
会 議 の 名 称 平成２５年第１０回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２５年１０月２１日（月曜日）

開始・終了時刻 午後１時３１分から午後３時１５分まで

開 催 場 所 公文書館　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　久喜市教育活動指導員の委嘱について

　　　イ　平成２４年度一般会計歳入歳出決算（教育費）について

　　　ウ　平成２５年９月定例議会市政に対する質問（教育委員会
　　　　　関係について

　　　エ　久喜市生涯学習推進計画（案）について

（４）その他

　　　次回定例委員会について

配 付 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１０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、教育長報告４件のみでございます。本日は、提出
された議案がないことから、議案審議はございません。

【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、髙木委員と坪井委員にお願いいたします。

【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９月２６日に
開催いたしました、第９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きまし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。

【会議の非公開】

鹿児島委員長 　教育長報告　ア　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。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、「ア　久喜市教育活動指導員の委嘱について」、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 　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、「イ　平成２４年度一般会計歳入歳出決算（教育費）
について」、報告をお願いします。

吉田教育長 　それでは、昨年度、平成２４年度の一般会計の教育費の決算につい
てでございます。９月議会の決算委員会等で審議を受けたところでご
ざいますけれども、その概要について担当課長より説明をいたしま
す。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、ご説明させていただきます。教育長報告資料の２ページ
をご覧いただきたいと思います。さきの９月議会におきまして、平成
２４年度一般会計歳入歳出決算が認定されましたので、このうち教育
費の歳出につきまして、項目ごとの報告をさせていただきます。

　まず、教育費項目別決算状況でございます。一般会計総額は４４１
億７，９４１万７千円でございまして、前年度と比較いたしますと、
９億８，８１８万２千円、２．２９％の増額となっております。この
うち、教育費合計につきましては、４９億７，６２０万９千円でござ
いまして、一般会計歳出総額の１１．２６％を占めており、前年度決
算額より２億２５１万７千円、約４．２４％の増額となっておりま
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

　この増額の主な要因につきましては、学校施設の耐震化整備事業に
伴う事業費の増加によるものでございます。教育費の内訳はご覧のと
おりの決算費目となってございまして、教育費における割合といたし
ましては、教育総務費が１２．３１％、小学校費が２６．３４％、中
学校費が５．３６％、幼稚園費が８．４０％、社会教育費が１４．４
８％、そして小中学校の学校給食運営事業を含む保健体育費が３３．
１１％となっております。

　次に、教育費の主要指標でございますが、人口１人あたりの教育費
は、平成２４年度が３万１，８９７円で、前年度と対比しまして１，
４１６円の増となっております。また、児童１人あたりの小学校費が
１７万６２９円で、前年度と比べますと７万９，９８０円の増、生徒
１人あたりの中学校費が６万９，４９８円で、前年度対比７万８，６
８２円の減となっております。

　結果といたしましては、児童１人あたりの小学校費が倍増近くに
なっておりまして、生徒１人あたりの中学校費がおおよそ半減となっ
ておりますが、これにつきましても、先ほど申し上げましたとおり、
耐震化整備事業によるものが主な要因となっております。

　平成２４年度につきましては、小学校では青葉小学校をはじめとい
たしまして５つの小学校の校舎及び屋内運動場の耐震補強工事を実施
いたしましたが、中学校では耐震補強設計業務の委託にとどまってお
りまして、工事の実施がありませんでしたので、結果として小学校費
が８６．７９％増加し、中学校費が５５．０％減尐となり、大きな増
減となったものでございます。

　このように教育費の項目を個別に見ますと、各々には増減はござい
ましたが、総額といたしましては、若干でありますが、増加傾向にあ
るところでございます。

　参考までに、資料は用意してございませんが、他市の状況をいくつ
か申し上げますと。加須市につきましては、教育費の総額が約３６億
円でございまして、一般会計における割合が９．９％、人口１人あた
りにしますと、教育費は３万１，４１２円でございます。それから春
日部市につきましては、教育費の総額が約８９億円、一般会計におけ
る割合が１３．６％、人口１人あたりの教育費が３万７，１９３円で
ございます。それから越谷市でございますが、教育費の総額が約９４
億円、一般会計における割合が１０．９％、人口１人あたりの教育費
が２万８，５５９円となっております。

　以上、簡単な報告でございますが、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。

吉田教育長 　すみません、質問の前に補足として、今年度の耐震化工事の予定を
尐し説明してもらえませんか。

鹿児島委員長 　そうですね。平成２４年度の小学校５校というのはわかりました
が、今年度の工事予定とか、まだ完了していない学校とかを教えてく
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

教育副部長兼
教育総務課長

　平成２５年度、今年度につきましては、まず久喜小学校の普通教室
棟です。それから、太田小学校の同じく普通教室棟、それから青葉小
学校の屋内運動場、青葉小学校の普通管理特別教室棟でございます。
それから、鷲宮中学校の第二校舎、いわゆる特別教室棟を２５年度実
施しているところでございます。栗橋南小学校につきましては、前年
度からの継続事業ということで、既に終了しております。

　そして、残りがあと６棟ございまして、それが完了いたしますと、
耐震化が一応終わります。残る６棟につきましては、久喜小学校の職
員室がある棟、こちらがございまして、それから太田小学校の職員室
棟と第三校舎、江面第一小学校の管理普通教室棟、青葉小学校の職員
室棟と郷土資料室のある棟、それから砂原小学校でございます。

　予定といたしましては、平成２６年度を一応目指しておりますが、
工期等の関係で若干ずれる場合も考えられますので、平成２７年度中
には全て耐震化を終えるという形で準備を進めてございます。耐震化
については、以上でございます。

吉田教育長 　耐震化の工事をする中では、トイレの改修も行うんですよね。

教育副部長兼
教育総務課長

　はい。トイレを洋式に改修します。

鹿児島委員長 　トイレは全部洋式ですか。

教育副部長兼
教育総務課長

　はい。

鹿児島委員長 　国が言っている耐震化の目標は平成２６年度でしたっけ。

教育副部長兼
教育総務課長

　平成２７年度までです。ただし、前倒しで実施していますので、順
調に行けば平成２６年度、遅れたとしても平成２７年度中には間違い
なく完了するよう、進めている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）

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　平成２５年９月定例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。

教育部長 　それでは、私が答弁したものと、部長が答弁したものがございます
ので、答弁した者が簡潔に説明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

　はじめに概要を申し上げますと、教育長への質問があった方が９
人、大項目で１０項目あります。それから私のほうで１１人、１６項
目です。そのうち１項目はまとめて福祉部長が答弁をしましたので、
差し引くと１５項目です。

　それでは、私のほうから。３ページの渡辺昌代議員のところが最初
になります。３の公民館の利用率向上について、かっこ書きで３つご
ざいますが、大要としては、公民館を合併後有料にしたので利用率が
下がっているんではないか、利用者数が減っているんではないかとい
うような趣旨の質問で、それが（１）と（２）です。それから（３）
は、合併前の久喜地区でやっていた運営委員による講座の企画運営、
その部分が特に栗橋と鷲宮地区でうまく機能していないといいます
か、運営委員の参加が尐ないのではないかという指摘の内容です。

　１点目については、公民館の実際の利用数を平成２２年から経過を
説明しまして、３ページの答弁のほうの４行目からあるのですが、確
かに総数では利用者は減っていると、平成２２年４０万６，５９４
人、平成２４年３７万９１７人ということで、若干減っている傾向が
あります。

　４ページに入りまして、（２）の公民館の施設というのは、基本的
に法令関係で無料ではないかというような質問でしたので、６行目の
ところから、法律基準の中で公民館の使用料に関する規定はないとこ
ろですということで、有料とも無料とも使用料に関する規定は一切出
ていませんので、そういった答弁をしております。

　それから、利用率低下の原因ということで、一つには利用団体の高
齢化、そうした中で利用団体が解散して活動を休止している、または
解散しているところもあって、そういったものも利用が減っている１
つだということで答弁をしています。

　その逆に、では利用者をふやす手立てはということで、講座とか教
室終了後の自主活動のサークル化ですとか、現在活動しているサーク
ルの支援、そういったものが重要になってくるだろうという答弁をし
ております。

　それから（３）でございます。これについては、公民館運営委員が
久喜地区では、事業に対して企画から運営に大体１００％関わってい
ます。また、菖蒲はおおむねか関わっています。他方、栗橋と鷲宮は
２事業とか１事業だけで、これまでその辺の考えが統一されていなく
て、運営委員については、イベント的なものだけ関わるという認識で
活動していたということでしたので、今後はその運営委員さんの過度
の負担にならないように、段階的に事業運営に企画の段階から関わっ
てもらいますという答弁をしたところです。

　続きまして、（５）のミストシャワーの設置についてということ
で、これについては、以前の議会において戸ケ崎議員のほうからミス
トシャワーの設置について一度質問をいただいています。熱中症対策
につけたほうがいいという質問に対して、結果としては、メリット、
デメリットもあるので、調査研究をしていきますということで答弁し
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

　続きまして、６ページです。岸議員の１については教育長が答えて
おります。

吉田教育長 　投票率の向上についての質問なんですけれども、その関連で、小中
学生に実際に議会を見てもらったりすることによって、議会の活動と
か、いろいろと議会に関心を持たせるような指導をしてはどうか、あ
るいは子ども議会というのを各学校単位でやったらどうかというよう
な質問です。

　それで、各学校単位ではちょっと難しいので、それはできないと。
そのかわり、学校では生徒会、児童会の選挙がありまして、それは実
際の選挙に準じたような形ではやっていますよということと、それか
ら中学生サミットをやっていますということ、これは各中学校の生徒
会の代表が集まって議論を交わすものですが、これをやっていますと
いうことを紹介しまして、そして、市議会については、インターネッ
トでの中継が始まりましたから、わざわざ来なくても各学校で十分学
習はできるだろうということ、そういったことで進めていきたいとい
うような答弁をしております。

教育部長 　７ページ入って、３の都市間提携事業の充実についてということで
ございます。これについては、国内とか国際を問わず、都市間交流を
進めるべきだという大前提のもとの中で、教育委員会のスポーツ関係
で、鷲宮地区で尐年軟式野球国際交流協会、ＩＢＡに参加しての交流
が行われているわけですが、そういったものも旧久喜市の活動に踏ま
えて進めていくべきというようなことで、これについては、ＩＢＡの
活動の始まりから現在の状況を説明しまして、今後も継続して支援し
てまいりますという答弁をしております。

　８ページに入りまして、杉野議員です。５で市立図書館の業務に指
定管理者制度を導入することについてということです。これは、
（１）から（４）まであります。１つ目は図書館サービスについて
は、市民参加で検討すべきだということ、２つ目は、削減効果、指定
管理にした場合、きっちりと具体的に、数値的に現せるのかというこ
と、３つ目が導入にあたっては図書館協議会に諮問すべきだというこ
と、４つ目が行政が決めた方針、行革の方針の中で、指定管理者制度
を検討するということは、教育委員会としての中立性とか政治的独立
性、そういったものがちゃんと図られているのかと見解を伺うという
ような質問でございました。

　１点目については、日頃の業務の中で図書館に意見箱を設置して、
そういったところで出てくる意見、職員が携わっている件とかを、協
議会に諮る際の参考としてそういう意見を生かしてもらいますという
ような答弁をしております。

　それから、２点目については、まだ検討に入ったばかりで、その指
定管理者制度を導入した場合の経費削減効果などの数値的なものはこ
れから検討して、図書館協議会へ諮問する際に提示していきますとい
う答弁をしております。

　それから、（３）は、図書館協議会への諮問はいたしますという答
弁をいたしました。
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　それから、（４）につきましては、質問の冒頭が教育委員会委員長
にという投げかけだったんですが、９ページの次に（４）のところの
答弁をする前に、当日加えまして、具体的な事務を進めるにあたって
のことでありますので、私から答弁いたしますと、事務職として私の
ほうから答弁しますという前置きを置いて答弁をしております。ポイ
ントは、図書館としての機能を十分発揮し、市民サービス、図書館
サービスの向上に資するかを第一に、図書館協議会の審議を踏まえて
教育委員会として慎重に検討してみますというふうな答弁をしており
ます。

　続きまして、９ページです。斉藤広子議員です。１の図書館事業に
ついて、（１）で細かく指定管理の関係を４点ほど聞いてきておりま
す。それから、（２）が「赤ちゃんタイム」というのを設けてはどう
か、それから１０ページに入って、（３）が市内の小学生から子ども
司書を募集して取り組んではどうかというような質問でございまし
た。

　まず、指定管理者の関係につきましては、図書館司書を１００％置
けるのかというようなことの内容でしたが、指定管理にするにしても
１００％は難しいだろうというような答弁をしております。

　それから、どの図書館を指定管理にするのかというのは、具体的に
はこれから図書館協議会の諮問を踏まえて、具体的な図書館について
検討しますという答弁をしております。

　そして、いつからの移行予定かということで、行革のほうで示され
たのが平成２８年度までの取り組みということですので、平成２８年
度までの間で検討をして決定して、やる場合は取り組みますというよ
うな答弁をしております。

　それから、学校図書館との連携についてはどのように考えているか
ということがありましたので、これについては、これまで同様、この
事業を継続できるように、指定管理にしても継続できるようにという
ことで進めてまいりますという答弁をしております。

　それから、（２）の赤ちゃんタイムの関係ですが、特別に赤ちゃん
タイムを設けることなく子供、幼児連れの方も気軽に図書館が利用で
きるように、普段から心がけて取り組んでまいりますという答弁をし
ております。

　それから、（３）の子ども司書の関係ですが、現在、中央図書館で
子ども一日図書館員という事業をやっておりまして、内容に若干の違
いはあるんですけれども、趣旨としては同じような内容で取り組んで
おりますので、久喜市の図書館としては、まずその子ども一日図書館
員という事業を市全体に広げて取り組んでまいりたいというようなこ
とで答弁をしております。

　次の２はがん対策について、教育長のほうからお願いします。
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吉田教育長 　これにつきましては、がん教育を各学校でも進めるべきだというよ
うなことで、まさにそのとおりでございますので、答弁は保健体育や
学級活動、あるいは道徳の時間や総合的な学習時間等を踏まえて、各
学校で進めるよう、働きかけをしていくというような答弁をさせてい
ただきました。

教育部長 　１２ページ、田村栄子議員の学校給食についてということです。
（１）、（２）、（４）ということで、（３）は抜けておりますが、
これは、（３）が各学校に設置されている自校方式の調理室を防災拠
点として使えるのではないかというような趣旨の質問でございました
ので、防災担当が答弁をしております。

　いずれにしても、栗橋南小学校北校舎を改築するにあたりまして、
自校の給食室を設置してございませんので、その関係で設置すべきだ
というような趣旨の質問でございます。

　内容的には１２ページの下のほうに書いてございますが、審議会の
ほうに諮問をしておりますので、今後予定されている久喜市学校給食
審議会の答申を踏まえて、総合的に検討してまいりますという答弁を
しております。

　次に１３ページの２です。久喜市立小中学校の将来像についてとい
うことで、１点目は、児童と生徒数の現状と将来の推移はということ
で、これは１４ページのほうに入りまして、答弁のところで、生まれ
てこのまま居住していれば確実に小学校に入る子どもの数から推計す
ると、平成３１年度が一番先を見越せる数字になりますので、その数
字を申し上げて、いずれにしても減尐傾向にあるというようなことで
答弁をしております。

　（２）と（３）、その減尐に対してどうしていくかというような質
問ですが、その部分については、教育長のほうからお願いします。

吉田教育長 　これにつきましては、減尐したから学校をなくすのか、加配をする
のかとか、そういうことは、私どもは現時点では考えておりませんの
で、考えていないという立場から、内容等についてはこういうふうに
充実をしていくのだというふうなことで答弁してあります。

　それから、（３）につきましては、いかに小さな学校であったとし
て、子どもの数が減るというのであれば、今度は横のつながりをもっ
と大事にするというような、そういった横の連携を推進しているとい
うことです。具体的には江面第二小学校と清久小学校、江面第一小学
校、これらでは、横の連携を既に始めています。江面第二小学校と清
久小学校が合同で遠足をしようとか、そういう横のつながりをするこ
とで、１校では尐ない人数でも、もう尐し大勢での活動が可能になる
というようなことがあります。

　そして、今年のテーマは小中の連携でして、これをかなり強烈に
やってもらっていますので、結構進んでいるところがあります。そう
いうようなことで、縦と横、これをしっかりと連携させて、地区とし
てまとまった形での教育を進めるべきというふうな考え方で答弁して
ございます。
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教育部長 　１５ページに入りまして、４の原発事故後の放射線についてという
ことで、放射線量の推移で、部分的に高いところがあるのではないか
ということと、放射線量の測定結果の信頼性はどうなのかというよう
な趣旨の質問でした。

　全体的に除染を実施したり、定例的に測定をしているところは、若
干の揺らぎはありますけれども、下降傾向にあるということでありま
す。それから、測定機器については、年１回の校正作業を行っている
ということ、それから１か所の測定では、複数回測って、その平均値
を測定値としていることから、信頼性は高いというふうな答弁をして
おります。

　続きまして１６ページです。戸ケ崎議員です。３の団塊世代の男性
が挑戦できる地域貢献の取り組みについてということで、そういう人
たちの活動のバックアップ、支援をというようなことの質問でした。

　答弁の趣旨としては、まさにそういう人たちに参加してほしいのが
久喜市市民大学であり、その実施をしているわけだということで答弁
をしております。

　それから１７ページに入りまして、５の自転車交通安全対策につい
ては、教育長のほうからお願いします。

吉田教育長 　これにつきましては、このたび道路交通法が改正になって、自転車
に対する規定もはっきり明記されて、その関係からの質問です。

　最初はスケアード・ストレイトという教育技法があるのですけれど
も、これは要するに子どもたちの前でスタントマンが実際に車にはね
飛ばされて、目の当たりにした子どもが恐怖体験を経験するというも
のなんです。それで、これは県のほうでも事業としてやっているんで
すが、年間１５校程度しかなくて、今年度も市内でも５校ぐらい希望
したんですが、全部当たらなかったんです。以前には太東中が当たっ
て、実施したことがありまして、いいことなので、今後も進めていき
たいというふうに思っています。

　ただ、市独自でやろうかと考えて計算したら、１回あたり二、三十
万かかってしまうということで、かなりお金がかかるということがあ
りますので、県のこのプログラムに積極的に応募していくというふう
なことで考えています。

　２つ目は、自転車の左側通行ということなんですけれども、これは
もう徹底してやっていきましょうというようなことで、それを想定し
た各学校での交通安全教室もやっていると答えています。

　３番目につきましては、自転車の場合、尐なくとも自転車通学をし
ている子たちは、加害者になることも可能性としてはかなり出てきて
います。実際に賠償問題で何千万円というのもありましたし、中には
１億円を超したというのもあったと思います。賠償保険に入っておか
ないと大変なことになりますから、各学校の加入状況を調査しまし
て、結果としては、かなりの学校で加入していました。ただ、全部で
はないので、今後は入っていないところに対しては、こちらから働き
かけしていきますというふうな積極的な答弁をしております。以上で
す。
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教育部長 　続きまして、１８ページの６で、太陽光発電の補助制度の活用につ
いてということです。文部科学省のほうで太陽光発電に対する補助制
度があるので、それを今まで以上に積極的に活用して進めるべきだと
いうような質問でございました。これについては、これまで設置した
久喜南中、久喜小、それから改築が完了したばかりの栗橋南小学校北
校舎、この３カ所に文科省の交付金を使って設置してきたという経過
を説明して、これからも可能な限り大規模改修等のときには設置をし
ていきたいという答弁をしております。

吉田教育長 　続いて猪股議員です。１番の質問、これは不登校の生徒の中に、長
期間、何ヶ月も本人の顔を見ることができていないケースがあったこ
とについての質問です。

　これにつきましては、それぞれのケースの対応がそれぞれの生活状
況等に係わることから、個別具体的な説明を控えまして、１９ページ
から２０ページにありますとおり、共通した対応につきまして、答弁
をしております。

教育部長 　続きまして、２の公共施設の不適正な予約・使用あった、経過と今
後の対応を伺うということです。これについては、広域のスポーツ団
体の大会のための仮予約を生涯学習課のほうで行ったんですが、どう
もそれが例規上合致しないとか、不手際があったんではないかという
ような指摘でございました。まさにそのとおりの部分がございまし
た。

　答弁のほうで、この団体については、ふれあいセンター久喜を使用
したいということで生涯学習課に相談がありまして、広域の団体で、
地元の久喜市内のスポーツ団体も入っているということで、生涯学習
課のほうで便宜を図って仮予約をして、それから本予約までしたんで
すが、その後の手続が生涯学習課の申請だったんで、本来有料になる
べき団体だったのが、無料のままそのまま行ってしまった。それか
ら、時間とか部屋数も必要以上に使用して、本来施設の目的に合致し
た団体の利用を妨げたと、迷惑をかけたんじゃないかというのが猪股
議員の指摘だったんです。

　そういう猪股議員のほうからの質問内容と、確かにそのとおりです
というようなところもありまして、これについては、事務方のほうの
認識不足だったということで謝罪も一部でしながら、今後そういうこ
とがないよう気をつけていきますというような大枠で答弁をしており
ます。

　なお、その団体のほうにはお話をして、後日、本来納めるべき料金
については納めていただいております。

　続きまして、２２ページの３です。公共施設の利用時間の区分を変
更すべきであるが考えを伺うということで、これについては、公民館
の関係が教育委員会ではあったのですが、特にふれあいセンターが
メーンでの質問でしたので、福祉部長のほうが教育委員会の関係の分
もあわせて答弁しております。
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　 　質問の趣旨は、午後１時とか１時半から利用する団体がある場合、
その準備を事前にするのに、午前中から予約して、そこが使えない無
駄な時間になっているのではないか。だから、昼休みの時間から午後
の部を貸せるように、例えば１２時半から貸すとかにすれば、午前中
を無駄に借りる必要はなくなるのではないかという内容の質問でし
た。

　これについては、ふれあいセンターはふれあいセンター側での答弁
なんですが、公民館の関係は２３ページの答弁のところの中ほど、ま
た書き以降が公民館の関係で答弁しております。たまたま時間区分で
貸すとか、午前、午後、夜間の区分で貸すとか、そういう関係が過去
に春山議員から質問が出ておりましたので、利用者アンケートを実施
しているんですが、利用者の多く、これは８５％なんですけれども、
現在の利用区分でいいですよという答えが、返ってきていますので、
今利用している方々が現状でいいと言っているのに、それを大きく変
える必要はないだろうということがあります。

　それから、今の料金設定ですと、基準単価に時間を掛けて料金を出
していますので、時間単位で、仮に１２時半から午後の１区分を貸す
ことになると、料金を１００円上げるような形になってしまします。
そうすると、本当に午後１時から利用していた団体にとっては、料金
が上がってしまうことになります。

　そういう問題も出てくるというようなことから、現在の状況で当面
は対応しますという答弁をしております。

　続きまして、２３ページの下のほうになります。春山議員の幼稚園
と小学校の連携をさらに強化すべきとの質問ですが、これについては
教育長のほうからお願いします。

吉田教育長 　これにつきましては、小１プロブレムの問題と、幼稚園と小学校の
連携はしているというんだけれども、公立はわずか２つしかなくて、
私立の幼稚園とはやっていないんじゃないですか、というようなこと
の質問でした。

　ただ、実際はそうではなくて、小１プロブレムについては、２４
ページに書いてある、答弁した内容のとおりです。それから、幼稚園
の連携についても調べましたら、小学校１６校で、私立・公立を問わ
ずにやっているんです。

　また、私立との連携ということが質問のメインテーマでしたので、
久喜市では、幼児教育連携協議会というのを設置していて、そこにも
私立幼稚園の代表の方も入っておりまして、そういう意味でもいろん
な意見交換はしておりますというふうなことを答弁しました。

　そして、もう一つ大事なのは、保育所との連携です。この保・幼・
小の連携を大事にしたいということがあります。これまでもやってお
りますし、それを今後とも充実していきますというふうな答弁でまと
めてございます。
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教育部長 　続きまして、２５ページ中ほどの２の給食用エレベーターの使用に
向けてということで、鷲宮地区では、東鷲宮小学校を除いては給食用
エレベーターが全部使用中止になっておりますので、その再開を早期
にやるべきだという内容です。

　これについては、今後の大規模改修等の中で取り組んでまいります
ということで、具体的には、来年度の砂原小学校の大規模改修工事に
向けて、今年度改修の設計をしているんですが、まずはこの砂原小学
校の大規模改修の中でエレベーターについても取り組みますという答
弁をしております。

　その先については、明確な時期等は申し上げられないけれども、順
次進めていきますというような答弁をしております。

吉田教育長 　３の学期制については、私のほうから。学期制については、これま
で検討してきて、先日、議決をしていただいて、それで新３学期制と
いうことで、来年の４月１日から始めますということになっておりま
すが、何でわざわざ「新」を付けるのかと、３学期制でいいのではな
いかというふうなことでした。

　それにつきましては、これは検討委員会でずっと進めてきたとお
り、２学期制のよさと３学期制のよさの両方を合わせた形の新しいス
タイルの３学期制というふうなことでスタートしたいので、「新」と
いうのを付けましたと答弁いたしました。

　そして、これが定着するまでは当面「新」というのを付けるけれど
も、定着したら、その「新」というのは取って、３学期制という形で
していきたいというようなことも答弁しております。

　ですから、議員さんとしては、「新」を取っちゃって、その中身を
説明すればいいじゃないかというご意見でしたが、こちらとしては、
あえて「新」というのをつけて、よさをアピールすると、そのために
「新」だということをお答えしております。

　これにつきましては、学期制検討委員会からいただきました意見書
におきましても、現行の３学期制にも問題点が多いため、それを改善
するために新しい形の３学期制が望ましいというふうな意見がしっか
りと明記されていますので、それも説明しまして、最終的には、議員
さんにもご理解をいだだいて終わりました。以上です。

　続いて、２７ページ、矢崎さんの質問です。デイジー教科書につい
てです。この「デイジー」というのは、「デジタル・アクセシブル・
インフォメーション・システム」の略でして、これは、文字を拡大し
たり、あとは場合によっては文章の一部分、読み上げている部分を、
色でハイライトさせたりしてアピールするという、そういうマルチメ
ディアなもので、主に弱視や読書障がいがある場合に使うものです。

　公明党さんでは、デイジー教科書をぜひ普及させたいという意向が
あるようで、これが２回目の質問だったんです。
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　それで、今年度から新たに弱視学級を設けたわけですが、そのとき
もそのお子さんにこのデイジー教科書がいいのか、それとも、もう一
つ、拡大だけできる拡大器というのもあるんですが、どちらを使用す
るかというのを親御さんと協議をしました。その結果、うちの子は拡
大器のほうで大丈夫ですというようなことになりましたので、このデ
イジー教科書を使わずに拡大器を利用して、現在、授業を行っており
ます。

　しかし、今後、デイジー教科書が適切だというふうなことがあれ
ば、積極的に取り入れていきたいというふうな答弁で終わっておりま
す。

教育部長 　続きまして２８ページ、５のガスオーブンの設置についてというこ
とで、栗橋公民館にパンづくりの団体もあり、ガスオーブンを設置し
てほしいというような質問でございました。

　ガスオーブンの設置については、利用者の声を反映した公民館機能
の向上も必要なことということで、調査研究してまいりますという答
弁をしております。

　それから２９ページに入りまして、園部議員の質問、３の古民家の
保存についてということでした。１つ目は、古民家の文化財指定につ
いて、２３年度以降のこれまでの取り組みを伺うということ、それか
ら２つ目は、古民家を文化財に指定して保存すべきだがというような
ことでございました。

　答弁では、平成２４年度に２件、古民家の調査を実際にしておりま
す。久喜地区１件と菖蒲地区１件ですが、その後については、やはり
古民家を調査するというのは、所有者の方への負担とか、それから調
査をする対象の古民家が、相当な価値を有しているであろうという特
徴とか、そういうものをとらえたものが平成２４年度に調査した２件
よりなかなかすぐれたものが見つからないということで、その後の調
査はしておらないところですけれども、そういったものをさらに調査
をしていく必要があるのではないかというような趣旨の質問でしたの
で、今申し上げた理由から、次に調査すべき適当な物件がないという
答弁をしております。

　それから、文化財の指定については、文化財の指定をいたします
と、さまざまな制約がかかるというようなことから、所有者の意思を
尊重しながら、今後についても所有者の方と連絡をとり合いながら、
活用とか保存については考えていきたいということで、すぐに指定を
するようなことについては、若干否定的な答弁をしたところでござい
ます。
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吉田教育長 　次、４番です。情報モラルの関係です。園部議員さんから情報モラ
ル教育は非常に大事だという内容の質問でして、おっしゃるとおりな
んです。それで携帯電話持っている、所有している人数、それからス
マホ、スマートフォンですね、これを所有している人数、このあたり
の調査結果を調べましたら、小学６年生で３割、中学２年生で６割の
所有率です。そのうち、スマホの所有率は、小学６年生で１割強、中
学２年生で２割強です。ですから、今後ますます、スマホへの切り替
えが増えていくことになると、今まで以上の注意喚起が必要になる、
そういった認識を示しています。

　これまでも情報モラル教育をやってきているんだけれども、これか
らもより強化していきますよというふうなこと、それから２つ目が、
それではネットパトロールはどうなのかというような話で、県のほう
で、実はネットパトロール隊というようなものがあったんですが、そ
れ打ち切りになってしまいました。そこで、市町村独自でやらなくて
はいけないということで、教育委員会の担当がやっていることと、各
学校でも担当者を決めて、情報主任が自ら見守りをするもよし、とい
うふうなことで、各学校でもできるよう指導してきたんです。

　ただ、どうもそれでも限度があるという状況があって、そうしたと
ころ市内の各学校、子どもたちへ支援をしてくれているグループがあ
りましたので、そのグループにお願いして、学校での子どもたちへの
指導の支援だけではなくて、見守りもやっていただけないかというこ
とで、今協議をしております。

　グループからは具体的な内容までＯＫをいただいていますので、い
よいよ見守りを実施していただくという段階に来ていますので、その
状況を説明し、答弁といたしました。

教育部長 　３１ページ、大谷議員です。通学路の安全対策についての取り組み
ということで、通学路の点検からいろいろな危険箇所等の要望に対し
てどのような対応しているのか、またその要望に対しては迅速な対応
をお願いしたいというような趣旨の質問でございました。

　（３）まであるわけですが、これについては、新学期が始まるとき
の通学路を決定するにあたって、学校、保護者、地元で通学路につい
てはいろいろと点検をしていただいていると、それらについては教育
委員会も把握して、必要な対策について関係課へ依頼を随時行って、
子供たちの通学路の安全確保に努めているというような趣旨の答弁を
しております。以上です。

吉田教育長 　最後になります。若手教員の育成についてございます。大谷議員さ
んから以前にも同様の質問をいただいており、今回は２回目の質問で
す。
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　やはり若手教員の育成は最重要課題の一つになっておりますので、
いろいろな研修が県で行われているということがありますけれども、
市独自でもちょうど狭間になっている、６年目から９年目の間の教職
員を対象にした研修会をもう既に実施しております。それに加えまし
て、今年度は特別支援学級担任に新任で入るとか、臨任で入るとか、
そういう人がいましたので、この人たちをターゲットにした研修会を
今年度開きました。

　それと、もう一本新しく立ち上げたのが、１年目はかなり手厚くや
すく指導を受けるんですけれども、２年目、３年目、ぽっと空くので
す。この２年目、３年目の先生方を集めて、特に授業力をアップとい
うのを目標にした研修会を新たに始めたいということで、１１月に２
回実施予定でいること、そのことを加えて答弁といたしまして、いず
れにしても各学校での若手教員の育成が大事ですので、教育委員会だ
けじゃなくて、学校の校長を中心とした育成を意図的に計画的に進め
るように、教育委員会からも参画していきたいというふうな内容で答
え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。

鹿児島委員長 　それでは、私のほうから３点ばかり。学校給食審議会の答申はいつ
ごろ出そうですか。

教育部長 　予定では、平成２６年度に入ってからです。一つの方針を出すとい
うことですので、現在は大きな枠の中での項目を一つずつ検討してい
る段階です。答弁では、給食審議会の審議状況の経過を説明したとこ
ろでございます。

鹿児島委員長 　それから、自転車事故で加害者になる、これが最近多いんですよ
ね。これは校長会で校長先生方に警鐘を鳴らしたほうがいいですね。
加害者になって訴えられるという場合もありますしね。それで、自転
車の保険というのは、どのくらいの保険料なんですか。

参事兼指導課長 　現在、太東中で入っているのが５００円ということでした。

鹿児島委員長 　年間ですか。

吉田教育長 　年間５００円です。

鹿児島委員長 　年間５００円なら、ぜひ加入してもらいたいですね。

榎本委員 　補償金額はいくらまでですか。

参事兼指導課長 　そこまでは聞いてませんが、そんなに大きくはないと思います。

吉田教育長 　それでも、結構な金額だったと思います。
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榎本委員 　これは、民間の保険ですか。

参事兼指導課長 　そうです。

鹿児島委員長 　あと、猪股議員の質問の不適正な予約のところですが、これは何で
そうなってしまったのですか。１番のポイントはどのあたりですか。

教育部長 　通常の予約では、先々まで予約ができませんので、利用団体のほう
から生涯学習課へ口頭で申請がありました。そこで、大会の関係もあ
りますので、協力ということで、生涯学習課の名前でふれあいセン
ターを予約したんです。正式にそれで実施するということで、一応本
予約という形をとったんですが、名前が生涯学習課のままになってい
て、本当はその団体として予約できるときに生涯学習課の名前を切り
替えなければならなかったんですけど、それをやっていなかったとい
うことです。

鹿児島委員長 　そうすると、団体の手落ちなんですか。

教育部長 　こちらのほうにも落ち度はあります。

鹿児島委員長 　しかし、生涯学習課がそういうふうに意向を受けてやることは、今
までもあったわけですよね。

教育部長 　やはり広域の大会とかになると、先々の予約が関係しますので、多
尐の便宜を図ることはやむを得ないと思うんです。

鹿児島委員長 　そういうのもやっていたわけですよね。

教育部長 　はい。

鹿児島委員長 　ただ、今回はその名前が最後まで生涯学習課のままになっていた
と。

教育部長 　そうですね。そのあたりはやはり受けた以上、しっかりとチェック
していかないと、それと早目に予約しますから部屋を余計に予約しな
いように、時間を長目に予約しないように、そういったこともチェッ
クしていく必要があります。

鹿児島委員長 　そこが問題、課題ですね。
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教育部長 　それから、有料、無料の部分もあります。そのあたりの確認が十分
でないまま、予約をして団体にできましたよと連絡すると、担当職員
はそれで終わってしまうんですよね。やはりそれが一番の問題なんで
す。取り持った以上は、最後まで責任持って確認をする必要があった
というようなことがありますので、そのあたりについては、答弁のほ
うで申し訳ないと、今後そのあたりは十分注意しますというような答
弁をしました。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございませんか。

髙木委員 　特別支援学級担任研修会というのは、具体的にどういう方が講師に
なるのですか。

参事兼指導課長 　講師になるのは、特別支援学級をずっと直接指導してこられた市内
のベテランの教諭です。その方を講師として、若手の職員に対して授
業の組み方ですとか、普段の指導のあり方について指導していただい
たというのが今回の研修です。

髙木委員 　行田に教育センターがありますよね。あそこではそういう特別支援
学級対応の研修会というのを定期的に何かやっておられるのですか。

参事兼指導課長 　特定の研修は行われておりませんが、一般的な特別支援教育の研
修、今申し上げたような実践的というよりも、特別支援教育とは何か
とか、あとはどういう形で進められているかとか、そういう自主研修
的なものを、申し込んで受けることができるようにはなっています。

吉田教育長 　特別支援学校のコーディネーターの先生にも、各学校は随分お世話
になっていまして、来てもらって指導を受けたり、勉強したりという
のがあるんですよね。支援籍学級もやっていますから。

鹿児島委員長 　久喜の特別支援学校にもいい先生もいますからね。

吉田教育長 　久喜にしても、宮代にしても、非常に協力的によくやっていただい
ています。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございませんか。

坪井委員 　テレビでもやっていたんですけれども、若手の教職員さんが、臨採
から本採になって担任を持ったときに、小学校なんかでは特にプレッ
シャーがかかって、途中でやめる先生が多いというお話をされていた
んで、やっぱりそのあたりの研修の必要性というのが考えられており
ましたので、こんな形で進めていただければいいなと思いました。

鹿児島委員長 　そうですね。よくサポートしたほうがいいですね。本当に現場が
困っちゃいますから。
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吉田教育長 　メンタル面でのケアが必要です。

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 　続きまして、「エ　久喜市生涯学習推進計画（案）について」、報
告をお願いします。

吉田教育長 　これにつきましては、中山課長から内容について説明いたしますけ
れども、これは生涯学習の推進部と、それから社会教育委員会、そし
て、推進計画の原案を作成するための特別チームも立ち上げて、この
道に造詣の深い岸議員さんや原嶋先生とか、いろんな方々に入ってい
ただいて、原案、素案を作り、かなり揉まれて案として仕上がってき
たものでございます。内容については、課長からお願いします。

参事兼生涯学習課長 　生涯学習推進計画につきましては、合併時の調整方針によりまし
て、合併後３年以内に策定をするというようなことになっておりまし
た。合併前につきましては、それぞれの町、それから市でこの推進計
画がありましたけれども、ただ、菖蒲町はなかったということでござ
います。生涯学習は、ご存じのように、自主的、自発的に学ぶもので
ございますけれども、生涯学習の学びを通して豊かなまちづくりを推
進していくことが大切なことになっているところでございます。

　今年の３月に久喜市総合振興計画が定められておりますけれども、
その中でまちづくりの基本理念は、協働のまちづくり、市民主役のま
ちづくり、共生を大切にするまちづくり、安全安心を重視にしたまち
づくりとなっております。具体的に申し上げれば、昨日久喜のほうで
行われました市民まつりが、市民の皆さんが知恵と経験を出して、あ
あいう形でみんなの祭りだということでやるのがひとつの例かなと思
います。

　そういうことで、昨今急速に変化する社会環境や生涯学習に対する
市民ニーズも変わってきておりますが、その辺も含めて平成２５年か
ら１０年間にわたる、市民がつくる学びのまちづくりを基本理念に、
生涯学習推進計画の案を策定いたしました。

　教育長のほうから今ちょっとお話がありましたとおり、久喜市では
生涯学習の推進のために、生涯学習推進会議が設置されております。
生涯学習推進会議の所掌の事項につきましては、生涯学習推進に関す
る基本的な指針の策定に関すること、それから生涯学習の推進のため
の提言に関することとなっておりますことから、今回の推進計画につ
きましては、先ほども出ましたけれども、５名によるチーム、原案作
成部会を作りまして、学識経験者のアドバイスなどを受けながら原案
を作成したところでございます。
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　原案作成にあたりましては、総合振興計画の中の大綱の４、「心豊
かな人材を育み、郷土の歴史、文化を大切にするまち」、そして、
「生涯学習の推進」が掲げられております。また、今年度制定いたし
ました久喜市の教育振興基本計画では、基本目標の５の中で、「豊か
な生き方を築く生涯学習の推進」を掲げておりますことから、これら
の基本方針の理念を念頭に、案のほうに移させていただいたておりま
すけれども、「まなぶ、いかす、つなぐ、ささえあう」を生涯学習の
柱として、「自主、協働、創造」の基本方針のもとに原案を作成して
おります。

　原案をさらに生涯学習推進会議の中で検討をしていただいた後に、
平成２５年７月に生涯学習推進会議の議長から審議提案の提言があっ
たところでございます。この市民参加により作られた提言を基本に、
久喜市生涯学習推進計画の案を作成しまして、８月の１３日から９月
の１２日の間、市民意見提出制度、パブリック・コメントを実施いた
しまして、意見を募集した後、お手元のような資料となっているとこ
ろでございます。

　推進計画案の内容でございますけれども、第１章から第６章までと
なっておりまして、第１章では、計画策定にあたっての趣旨や生涯学
習についてまとめております。第２章は、本市の生涯学習の現状、第
３章では、本市の生涯学習の課題、第４章では、基本的な考え方とい
たしまして、基本目標や基本方針、第５章では、施策の展開として関
係各課の事業等について記載させていただいております。第６章で
は、計画の推進となっております。計画は１から６となっておりま
す。

　今後の予定でございますけれども、今回案を委員の皆様にお示しを
しているところでございますけれども、この後市長の決裁を受けまし
て、年度途中でございますが、決裁を受けたら施行する予定としてい
る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。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 　全体的によくできていると思いますよ。

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。

【次回定例委員会の開催】

鹿児島委員長 　続きまして、日程第４、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。
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教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、次回の定例委員会でございますが、第１案といたしまし
て、１１月１８日、月曜日、第２案が１１月２１日、木曜日を予定を
しておりますが、いかがでしょうか。時間は１１月１８日が１時半か
ら、１１月２１日が午前中です。

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 　１１月１８日は１時半から１０か月健診がありますのでちょっと。

鹿児島委員長 　２１日はどうですか。

髙木委員 　２１日は午後なら何とかなるんですが。

鹿児島委員長 　２１日の開催時間を午後にできますか。

教育副部長兼
教育総務課長

　会場の関係もありますが、大丈夫だと思います。

鹿児島委員長 　時間は１時半でいいですか。

髙木委員 　大丈夫です。

鹿児島委員長 　それでは２１日でお願いします。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、１１月２１日、木曜日の１時半からということで、場所
につきましては、追ってご連絡差し上げます。よろしくお願いいたし
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１０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１１月２１日
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