
会 議 の 名 称 平成２５年第１１回臨時教育委員会

開 催 年 月 日 平成２５年１１月７日（木曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後２時２５分まで

開 催 場 所 鷲宮総合支所　４０７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、坪井喜代子各委員、吉田耕治教育長

欠 席 委 員 氏 名 髙木学委員

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）議事

議案第４３号　久喜市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する
　　　　　　　規則について

議案第４４号　指定管理者を指定することについて

配 付 資 料 議案書、議案参考資料

会議の公開・非公開 一部非公開（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　

【開会の宣言】

鹿児島委員長 　皆さん、こんにちは。早速ではありますが、これより臨時委員会を
はじめさせていただきます。ただ今の出席委員は４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
１１回臨時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
いたします。

【議事・議案審議】

鹿児島委員長 　日程第２、議事に入ります。

鹿児島委員長 　はじめに、「議案第４３号　久喜市教育委員会事務局組織規則の一
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。

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

吉田教育長 　久喜市教育委員会事務局組織の規則でございますが、このたび、教
育委員会が菖蒲総合支所のほうに引越しをするという関係から、この
規則の一部を改正したいということで、議決をお願いしたいというこ
とでございます。内容につきましては、担当課長より説明を申し上げ
ます。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは議案第４３号、久喜市教育委員会事務局組織規則の一部を
改正する規則につきまして、補足説明をさせていただきます。

　議案参考資料の１ページをお開きいただきたいと思います。このた
びの規則の改正につきましては、先ほど教育長からもお話しがありま
したとおり、市役所本庁舎の耐震補強工事に伴い、教育委員会の一部
の組織を菖蒲総合支所へ移転することになりました。

　その移転に際しまして、菖蒲総合支所内の教育委員会菖蒲分室を廃
止するとともに、本庁舎内に新たに教育委員会久喜分室を設置するも
のでございまして、そのための所要の改正をするものでございます。

　まず、１ページの第２条、第３項の「菖蒲分室」を「久喜分室」に
改めまして、次の表の事務のところでは、２ページ以降の第３条の分
掌事務と並びが異なっていたところがありましたので、その順番を整
理したものでございます。

　それから、２ページの第３条の分掌事務につきましては、学務課に
おきまして現在取り扱っている事務に合わせる形で修正を行ったとこ
ろでございます。具体的には、第８号に「障がい児通学費補助に関す
ること」を加えまして、第１４号を「業務員に関すること」と改めま
した。改正前は「学校用務業務委託に関すること」でございました。

　さらに、第１８号に「協議会等の分担金に関すること」があります
が、これにつきましては、学務課におきまして予算を一括計上してお
りましたが、この分担金につきましては、各課の団体との関連によっ
てそれぞれの課で予算措置をすることになりましたので、削除させて
いただくものでございます。

　内容は以上でございます。なお、この規則につきましては、平成２
５年１２月１日から施行するものでございます。

　次に、参考として４ページをご覧いただきたいと思います。こちら
につきましては、教育委員会教育部の菖蒲総合支所への移転について
でございます。概略につきましてご説明させていただきます。

　ます、移転する課につきましては、本庁舎内の教育総務課をはじ
め、学務課、指導課、生涯学習課、それと公文書館内にあります文化
財保護課の５課でございます。

　移転のスケジュールでございますが、１１月２９日の業務終了後か
ら移転作業を開始いたしまして、土日にかけまして荷物の搬入・搬出
作業を行い、１２月２日、月曜日から菖蒲総合支所３階で業務を開始
いたします。
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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

　現在、菖蒲分室で取り扱っている業務につきましては、移転後の各
課において取り扱うこととなります。また、新たに設置される久喜分
室では、久喜地区の児童生徒の就学に関すること、通学区域に関する
こと、就学援助費に関すること、入学準備金等に関すること、人権教
育に関することなどについて取り扱ってまいります。

　なお、現在の久喜地区の小・中学校の維持管理につきましては、教
育総務課で、また、菖蒲地区の小・中学校の維持管理につきまして
は、菖蒲分室で取り扱っておりますが、移転後の久喜地区と菖蒲地区
の小・中学校の維持管理につきましては、教育総務課本課で一括して
取り扱うこととします。移転後の概要につきましては、以上となりま
す。

　お手元に広報くき１１月１日号をお配りしてございますが、このた
びの移転に伴いましてのお知らせが掲載されておりますので、ご覧い
ただければと思います。説明は以上でございます。よろしくお願いい
たします。

【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４３号について、質疑
をお受けいたします。

鹿児島委員長 　久喜分室で行う業務が書いてありますけれども、これは、教育委員
会の本体が菖蒲に行くから、久喜が分室になるということですか。

教育副部長兼
教育総務課長

　はい。

鹿児島委員長 　それで、その久喜分室は、どこに置かれて、それから何名配置され
るのですか。

教育副部長兼
教育総務課長

　場所は４階の今でいうと生涯学習課のあたりです。

吉田教育長 　日曜開庁のコーナーも４階にできまして、久喜分室はその隣になる
予定です。

鹿児島委員長 　今は日曜開庁を１階でやってますよね。

教育副部長兼
教育総務課長

　はい。ただ、工事中はスペースを取れないんで、４階に設置されま
す。

鹿児島委員長 　それで、久喜分室の人数は何人ですか。

教育副部長兼
教育総務課長

　予定では３人です。
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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

鹿児島委員長 　３人で大丈夫ですか。

教育副部長兼
教育総務課長

　栗橋と鷲宮の分室も３人体制ということがありますので、３人を予
定しています。

吉田教育長 　ただ、久喜地区は他の地区より人口が多いですから、おそらく来客
も多くなるだろうという気がします。それで、本庁舎全体の工事につ
いても尐し説明をお願いできますか。

教育副部長兼
教育総務課長

　工事につきましては、平成２５年度から平成２７年度までの３か年
の計画で工事を進めていく予定でございます。

鹿児島委員長 　３年もかかるのですか。何でそんなにかかるのですか。

教育部長 　業務を止めないで尐しずつ行うからです。音が出るような大がかり
な工事については土日に行うとか、そういったことがありますので、
期間が長くなっているんです。

鹿児島委員長 　そうすると工事を行うのは土日だけなんですか。

吉田教育長 　基本的にはそうですが、業務に影響のない作業については、平日に
も行うことになります。あくまでも、土日中心ということです。

榎本委員 　工事後は広くなるのですか。

教育部長 　その逆です。建物自体が変わらないところに、耐震の補強材が入る
ことになりますので、若干狭くなる可能性があります。

吉田教育長 　県庁に行かれたことがある方はご存知かと思いますが、庁舎の外側
にブレースという補強材が入っています。市役所も同じような工事を
するんですが、中も尐し補強しますので、場合によっては狭くなるか
もしれません。

鹿児島委員長 　それで、３年たって工事が終了したら教育委員会は戻ってくるので
すか。

教育副部長兼
教育総務課長

　未定でございます。

吉田教育長 　そのことについては、議会でも質問が出ているんですけど、未定と
いうことです。

教育副部長兼
教育総務課長

　組織の見直しを行う予定とのことを聞いておりますので、その中で
そういったこともどうするかということを考えてくことになるかと思
いますが、現在のところは未定とのことでございます。
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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

吉田教育長 　何とも申し上げることはできないところです。

坪井委員 　事務分掌の関係なんですけど、順番の整理をしたということです
が、この順番は準則か何かを踏襲した内容ですか。それとも、何か順
序を整理する基準のようなものがあるのでしょうか。

教育副部長兼
教育総務課長

　これにつきましては、表に書かれた順番と第３条に書かれた順番が
異なっていたものですから、表を第３条の順番に合わせたものでござ
います。準則等は特にございません。

榎本委員 　菖蒲の総合支所に５課が入るとのことですが、入らない残りの課に
ついては、今までどおり久喜に残るのですか。

教育部長 　教育委員会は５課２館体制ですので、５課すべてが移転するという
ことです。残りは公民館と図書館です。

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。

【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４３号　久喜市教育委員会
事務局組織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。

【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、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。
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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 　それでは、「議案第４４号　指定管理者を指定することについて」
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。

【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。

【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１１回臨時委員会
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１１月２１日
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