については既に展示し
ておりますし、そのほかについても、これからその資料の関係を調査
しまして、順次水塚で展示するとか、その活用を図ってまいりますと
いう答弁をしております。

　それから、７ページの下のほう、３でございます。こちらについて
は、（１）ということで、日光街道の要所としての栗橋地区の歴史を
どのように認識しているかという問いでございます。これについて
は、８ページになりますが、日光道中の宿場町であったということか
ら、栗橋地区のみならず、久喜市全体の歴史を語る上でも欠くことの
できないものというような認識だということで答弁をしております。
特に現在も続いて栗橋町史の編さんをしているところでございますの
で、それらについても答弁したところでございます。
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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

　それから、５としまして、国の予算との係わりでの久喜市の対応に
ついてということで、臨時交付金で学校の普通教室に空調機をつけた
らと、そういう内容の質問が大きな５でございます。細かくは、
（ア）として、普通教室に空調機を設置した場合の予算はいくらにな
るのか。（イ）として、その設置を検討すべきではないかということ
でございます。

　アのお答えとしましては、これについては詳細な検討をしないと導
入費用の算出は難しいということで、具体的なものは出ないというよ
うな形で答弁をしております。それから、イの普通教室の関係につい
ては、まず教育委員会としては、特別教室への設置、パソコン教室は
既に設置しましたが、それ以外の例えば図書室ですとか音楽室、こう
した特別教室への設置を優先して考えたいということで答弁をしたと
ころでございます。

　９ページの田村議員については、教育長のほうからお願いいたしま
す。

吉田教育長 　長い説明となりますので、これまでの部分で何かありましたら質問
をお受けしたいと思うのですが。

鹿児島委員長 　わかりました。それでは、今の部長の説明に何かご質問等はござい
ますか。

髙木委員 　今年も大分暑くて、熱中症問題が多くなっています。それでこの
前、県の教育委員会の関係があったのですけど、そのときに同じ建物
でも上へ行くほど暑いという話しがありました。１階、２階、３階と
段々高くなっていき、上と下で３度から４度ぐらいの温度差があると
いうことで、３階の教室は何らかの対策をしないと無理だろうという
話しがありました。そこで、下の階に図書室とか、そういった特別教
室がある場合、暑い日は一時的に授業でそこでやるとか、何か流動的
な対応を考えていかないといけないということが出ていました。ただ
頑張れと言うだけではどうにもならないだろうということで、そのあ
たりと関連して空調を入れられれば一番いいんですけど、予算的に無
理な場合は何らかの対応を考えなければいけないと思うんですが、ど
うなんでしょうか。

吉田教育長 　今まさにご指摘のとおりです。図書室に空調が設置されれば、まず
そういった対応ができます。それと、夏休みのサマースクールのよう
な、ああいったときにもそこを使うことができるということがありま
す。ほかにもパソコン教室などの特別教室があるので、そちらも使え
ます。全教室に空調を入れるというのは現在の状況ではちょっと難し
いですけれども、そういった流動的な部分での対応はできますので、
柔軟に対応していきたいと考えています。

鹿児島委員長 　特別教室といっても全部に空調が入っているわけではないですから
ね。そういったところにも設置していかなければなりませんからね。
ただ、さいたま市あたりでは、普通教室にも設置しているようです
ね。
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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

教育部長 　そういう動きがどこでも今出てきています。

鹿児島委員長 　異常に暑い中ですからね。老人が熱中症で倒れたとか、そういう
ニュースが多いですし。

吉田教育長 　設置しているところと、設置していないところでちょっと二分して
いるんですよね。

鹿児島委員長 　それでも方向としては、昔と環境も違うわけですから、財政的な余
裕はないにしても、可能であればパソコン教室以外の特別教室には入
れていくことになりますかね。そうすればさっき教育長が言ったよう
なこともできるわけですから。

教育部長 　答弁のほうもそういうことで、特別教室への設置をまずは進めてい
きたいというような答弁をしております。

鹿児島委員長 　あと、春山議員さんの質問で、鷲宮の学校給食用エレベーターのこ
とがありましたけども、これを稼働する場合に何か必要な準備はある
んですか。

教育副部長兼
教育総務課長

　これから調査をすることになります。実際には、もう四十何年間も
動いていませんので、実際に動くかどうかもわからない状況です。そ
こから調査をしますので、おそらく全部取り替えという形になってし
まうと思います。

鹿児島委員長 　答弁としては、動かす方向ですか。

教育副部長兼
教育総務課長

　まずは調査をするということです。

榎本委員 　鷲宮地区以外は稼動しているのですか。

教育副部長兼
教育総務課長

　稼動しています。

榎本委員 　稼動していないということは、鷲宮地区で事故でもあったのです
か。

教育部長 　聞き及んでいる範囲では、事故はありませんでした。

吉田教育長 　いかんせん相当前の話しですから、やめた経緯がはっきりしないん
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

教育部長 　中には、新しい校舎で建ててから２年で稼動をやめてしまっている
ところもあるんです。最後にできた学校の年数からいって２年しか稼
働していないです。

鹿児島委員長 　そうですか。それでは、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、質問を打ち切りまして、次の
田村議員さんの質問の説明をお願いします。

吉田教育長 　それでは、田村議員さんの自転車についての質問です。自転車の乗
り方について、特に交通安全教育の中での乗り方についてということ
でのご質問です。これについては２年ぐらい前にも同じような質問を
いただいていまして、小学校の場合には、交通安全教室で自転車の乗
り方などをやっていますから、警察とタイアップして運転免許証とい
うのを出している学校があります。大体４年生が多いんですけど、栗
橋地区では３つの小学校全部でやっているということがあるので、そ
れを市内全域に広げたらどうですかという提案です。

　前にも答弁したんですが、その後ちょっと進んでいなくて、２校が
始めまして、合計で５校の小学校でやっている状況ですが、学校にも
働きかけて、警察との連携の中でそういう運転免許証というようなも
のが出せるような仕組みができればいいというような方向で検討して
いきますという答弁です。

　実際には、子どもたちの交通事故の件数はかなり減ってきておりま
す。おかげさまで教育委員会に報告が来る程度では、４月以降は小学
校で２件か３件、中学校で１件ぐらいというふうな状況ですので、各
学校でしっかりと指導しておりますという答弁をいたしております。

　次の原発関係は部長からお願いします。

教育部長 　１０ページの下のほうの４で、福島原発事故後の放射線についてと
いうことで、（５）につきましては、比較的高い線量が見られるがい
かが考えるか教育委員会の認識を問うものです。それから、（６）に
ついては放射線教育の現状ということで、これは教育長のほうで答弁
したわけなんですが、教育委員会のほうでは、市内の小・中学校と公
立幼稚園のホットスポットについては、３７３カ所を４回、それから
毎月については校庭の中心点で１回とか非常に細かに測定をしてきて
おりますので、その測定した数値が１１ページになります。一番上の
右のほう、測定において測定値が毎時０.８マイクロシーベルトから
毎時１マイクロシーベルト未満、この辺の値で測定を２回しているわ
けなんですが、いずれにしても市で定めている基準より大きく下回っ
た数字ということです。ただ、その動きについては特に上がり下がり
のあるところとか、若干上がってきて下がったりとか、いろんな傾向
がありますので、注視する必要はありますが、特に大きな心配をする
ような値は出てきていないということで答弁をしております。続い
て、（６）は教育長からです。
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吉田教育長 　放射線教育の現状についてというご質問でした。中学校３年生で
は、教科書の中で放射線に関する学習をするように位置づけられてお
ります。ただ、教科書では、放射線の特性であるとか、医療や製造業
などでは多く利用されているということぐらいの記述に留まっている
んです。ですから、放射線から身を守るということについては余り深
く入っていないわけです。

　小学校でもそれに準じてその発達段階でやっているんですが、今回
の福島の原発事故が起きてから、文科省から放射線等に関する副読本
というのが平成２３年に大至急作られて、それが各学校に配られてお
りまして、これを基に今現在小・中学校ともに放射線教育ということ
で進めております。この中では、放射線からどう身を守るかというこ
とも結構しっかりとやっていますので、そういった点をしっかり押さ
えながら指導しているという状態です。

　いずれにしても、風評とかそういうものに惑わされないように、正
しい判断をそれぞれの子どもたちができるような、そういった指導を
続けていきたいというふうな答弁をしてございます。

　続いて、鈴木松蔵議員の道徳教育の充実についてということでござ
います。道徳教育が教科化になるという報道がされているけども、結
局どうなるんですかというふうな内容です。報道はあるけれども、実
際に文科省から教科化についてこうだああだというのは一切来ていま
せんので、ここに書かれているような答弁をしておりますが、教科化
になれば、教科化としての対応はしなくちゃいけないわけです。その
ときに私どもがちょっと心配していますのは評価や評点の関係です。
もしそれが５、４、３、２、１のような評価をするということになれ
ば、場合によると、その子の人間性そのものも５段階で評価するのか
という話につながりかねないので、その点は十分気をつけなくちゃい
けないというふうに考えているということを答弁してございます。

　次に、盛永議員です。こちらは教育部長からお願いします。

教育部長 　盛永議員から菖蒲地区にあります天王山塚古墳の調査活用をという
ことで、調査と活用という２点についての内容でございました。これ
につきましては、天王山塚古墳については県指定史跡、それから栢間
古墳群が県選定重要遺跡ということで、いずれにしても県の指定に
なっているものでございまして、これらについての発掘というのは現
状変更になるということで、学術調査による発掘というのは制限があ
るということと、これまでも調査をされてきたということもあります
ので、新たな調査は難しいという答弁をしております。

　それから、活用についても、県指定であることと、それから民間の
所有地、民地ですので、これらについて公園化をするとか、そういっ
たものは、現状変更の関係もございますが、所有者の関係もあって、
それも非常に難しい。ただ、そうした中にあっても、貴重な文化遺産
であることには間違いないので、散策モデルコースとかの設定とか、
文化財めぐりの事業とか、そういったもので周知をしたり活用をした
りしていきたいという答弁をしております。
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　続きまして、梅田議員でございます。梅田議員については、市民ラ
ンナー川内優輝選手を久喜市全体で応援する取り組みについて、とい
うようなことでございます。市として積極的に川内選手を応援してほ
しいというような内容の質問でございました。

　これについては、これまで市のほうで関わってきた川内選手との関
係を申し上げております。１点は、市長から表彰を行ったというこ
と、それから川内優輝選手の応援団がやった壮行会の席で、市内全て
の児童生徒の応援メッセージの寄せ書きをお渡ししたということな
ど、そういったこれまでの取り組みを申し上げて、最後の３行になり
ますが、川内優輝選手は現職の埼玉県職員という公務員の立場や過密
とも言えるスケジュールの中で、日々のトレーニングを積まれており
ますことから、応援にあたりましてはそうしたことも十分配慮して取
り組んでまいりたいとお答えしております。

　いろいろやりたいんですけども、制約もあると。そういう中で、で
きる応援を市としても当然やっていきますよという方向で答弁をした
ところでございます。

　それから、１５ページの松村議員です。本庁舎とか総合支所に常設
の市民の作品展示ブースを作ってはどうかという提案でございまし
た。これにつきましては、本来施設を管理しているのは管財部門なん
ですが、作品展示という視点から教育委員会のほうでまずは１度答弁
をしたところでございます。

　そうした中で、教育委員会といたしましては、公民館とかを中心に
図書館も含めて常設の展示スペースがあると。中には、これまでの経
過から、個人のすぐれた作品なども申し出があれば展示してきたとい
う経緯もありますので、教育委員会としては、まずはその既存の展示
できるスペースを十分活用していきたいということで答弁をしたとこ
ろでございます。

　それについては、教育委員会はそうでしょうねということで、あと
は一般行政のほうに振った再質問に変わっていきましたので、それに
ついてはそういう答弁をしたところでございます。

　次に富沢議員でございます。富沢議員のほうからは文化財の関係で
３点ございました。１７ページの上のほうでございます。

　１点目は、合併した中で久喜市の指定書とか看板に変更した文化財
はどの程度あるかという現状の確認です。２点目は、指定文化財は旧
町で出したものは新たに久喜市名で出すべきではないかというもので
ございます。３点目は、文化財の看板類、サイン類が、まだ旧町の名
前が残ったものがあって、そういうものも変更すべきではないのかと
いう、以上３点の質問でございました。

　１点目として、指定書の旧町から久喜市への変更とか再交付、これ
は現在１件もないという答弁をしております。それから、看板類につ
いては、これまでは建てかえの際に内容を書き換えたものが６件あっ
たという答弁です。

　２点目は、行政が行ったものは、合併して失効しないものについて
は全部生きておりますので、新たに久喜市として文化財の指定書は発
行する必要がないという認識だという答弁をしております。
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　それから、３点目、これについては、看板を改めて見ますと、５３
件に説明板が設置されているのですが、表現を変えたほうがいいなと
いうのが散見されますので、その辺については、説明板等で修正が必
要な箇所につきましては、早期に対応してまいりたいという答弁をし
たところでございます。

　それから、１７ページの下段のほうですが、猪股議員です。まず１
点目は放射能から子どもたちを守るということで、こちらにつきまし
てはア、イ、ウ、エ、それから（２）、（３）、（４）に行ってまた
ア、イ、ウということで、非常に多岐にわたるものですが、まず１点
目のほうは、学校給食のアレルギー対応と同様に、放射能を理由とし
た給食の変更を認めるべきだというようなことの内容でございます。
現実に対応している状況はどうなのかとか、対応している以上は、全
ての保護者に放射能を理由としたその内容変更の周知もするべきであ
るというような内容でございます。これが（１）です。

　（２）は、給食食材の放射能検査はどの程度やっているのかという
こと。（３）は、市で持っている放射線量測定器を学校現場に貸し出
して活用してもらうべきだと。４点目は、学校のプールの関係で、
プールの清掃はどのような形でやったのかということと、プールの清
掃のときに水を抜くと出る汚泥の放射能の測定はどうなっているのか
ということと、その汚泥はどのように処理したのかということの質問
内容でございました。

　１点目の放射能を理由に給食の変更をしているのは１７名いるとい
うことで、これは牛乳の停止が１５名、詳細献立表の配布が１名、弁
当持参が１人ということで、合計１７名いますという実態を申し上げ
ております。

　それから、教育委員会では、放射能のことが心配で相談があったも
のは、受け身ですけども、放射能が心配で給食をどうしますかという
積極的な投げかけはしないということで、ただそういう対応について
は、これまでどういう理由でその給食の変更をしているかという例示
としては扱いましょうということで答弁したところでございます。こ
れまでこういう理由で給食の変更をされた方がおりますという中に
は、当然アレルギーがございますし、それから放射能の心配というこ
ともあります。それから、現実には今ないんですけども、広く見る
と、宗教関係、これで給食を変更しているところも結構あるようでご
ざいます。

　続きまして、食材の検査の関係でございます。１９ページの中ほど
よりちょっと下になりますが、学校給食食材の放射性物質検査につき
ましてはということで、５月を例にとって、５月に全ての市内の小・
中学校の給食で使った食材数というのが１,４０７食材使っておりま
して、そのうち検査で検査した食材数は６１食材で、全体の４.３
４％ということで、これは抽出でございます。このほかに、こちらの
答弁ではしていなかったんですが、丸ごと１食という検査もしており
ます。それを入れますと、丸ごと１食のときは一度に品目数では１０
の単位でやっておりますので、そちらについては単位が違っておりま
すが、食材そのものでいきますと、率としては４.３４％ということ
でございます。

‐11‐



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、（３）の測定器の関係ですが、測定器については、学
校にお知らせをして、こういう活用ができますよというお知らせをし
ている状態であるということで、引き続き使えるというお知らせをし
ていきますということで答弁しております。

　それから、（４）のプールの関係ですが、プールの関係について
は、猪股議員の質問と教育委員会の対応にちょっと差がありまして、
教育委員会では、ホットスポットとか空間放射線と同じで、汚泥に対
して１センチとかの距離で測るんですが、猪股議員はそうではない
と。汚泥そのものを泥と同じではかるべきだろうというのが猪股議員
の主張でございました。現実には、学校の校庭の土は環境部門でサン
プリングして、年何回か測定しているのもありますので、教育委員会
としては、基本的にはホットスポットと同じような測り方で極めて数
値的には低いので、心配はないという判断をしてこれまでは対応して
きたということと、ただグラウンドにおいても環境部門でサンプリン
グして一応測ったことがありますので、来年に向けては汚泥そのもの
の測定も検討しますというような答弁をしております。

　それから、ご案内のとおり、プールを清掃して水を張った場合は、
水そのものは中学校が１回、小学校は途中も入れて、最初と途中で２
回、この水そのものの放射線測定もしておりますので、教育委員会と
しては、まず心配ないだけの対応ができているのかなと考えていると
ころでございます。

吉田教育長 　続きまして、宮﨑議員さんからは熱中症の対策のところで質問を受
けております。今現在いろいろとご指導をいただきながら、熱中症の
対策は各学校でいろんな工夫をしながらやらせていただいております
ので、その内容を答弁しました。特に何か目新しいこと、先ほどのエ
アコンをどうするのとか何かこうしたらいいというのはないんですけ
ども、考えられるありとあらゆることはやっていますよというような
ことで答弁しましたので、続けて十分気をつけてやってくださいとい
うことで終わった内容でございます。次に、大谷議員です。

教育部長 　大谷議員からは、１点目は市の施設の休館日についてということ
で、具体的に出てきましたのは、鷲宮体育センターと鷲宮西コミュニ
ティセンターが同じ敷地内にあって、休館日が違ったり回数が違うと
いう話し、それから栗橋の文化会館イリスとＢ＆Ｇ海洋センター、こ
れが隣接ですけども、これも休館の回数が違ったり休館日が違ったり
していると。同一敷地のところにあるものは、同じがいいんじゃない
かというような視点での一般質問が１点目でした。

　これについては、これまでの経過とかいろいろありますので、そう
した中でその利用者の方たちとの調整もあるというようなことで、こ
れまでの経過についてはお話しをしたところでございます。ただ、所
管の違う施設については、改めてその休館日について協議検討したこ
とがございませんので、それについては、今後検討してみますという
ような答弁をしたところでございます。なお、利用者から休館日が違
うことで苦情というのはこれまで特に受けたことはございません。
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　それから、２点目が２２ページの中ほどから、中学校の部活動の大
会での会場の使用料の支援をということで、これについては市内だけ
ではなくて、東部地域の広域での中学生の大会がいくつかある中で、
久喜市は特に久喜総合運動公園とか清久の野球場とかが有料である
と。ほかの蓮田とか幸手に行きますと、同規模の施設が無料で使える
と。久喜市でやったときだけ有料になるような施設については、使用
料の支援をすべきではないかというのが２点目のポイントになってい
ます。

　記載されておりますように、幸手市の場合はひばりが丘野球場とか
サッカー場、テニスコート、これはみんな減免で無料、蓮田市だとパ
ルシーというところがバドミントンをやるときに無料だと。久喜でや
るときだけ何で総合体育館とかが有料なんだというような指摘でござ
いました。

　これについては、２２ページの一番下になりますが、これまで久喜
市中学校体育連盟会費を教育活動補助事業として、市としてはそちら
の活動には補助をしていたんですが、広域的に見るとその使用料につ
いては支援をしてきておりませんので、今後中学校体育連盟主催の地
区予選大会の施設使用料の支援につきましては、他団体との公平性な
どの課題もありますことから、関係各課、中学校体育連盟等関係団体
と協議検討してまいりますということで、教育委員会の気持ちとして
は、確かに久喜市の同規模の施設を使ったときだけ有料というのは、
改善といいますか、支援をしたいなという考えでなんですが、ただお
金が絡んできますので、前向きではありますけど、このような答弁を
したところでございます。以上です。

鹿児島委員長 　ありがとうございました。それでは、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。

榎本委員 　一番はじめにご説明いただいた田村栄子議員さんの自転車の件なん
ですが、先日テレビで見ていたら、子どもでも自転車事故を起こした
場合、賠償責任としてかなり大きな金額が来ると。年齢によっては親
が負担し、１２歳かその辺になると本人が負担。本人が返済する場合
には、就職してから４分の１ずつぐらい給与からカットされるみたい
な、かなり重い話をテレビでやっていたんですが、そういうこととい
うのは、具体的には小・中学校の生徒さん、親御さんのほうには周知
しているのですか。

吉田教育長 　今学校レベルでいろいろ対応しているんですけど、現実的には中学
校の登下校で自転車通学があります。自転車通学がないのは久喜東中
学校だけなんです。１０校が全部登下校で自転車通学をやっているん
です。ただ、自分が加害者でけがをさせてしまった場合の保険という
のはあまり入っていなかった。それをここのところかなり強く校長に
指導していまして、どこも入るようにしなさいよというような方向で
今進めています。まだ全部じゃないんですけど、保険の内容は年間５
００円で、数千万円までカバーするものだったと思います。
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榎本委員 　ちょっと前にも賠償額が９，０００万円になったとかありましたよ
ね。

吉田教育長 　あの９，０００万円は特別なケースです。確か９，５００万円です
よね。そういったこともありますから、かなりの額をカバーできるよ
うな内容の保険に入るように今指導しています。この間テレビでやっ
ていた９,５００万円というのは、小学校５年生でしたよね。あの内
容を見ると、５年生が自転車でぶつけてしまって、被害者がいまだに
意識不明という状態で、被害者のご家族らが加害者の親を相手に損害
賠償の訴えを起こしたんですよね。そして、その判決が保険会社へ
６,０００万円、被害者へ３，５００万円を支払えということです。
さすがに、そういったケースになったら困ってしまうよねと。あの判
例には正直ショックを受けました。

鹿児島委員長 　保険会社も訴えたんですか。

吉田教育長 　どうやらそのようです。９,５００万円のうち６,０００万円が保険
会社なんです。残りの３,５００万円が被害者にということです。

榎本委員 　登下校のときではなくて、例えば日曜日とかプライベートのときの
責任はどうなりますか。

吉田教育長 　それは親の責任です。線引きをしっかりしないとだめです。ですか
ら、親への啓発、これは今後も必要だと思います。

榎本委員 　菖蒲中は全部が自転車通学になったのですが、通学路が結構整備さ
れていないので、きわどいところがあります。どこの学校も安全な通
学というのができればなんですが。

吉田教育長 　まだ全部ではないんですけど、加害者になった場合の保険にほぼ１
００％入るような、そういった指導をしています。ある学校では、全
部入っているというところもあります。太東中とか、ほかにもいくつ
かが全員加入となっていますが、まだ全部ではないので、指導してい
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、質問を打ち切りまして、議会
の答弁についての報告は以上で終了したいと思います。

鹿児島委員長 　続きまして、「イ　久喜市立幼稚園保育料等減免に関する規則の一
部を改正する規則について」、報告をお願いします。

吉田教育長 　こちらにつきましては、担当課長から説明申し上げます。
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学務課長 　お手元の資料の教育長報告書の該当しますのは２４ページから３０
ページになります。なお、説明にあたりましては、新旧対照表という
ことで２６ページをご覧いただければと思います。

　まず、改正の内容でございますけども、右のほうが旧の現行の規則
でございまして、左のほうが今回の改正でございます。改正の内容で
ございますけども、第２条第１項に次の第３号ということで下線を書
いておりますけど、そちらを記載してございます。これまでの旧規則
の中の別表、これは２１ページになりますけども、別表第１、第２条
関係の別表、２８ページから２９ページになりますけども、第２条関
係の表中の中で４としまして、その他教育長が認めた世帯としまし
て、教育長が認めた額を表記してございます。今回の改正に基づきま
して、表中から条文の中に改めたものでございます。

　また、今回久喜市立幼稚園保育料減免に関する規則の一部を改正す
るにあたりまして、条文中や様式に記載しております教育長を市長
に、また久喜市教育委員会教育長を久喜市長に改めてございます。

　こちらにつきましては、久喜市長の権限に属する事務の補助執行に
関する規則で市長のほうから権限移譲を受けてございますので、実際
は行政財産の目的外使用の徴収とか減免、還付に関すること、こちら
のほうが補助執行の意義になっております。そして、減免につきまし
ては事務には含まれていないということで、教育長を今回市長に改め
る、また教育委員会教育長を久喜市長に改めるということでございま
す。

　以上が久喜市立幼稚園保育料等減免に関する規則の一部改正の内容
でございます。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。

（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、「ウ　久喜市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の
一部を改正する告示について」、報告をお願いします。

吉田教育長 　これも担当課長からお願いします。

学務課長 　こちらにつきましては、資料ですと３１ページから４７ページにか
けてございます。なお、説明にあたりましては、３９ページの新旧対
照表に基づきましてご説明申し上げます。

　まず、１点目といたしまして、第３条、第４条、第５条中の久喜市
教育委員会という文言を全て市長に改めました。これは、先ほど申し
上げましたように、久喜市長の権限に属する事務の補助執行に関する
規則に基づきまして改正を行ったものでございます。
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　そして、２点目といたしまして、新旧対照表の４０ページ、別表第
１になります。この表に、幼稚園に１人就園の場合及び同一世帯で２
人以上就園している場合などについて適用するということの表でござ
います。今回の補助限度額につきましては、国の改正が行われました
ことから、本市におきましても改正を行ったところでございます。

　それから、３点目といたしましては、４１ページになります。こち
らの表の注ということで、左のほうになりますけども、５を加筆して
ございます。この注の５につきましては、ご説明いたしますと、４０
ページの別表１には、左側に１から５の世帯、世帯区分と言っており
ますけども、これが所得区分ということでございます。この１から５
の区分がございまして、今回の国の改正におきまして、特にこの区分
の３と区分の４ということで、各世帯の子どもの人数と年齢に基づき
まして、右のほうにございますけども、市民税割の課税額の基準が決
まります。そうしたことによりまして、この表の右にございますよう
に、第１子、第２子、第３子に応じまして補助限度額を変更するよう
な方式になってございます。

　従来につきましては、この右側になりますけども、こちらはモデル
方式ということで１から５の区分があるんですけども、例えば区分の
３ということで、所得割額が７万７,１００円ということですから、
この金額以下であれば１１万２,２００円ということで補助限度額が
決まっていたんですけども、左のほう、特にこの区分３と区分４につ
きましては、お手元の資料ですと、４１ページからさらに続くわけで
ございますけど、子どもの人数を計算いたしまして、この課税額を算
出しまして、それに基づいて１人あたり、２人、３人ということで限
度額が変わっていくということでございます。

　具体的に申し上げますと、４０ページの別表１、区分３ということ
で、７万７,１００円以下の世帯があります。これは、表中、４１
ページになりますけども、こちらのほうの５の中にございますよう
に、２４年の１２月３１日現在で１９歳未満の扶養人数がお二人い
て、さらには１６歳未満の扶養している方がお二人いるということ
で、そうした場合は７万７,１００円ということで、こちらにつきま
しては算出の根拠がございます。

　こちらの区分３につきまして算出したものでございまして、それか
ら４点目といたしましては４３ページになります。こちらは別表２に
なるんですけども、こちらについては、先ほどは１人就園の場合とか
同一世帯からお二人就園の場合についての補助なんですけど、こちら
については、扶養家族の中に小学校の１年生から３年生までがいて、
お兄さんとかお姉さんがいて、さらに子どもさんが幼稚園に上がって
いる場合についての適用の表になります。
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　これまではモデル方式ということで大まかに７万７,１００円とか
になっていたものを、今後は特に第３階層、年収で言いますと２７０
万円から３６０万円ぐらいの世帯なんです。第４階層といいますと、
年収で３６０万円から６９０万円ぐらいなんですけど、そういう方に
ついては子どもの人数に応じて、尐子化に伴って、子どもさんが多け
れば、それなりに補助をしますということで、この子どもの人数に応
じて課税額を算出して、それをお手元の表に置きかえて補助をさらに
厚くしているようになっております。

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 　実態に応じて現行よりも厚くしているということですか。

学務課長 　はい。一例を申し上げますと。

鹿児島委員長 　いやいやなんだかややこしいですね。説明をすればするほどわから
なくなります。でも、施策の背景としては、子どもが多い世帯には手
厚くするということですよね。

吉田教育長 　３人目の子どもがいた場合には手厚く増額になると、そういう内容
ということで理解していただければと。

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 　教育長報告エ及び議案第３２号につきましては、人事案件でありま
すことから、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、「エ　久喜市教育活動支援員の委嘱について」、報告を
お願いします。

（非公開案件につき省略）

鹿児島委員長 　以上で教育長報告を終了いたします。
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【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３２号　久喜市障がい児就学支援委員会委員の
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 　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３３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 　前回の教育委員会の会議におきまして、学期制につきまして議決を
いただきまして、３学期制というふうなことでご決定いただきまし
た。それに伴いまして、管理規則の改正をする必要がございます。そ
ういったことからの上程でございます。内容につきましては、担当課
長から説明を申し上げます。

参事兼指導課長 　それでは、管理規則の一部を改正する規則についてお願いいたしま
す。この改正の根拠につきましては、ただいま教育長から説明があっ
たとおりでございます。改正の要点は３点でございます。１点は、学
年の区切りについて、この表記をこれまで表で２種類、２学期、３学
期と表記していたものを条文中に統一して表記すること、２点目とし
まして、休業日についての表記を学期ごとに別の表で２種類表記して
いたものを統一に伴い、条文中に統一して表記すると。３点目としま
して、改正後の施行を平成２６年４月１日とするものでございます。

　添付いたしました資料、議案参考資料の１ページから５ページまで
の新旧対照表をご覧いただければと思います。左側が新しい改正案、
右側が現行の規則というふうになります。まず、今３点申し上げた第
１点目でございます。第２条第２項につきましては、これまで別表１
で２学期制と３学期制の内容について学校名を挙げ、学期ごとに示さ
れておりました。第１号から第３号に新しく示す期間で３つの学期に
学年を区分する記述となります。これが３学期制を行う旨の表記にな
るわけです。
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　第２点目でございます。第３条第１項については、別表の２で２学
期制と３学期制ごとに長期休業日と他の休業日について示されており
ました。学期制の統一に伴いまして、第１号から第８号に示す日が休
業日となることを示しました。内容として変わりますのは、第４号か
ら第７号に示しました長期休業日の期間と、これまで記載されており
ました開校記念日が削除された２点でございます。そして、こちらの
表記に伴いまして、第２項につきましては、久喜市教育委員会という
表記が第３条の第１項第８号に解説、教育委員会とこの後短くして書
くという説明があるために、この表記上の変化が書かれたところでご
ざいます。

　第３点目ですが、附則として、この改正された規則の施行を平成２
６年４月１日からとす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３３号について、質疑をお受けいたします。何かご質問ござ
いますか。

鹿児島委員長 　この改正については理解したんですけども、学期制が３学期制に変
わったことの周知徹底のことです。この前も確認したんですけど、校
長会での説明は済んでいますか。それから、保護者への説明はどうで
すか。議会はこの間、全員協議会で説明したようですけど、今の状況
を説明してください。

参事兼指導課長 　現在までに、この周知につきましては、校長会及び教頭会におい
て、校長及び教頭には概略を説明したところでございます。この後、
８月に入りまして、校長、教頭、教務、この３者を対象により詳しい
説明会を実施する予定でございます。その後、保護者等に対しての周
知ですが、１０月に入りましてＰＴＡ連合会の会合があると伺ってお
りますので、そこで役員の方たちにご説明した後、保護者へは通知文
をもって周知していくという予定で現在のところ考えております。

鹿児島委員長 　そのＰＴＡ連合会への説明は１０月ですか。９月にはなりません
か。

参事兼指導課長 　一応予定では１０月です。ただ、状況に応じて生涯学習課と連携を
とりまして計画を見直してまいります。

鹿児島委員長 　できれば早く保護者にも周知したほうがいいですよね。

参事兼指導課長 　現在、リーフレット及び保護者への通知文等について検討している
ところでございます。

鹿児島委員長 　では、細部の詰めをしっかりやってください。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございませんか。

‐19‐



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

（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３３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３４号　久喜市教育振興基本計画の修正につ
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 　久喜市教育振興基本計画につきましては、先の教育委員会におきま
して議決をいただき、また、その後の市議会におきましても議決をい
ただいたところでございますが、最終的なところで、修正すべきでは
ないかというところが出てきましたので、その点についてご協議をい
ただきまして、議決をお願いしたいというふうなことでの上程でござ
います。内容につきましては、担当課長から説明を申し上げます。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、議案第３４号の久喜市教育振興基本計画の修正について
補足説明をさせていただきたいと思います。

　説明につきましては、議案参考資料の６ページ、７ページをご覧い
ただきたいと思います。今回の修正に至った経緯につきましては、た
だいま教育長から申し上げたとおりでございますが、改めて簡単にご
説明させていただきまして、内容のほうに入りたいと思います。

　この計画につきましては、４月２３日の第４回の定例委員会におい
て慎重審議の結果、全員の賛成をもって可決をいただきました。この
計画につきましては、議会の議決案件となっておりましたことから、
６月６日開会の市議会の６月定例会に議案として上程をしたところで
ございます。審議にあたっては、委員会付託となりまして、６月２６
日に開催されました教育環境常任委員会で審議がなされたわけです。

　その中で、この参考資料にもありますとおり、幼児教育を推進する
上で、公立、私立幼稚園の連携を図りながら、久喜市の教育、保育を
充実させる必要があるとして、私立幼稚園との関わりについても計画
に記述したらどうかというような意見が出されましたので、その関係
につきまして改めて事務局のほうで検討した結果、お手元の修正案の
とおり一部加筆修正するという結論に至りまして、本日議案として上
程をしたところでございます。
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　それでは、説明させていただきます。右側が修正前でございます。
左側が修正後です。意見として、私立幼稚園についての関わりです
が、こういったものを充実すべきということでございますので、修正
前については公立幼稚園の関係のみでございましたので、私立幼稚園
の関係も加えるということでございますので、併記するような形の全
体の文章構成となってございます。

　まず、下線部分が今回加筆あるいは修正した内容です。網かけ部分
については、削除した箇所でございます。まず、上から３行目にあり
ます１,４７３人（６０.７％）が私立幼稚園に就園しましたという形
で、私立幼稚園に通う園児の実態、状況というものを付け加えさせて
いただきました。

　それから次に、修正前の「そのため」ということでありますけど
も、「そのため」以降につきましては、公立幼稚園の事柄を記述して
おりまして、市立幼稚園ではということで主語をはっきり入れさせて
いただきました。また、文章のつながりを考えまして、修正前の「一
方」を「そのような中」ということで、接続詞を修正してわかりやす
いようにさせていただきました。

　そして、「また」以降なんですが、こちらが私立幼稚園に求められ
る点を新たに追記したものです。いわゆる小１プロブレムへの対応と
いう形で、小学校への滑らかな接続ということを一層図る必要がある
ということの記述でございます。読み上げさせていただきますと、
「また、私立幼稚園では、設置者の建学の精神、教育理念に基づいて
教育が行われており、その教育方針や情報等の相互理解を通して、保
護者への支援や小学校との連携などを一層図る必要があります。」と
いう形で今回加えさせていただきました。

　それから次に、「さらに」以降は国の動向を記述した内容でござい
まして、特に基本的な内容については変わってございません。一部削
除したことによりまして、よりわかりやすい文章にしてございます。

　そして最後に、この他に７ページでございますが、数値目標という
形で備考欄中の記述を修正してございます。この数値目標につきまし
ては幼稚園と小学校の交流活動ということでございまして、その対象
は小学校ということでございますので、この備考欄に今までは全２
園、幼稚園というふうに実施するところを備考欄に記述していました
が、小学校が対象であるということで、修正後では対象を小学校とい
うことで改めて置き変えました。以上が修正の内容でございます。

　なお、市議会６月定例会におきますこの基本計画の案につきまして
の議決結果でございますが、７月２日に原案どおり可決をいただいて
おります。そのことも申し添えまして、今回の修正案についての説明
とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

【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 　これは、軽微な修正といいますか、方向性が変わらない中での改良
のようなものですかね。
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吉田教育長 　そうですね。

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３４号　久喜市教育振興基
本計画の修正について」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、終了でございます。

【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、次回の定例委員会でございますが、８月１９日の月曜
日、それから８月２６日の月曜日のいずれかということで予定をして
おりますが、いかがでしょうか。

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 　１９日は都合が悪いです。

鹿児島委員長 　では、２６日でよろしいでしょうか。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　それでは、２６日でお願いします。

教育副部長兼
教育総務課長

　では、次回の定例委員会は、８月２６日、月曜日。時間は午後１時
３０分から、会場が公文書館の第３会議室とさせていただきます。窓
のある部屋のほうです。
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鹿児島委員長 　わかりました。久しぶりに公文書館ですね。

【閉議、閉会】

鹿児島委員長 　それでは、これをもちまして平成２５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２５年　８月２６日
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