
会 議 の 名 称 平成２６年第１回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２６年１月２４日（金曜日）

開始・終了時刻 午後１時１５分から午後３時２０分まで

開 催 場 所 鷲宮総合支所　４０６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）議事

議案第１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２号　久喜市立体育施設条例施行規則の一部を改正する規則
　　　　　　について

議案第３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４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５号　久喜市プール指導員規則を廃止する規則について

議案第６号　久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用
　　　　　　弁償に関する条例の一部を改正する条例について

議案第７号　久喜市栗橋町史編集委員の委嘱について

議案第８号　久喜市教育委員会表彰について

（４）協議事項

　　　久喜市教育振興基本計画実施計画（素案）について

（５）教育長報告

　　　ア　久喜市教育相談員の委嘱について

　　　イ　久喜市教育活動指導員の委嘱について

　　　ウ　久喜市栗橋町史編集委員の委嘱について

　　　エ　平成２５年度久喜市一般会計補正予算（第６号）（案）
　　　　　に係る意見聴取について

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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　　　オ　平成２６年度久喜市一般会計予算（案）に係る意見聴取
　　　　　について

　　　カ　平成２５年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書
　　　　　について

　　　キ　平成２５年１１月定例議会市政に対する質問（教育委員
　　　　　会関係）について

（６）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 ２人

会 議 次 第
及 び 結 果
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発言者 会議のてん末・概要　

【傍聴者への告知】

鹿児島委員長 　それでは皆さん、こんにちは。この間、成人式もスムーズに行われ
まして、大変ありがとうございました。

　今日は、傍聴の方がおいでいただきまして、ありがとうございま
す。ご苦労様です。教育委員会の会議は原則公開になっております。
ですが、個人情報の場合、これは秘密会になりますので、その場合は
公開しないことがありますので、ご了解いただきたいと思います。ど
うぞよろしくお願いいたします。

【開会の宣言】

鹿児島委員長 　それでは、ただ今より本日の定例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２６年久喜市教育委員会第１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。

　本日は、議案が大変多くなっております。議案説明の都合もありま
すので、議事の日程を議事、協議事項、教育長報告の順番で始めさせ
ていただきたいと思います。

【会議録署名委員の指名】

鹿児島委員長 　それでは日程第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
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）

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１２月１９日
に開催いたしました、第１３回定例委員会の会議録につきましては、
あらかじめ委員各位のお手元に配布したとおりでございますが、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。

【議事・議案審議】

鹿児島委員長 　それでは日程第３、議事に入ります。

鹿児島委員長 　はじめに、「議案第１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、これを議題といたします。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、議案第１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。本条例の一部を別紙のとおり改正したいと
いうことで、議決をお願いするものでございます。

　内容につきましては、担当課長が説明をいたします。よろしくお願
いいたします。

鹿児島委員長 　それでは、課長、どうぞ。

参事兼生涯学習課長 　生涯学習課の中山です。今回の定例の教育委員会ですけれども、議
案のほうが数多く出ておりますけれども、第１号から第６号の議案ま
でにつきましては、１１月の定例教育委員会でご審議いただきまし
た、菖蒲温水プール、鷲宮温水プール、それからＢ＆Ｇ海洋センター
等の久喜市立体育施設にかかわる指定管理者の指定についてご審議い
ただいたところですけれども、１１月の定例委員会で議決いただいた
後に、１１月の市議会でもって議案として指定管理者の指定というこ
とで提出をさせていただきまして、１２月２４日の本会議で議決、可
決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

　今回、それらの議決を受けましたので、指定管理者から出されてお
ります事業計画の提案、市民サービスの向上につながるような提案が
幾つかあったわけですけれども、まず休館日、これを週１回を月１回
にするような内容とか、それから利用時間の変更等がございました。
こういったものを、４月１日から指定管理者になるわけですけれど
も、実施するには、これらの関係する条例のほうを改正しなければな
らないということで、今回の定例教育委員会のほうに議案として提案
させていただいたところでございます。

　それでは、議案第１号　久喜市立体育施設条例の一部を改正する条
例について説明をさせていただきます。ただ今申し上げましたよう
に、指定管理者から事業計画提案のあった久喜市立体育施設の管理運
営について、休館日の変更や、それからプールの入れ替え制の廃止の
提案などがあったところでございます。

　また、栗橋地区の緑１丁目地内にございますイトーピアという宅地
造成が行われた開発地がございましたけれども、その中に遊水地がご
ざいます。この遊水地を有効利用した施設としてテニス場がございま
すけれども、このテニス場の位置付けが、簡単に申し上げると宙ぶら
りんな状態でございますので、今回正式に体育施設としての位置付け
をするため、体育施設に加えること等につきまして、所要の改正を行
うものでございます。

　まず、第１条につきましては、別表第１を改正するものでございま
して、それぞれの施設、週１回の休館日を月１回に改めるものでござ
います。菖蒲温水プールにつきましては、現在毎週火曜日となってお
りますが、これを毎月第２火曜日に改めるものです。鷲宮温水プール
につきましては、毎週水曜日を毎月第２水曜日に改めるものでござい
ます。

　次に、別表第２の１の改正でございます。プールの利用にあたりま
しては、今、午前、午後、夜というような３区分になっておりまし
て、入れ替え制となっておりますけれども、指定管理者のほうでは、
この入れ替え制を廃止するというような提案でございます。プールの
１回の使用を３時間までとするような提案でございますので、これら
を受けて、プール１回の使用を３時間までとするようなことを明記す
るものでございます。

　続きまして、第２条でございます。栗橋地区緑１丁目地内にござい
ます遊水地を有効利用したテニス場を、体育施設としての位置付けを
するために、第２条の表に緑１丁目テニス場を加えるものでございま
す。

　次に、別表第１の改正でございますが、別表第１、鷲宮体育セン
ターの休館日、毎週水曜日を毎月第２水曜日に改め、年末年始の休業
日を１２月２８日から１月４日までに改め、同条に緑１丁目テニス場
の休館日を加えるものでございます。

　次に、別表第２の２の改正でございますが、新たに菖蒲温水プール
の占用使用料を定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

　次に、別表第４の１の改正でございますが、別表第４の１、南栗橋
スポーツ広場を南栗橋スポーツ広場及び緑１丁目テニス場に改め、同
条に緑１丁目テニス場を加えるものでございます。

　併せまして、緑１丁目のテニス場の利用の仕方、時間あたりという
ことと、それから基本使用料、一般、高校生以下については無料とい
うものを明記するものでございます。

　続きまして、附則でございます。第１条につきましては、平成２６
年４月１日から施行、第２条の規定につきましては、平成２６年９月
１日から施行するものでございます。

　以上が議案第１号、久喜市立体育施設条例の一部を改正する条例の
概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

【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１号についての質疑を
お受けいたします。

鹿児島委員長 　ちょっと、委員長のほうからいくつか質問したいと思いますけれど
も、２ページのところの１回の使用を３時間までとするとあります
ね。これは、今まで３時間以上やっている方もいたんですか。

参事兼生涯学習課長 　いいえ、午前の場合で申し上げると、９時から１２時までですの
で、今までも３時間の区分だったのですけれども、何がどう違うかと
いうと、例えば１０時半に利用開始された方は、午前の場合ですと１
２時までしか使えませんので、１時間半しか利用できません。今回、
指定管理者の提案のほうを見ますと、利用を開始してから３時間です
ので、例えば１０時に入場されれば、１時まで使える。ですから、ど
んな時間に行っても、目いっぱい使うのが３時間ということです。

鹿児島委員長 　利用者にとってはいいことですね。

参事兼生涯学習課長 　はい。

髙木委員 　ずっと継続的にプールは開館から閉館まで続ける。今までは、多分
３時間ですから、間に１時間ぐらい使わない時間があったりと。

参事兼生涯学習課長 　そうです。そういうことになります。

髙木委員 　続けるわけですね。

参事兼生涯学習課長 　今度は、この後にもまた説明いたしますけれども、利用時間のほう
も延ばすような提案が出ておりますので、この後に説明させていただ
きますけど、今、午前９時から夜の８時までなんですが、提案のほう
が夜の９時まで１時間延びますので、朝の９時から夜の９時の間に、
好きな時間に３時間目いっぱい泳げるということです。
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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

髙木委員 　間が空く場合、１時間使わない時間があるということは、そこで水
の浄化とか殺菌とかというのは、ある程度きれいにできるんですけ
ど、ずっと継続する場合には、常に人が入っていると、多尐そこら辺
は変わってくるんですか。

参事兼生涯学習課長 　点検する時間とかが、今までは昼の１２時から１時まで空いている
時間がありますから、そこでの点検とかがありますけれども、それが
今度そういう時間がなくなりますので、それは利用の状況を見てやる
ような形になっております。

鹿児島委員長 　ほかに質問はありますか。

吉田教育長 　摘要のところで、２の幼児が利用する場合について説明がなかった
んだけど、これは。四角の枠の中で、１回の使用は３時間までとす
る。２は、幼児が利用する場合は、付添人を必要とする。このことに
ついての説明がなかったんで、説明してもらったほうがいいと思いま
す。

参事兼生涯学習課長 　これについては、保護者については、付添人は有料ですよというこ
とを明記したところでございます。

吉田教育長 　今まではなかったんですか。

参事兼生涯学習課長 　すみません。前、１号だったのが２号になるものですから、２号を
書き入れたと。前と同じです、変わる前と。

吉田教育長 　条項を変えたということ。

参事兼生涯学習課長 　１号だったものが２号に、内容は同じです。

吉田教育長 　内容は同じ。あと、もう一つ、栗橋の緑１丁目テニス場が、先ほど
ちょっと曖昧な状態があって、今回正式にして位置付けするというふ
うな話でしたけど、この経過について何か説明してもらったほうが。

参事兼生涯学習課長 　施設の概要なんですけれども、昭和４７年ごろから宅地造成が始
まって、当然大規模な開発になりますので、面的な大きな開発をやる
ときには、当然遊水地をつくらなければならないということがありま
す。そういったことから、遊水地が設置されている。あと、遊水地の
中に、ポンプ場も併設されております。

　当然、遊水地ですから、常時水があるわけでございませんので、遊
水地の有効活用の一環として、昭和４８年ごろからですかね、その場
所を利用して旧の栗橋町の教育委員会が主催して、テニス教室とか、
それから空いているときは市民の方がお使いになるというような形
で、現在に至っているような状況です。
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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

　管理は、当時は下水道課というのがあって、今、合併してからは下
水道施設課になっていますので、総合的な管理は下水道施設課で管理
をしていると。面的なコート運用の取り扱いが何なのという感じです
ので、今回体育施設ということで正式に位置付けをして、いろいろ例
えばポールとか、遊水地といえども、コート管理、そういったものを
予算的な要求するのにもきちんとした位置付けがないと、やはり財政
当局には認めていただけませんので、今回正式に体育施設というよう
なことで位置付けをするということです。

吉田教育長 　はい、結構です。

坪井委員 　すみません。この緑１丁目のテニス場なんですけれども、１時間無
料ということですが、これは１時間単位に、例えば３時間午前中利用
したいとか、そういうことも可能なんですか。

参事兼生涯学習課長 　大丈夫です。１つのコマが１時間ですので、例えば９時から午後３
時まで利用したいという場合には、そのところを予約してもらえれば
可能でございます。

坪井委員 　それは可能なんですね。

参事兼生涯学習課長 　はい。

榎本委員 　何面ありますか。

参事兼生涯学習課長 　２面あります。

榎本委員 　利用が午前９時から午後６時と書いてあるんですけど、ナイターも
あるんですか。

参事兼生涯学習課長 　いや、ないです。遊水地です。

榎本委員 　日没で終了みたいな。

参事兼生涯学習課長 　そうですね。

榎本委員 　トイレはある。

参事兼生涯学習課長 　ないです。遊水地ですので、何も。

榎本委員 　近くにはあるんですか。

参事兼生涯学習課長 　一番近いところで、あそこは公共施設だと栗橋の総合支所へ行くの
が近いのか、Ｂ＆Ｇ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

教育部長 　総合支所が一番近いです。

参事兼生涯学習課長 　総合支所、栗橋の総合支所です。

吉田教育長 　あそこはいろいろな施設設定は、遊水地だからつけられない。制限
があるんですね。

榎本委員 　ネットなんかはどう。

参事兼生涯学習課長 　物置に。

榎本委員 　あるんですか。

参事兼生涯学習課長 　プレハブの。

榎本委員 　それは、使う人が自分で出して、しまって。

参事兼生涯学習課長 　そうです。はい。

鹿児島委員長 　よろしいですか。ほかにご質問ありますか。

（なしとの声あり）

鹿児島委員長 　それでは、ないようですので、質疑を打ち切ります。

【採　決】

鹿児島委員長 　採決に入ります。賛成の委員の挙手をお願いしたいと思います。

（委員全員挙手）

鹿児島委員長 　異議なしと認めます。「議案第１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。

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第２号　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いて」を上程し、これを議題といたします。教育
長の提案理由の説明を求めます。

吉田教育長 　本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ございま
す。その背景にありますのは、先ほど課長から説明がありましたとお
りでございまして、指定管理者制度に移行するということから、この
規則につきましても、改正をお願いしたいということでございます。
内容については、担当課長が説明を申し上げます。

鹿児島委員長 　中山課長。
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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 　議案書のほう、４ページ、５ページをお開きいただきたいと存じま
す。

　今回の改正でございますけれども、冒頭説明した理由によりまし
て、改正を行うものでございますけれども、指定管理者からの提案、
利用時間の変更の提案がございました。これにつきましては、プー
ル、午前９時から午後８時のところを、午後９時までというような提
案がございました。

　それから、鷲宮運動広場なんですけれども、現在夏時間、冬時間と
いうんでしょうか、２通りの区分の仕方があるんですけれども、これ
を一年間同じ時間帯で使えるような提案でございます。それらを受け
て、指定管理の運用については、改正を行うものでございます。

　それでは、第１条から説明をさせていただきます。第１条につきま
しては、菖蒲温水プール及び鷲宮温水プールの利用時間を、午前９時
から午後９時までに改めるものでございます。

　続きまして、第２条でございます。第２条につきましては、別表を
改正するものでございまして、別表、鷲宮運動広場のほうを改めまし
て、別表に緑１丁目テニス場の表を加えるものでございます。追加と
いうことになります。

　それから、時間の変更でございます。内容といたしましては、鷲宮
運動広場の利用時間を午前９時から午後９時までに改め、緑１丁目テ
ニス場の利用時間を午前９時から午後６時までと定めるものでござい
ます。

　なお、鷲宮運動広場につきましては、夜間照明、ナイターの施設が
ついてございます。そういった関係から、一年を通して午後９時まで
というような時間帯になったものでございます。

　続きまして、附則でございます。第１条の規定につきましては、平
成２６年４月１日から施行、第２条の規定につきましては、平成２６
年９月１日から施行す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。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　ありがとうございました。議案第２号について、質疑をお受けいた
します。

吉田教育長 　課長、すみません。新旧対照表を見ていただいて、時間帯がこう
だったのがこう変わるという、そういう説明していただけますか。

参事兼生涯学習課長 　申しわけございません。新旧対照表の４、５、６ページですね。

吉田教育長 　４、５、６ね。もうちょっと詳細に説明をお願いします。

鹿児島委員長 　参考資料の４ページですか。課長、何か補足説明ありますか。
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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 　先ほど申し上げたように、入れ替え制をやめるものですから、それ
に伴って午前の部の時間、午後の部の時間、夜間の部ということで、
今の規則ですと時間が明記されていたものを、午前９時から午後９時
までというふうに改める。これが４ページに記載している内容でござ
います。４ページ、上が菖蒲温水プール、下が鷲宮温水プールという
ような状況です。

　続いて、６ページです。鷲宮運動広場につきましては、５月から１
０月までが午前９時から午後９時まで、冬の時間、１１月から４月ま
でが午前９時から午後７時までというふうになっておりますけれど
も、ナイター施設がございますので、本当に真冬ですと、夜は寒いで
すけれども、例えば４月とか１１月ぐらいだと、まだ夜間でもできる
ということで、一年を通して、利用については午前９時から午後９時
までとするというような内容でございます。

　それから、緑１丁目テニス場につきましては、新たに体育施設とし
て設置、位置付けをするものでございますので、これの利用時間を明
記したものでございます。以上です。

鹿児島委員長 　質問は何かございますか。

坪井委員 　附則のほうで、第１条は４月１日から規定を施行しますが、第２条
は９月１日になっておりまして、その辺はどのような理由からでしょ
うか。

参事兼生涯学習課長 　菖蒲温水プール、それから鷲宮温水プールにつきましては、予約な
しでいつでも使えるというような施設になっております。ですから、
きょうこれから行っても使えます。

　ところが、鷲宮運動広場、それから緑１丁目のほうは位置付けがな
いですから、今はフリーに使える状態なんですけれども、鷲宮運動広
場につきましては、予約が必要となっております。

　予約につきましては、窓口でも予約ができるんですけれども、ほと
んどが今団体とか個人の登録をされていまして、利用にあたっては電
子的に公共施設の予約システム、ご自宅でインターネットを行ってい
れば、インターネット経由、それからほとんどの公共施設に公共予約
システムの端末ですね、市民の方がお使いになる予約システムがござ
います。

　４か月先まで利用の予約ができてしまうようなシステムになってお
るものですから、９月１日以後の当然時間とかの変更、システムを変
えなきゃならないということで、改造しなきゃならないということ
で、そういった時間、それから利用の時間が変わるというようなこと
で、利用される方に周知するというような時間もございます。
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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

　そういったことから、９月１日にやるというような感じを踏まえて
いきますと、９月の予約というのは、５月にはできるような形になり
ますので、その前にもうちょっと、１０月ぐらいがいいんですけれど
も、なるべく早く利用者の方に時間も長く使えるような状況を示して
いきたいということで、９月１日にしているわけですけれども、こう
いったシステムの改修をする時間、それから利用される方、市民の方
への周知する時間等も含めて、こういった設定になります。

鹿児島委員長 　よろしいですか。

坪井委員 　はい。

鹿児島委員長 　ほかにありますか。

（なしとの声あり）

鹿児島委員長 　それでは、特にないようですので、以上で質疑を打ち切ります。

【採　決】

鹿児島委員長 　採決に移ります。挙手を諮りたいと思いますが、賛成の委員の挙手
を求めます。

（委員全員挙手）

鹿児島委員長 　異議なしと認めます。よって、「議案第２号　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いて」は、全員賛成を頂きまし
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３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」、これをを上程し、議題といたしま
す。教育長の提案理由の説明を求めます。

吉田教育長 　それでは、本条例の一部を別紙のとおり改正したいということでご
ざいます。内容につきましては、引き続き担当課長が説明を申し上げ
ます。

参事兼生涯学習課長 　それでは、議案第３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。

　議案書につきましては、７ページ、それから参考資料のほうにつき
ましては、７ページ、８ページになります。新旧対照表、これについ
ては７ページ、８ページになります。

　改正の理由につきましては、同様でございますので、省略をさせて
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

　第１条につきましては、別表を改正するものでございまして、別表
の区分のところ、備考欄の中、第６号、第７号といたしまして、第１
号から第５号までを１号ずつ繰り下げて、同項の第１号として、プー
ルの使用を３時間までとすることを加えるものでございます。こちら
は新旧対照表の７ページ、下線が引いてある部分が新旧追加する項目
でございます。

　続きまして、第２条でございます。新旧対照表９ページになりま
す。第３条第１項第１号中、年末年始の休館日の関係なんですが、１
２月２９日から翌年の１月３日までを、１２月２８日から翌年の１月
４日までに改めるものでございます。

　また、第２号中休館日、現在は毎週火曜日になっておりますが、こ
れを毎月第２火曜日に改め、同項の３号を削除するものでございま
す。

　続きまして、附則でございます。第１条の規定につきましては、平
成２６年４月１日から施行、第２条の規定につきましては、平成２６
年９月１日から施行するものでございます。

　以上が第３号、久喜市栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正す
る条例の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げま
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３号について質疑をお
受けいたします。

吉田教育長 　確認をしたいんですけど、これはアンダーラインのところが変わる
ということですので、料金表はいろいろ入っていますけど、料金につ
いては変わらないということでいいですか。

参事兼生涯学習課長 　指定管理者のほうの提案では、現行の料金の改正は行わないという
ような提案でございますので、現在のところはそうなっております。

（質問の声なし）

鹿児島委員長 　それでは、特にないようですので、質疑を打ち切ります。

【採　決】

鹿児島委員長 　それでは、採決に移ります。第３号について賛成の方の挙手を願い
ます。

（委員全員挙手）

鹿児島委員長 　異議なしと認めます。よって、「議案第３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。
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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 　続きまして、「議案第４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、これを議題といた
します。提案理由の説明を求めます。

吉田教育長 　３号は条例でございます。今回、この議案第４号につきましては、
本条例施行規則の一部を改正する規則でございます。内容につきまし
ては、引き続きまた担当課長が説明を申し上げます。

鹿児島委員長 　中山課長。

参事兼生涯学習課長 　議案書は９ページになります。それから、参考資料の新旧対照表に
つきましては、１０ページ、１１ページになります。

　第１条につきましては、第４条を改正するものでございまして、第
４条第２号中、これは入れか替え制の廃止を伴いますので、１日３回
の総入れ替え制をするというものを、午前９時から午後９時までとす
るに改めるものでございます。

　続きまして、第２条の改正でございます。第２条につきましては、
第３条を改正するものでございまして、第３条第１項第１号中、年末
年始のお休みですが、１２月２８日を１２月２７日に、１月４日を１
月５日に改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条の規定につきましては、平
成２６年４月１日から施行、第２条の規定につきましては、平成２６
年９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。よろしくご審議のほどお願いいたしま
す。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　それでは、議案第４号についての質疑をお受けいたします。

髙木委員 　第２条の利用期間の表現なんですけども、前の菖蒲とかあちらの
プールの場合は、休館日ということで２８日から１月４日という記載
があったですね。これは利用期間ということで２７日までと５日から
と。実質的には同じなんだけど、表現が違うから、ちょっと誤解を生
みやすいと思うんです。これを統一することはできないのか、休館日
について。

参事兼生涯学習課長 　部分的な日にち、確かにおっしゃるとおり市民の目線で書いてある
とそういった形になると思うんですけれども、必要最小限の改正とい
うところを踏まえて、その日にち、数字だけを変えたということで
す。

吉田教育長 　日にちが１日ずつ変わりましたよね。その理由についても言ってい
ただいたほうがいい。
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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

参事兼生涯学習課長 　それは、指定管理者からの提案なんですけれども、具体的に私は指
定管理者の提案した本人じゃないんで、あれなんですが、やはりほか
の施設も含めて、総合的に管理運営する上での指定管理者の考え方だ
と思います。

　逆に年中無休にする提案もあるかと思うんですけれども、やはり今
回は毎週１回のお休みを月１回ということで、年間で考えれば、休む
回数は減っているわけですから、この年末年始のところで、若干休み
を増やすような感じになる。

　年末年始に関しては、２日増えるというような形にはなるかと思う
んですけれども、いろいろローテーションの関係とかそういうことも
含めた上での、年間的な管理運営を考えた上での提案かとは思いま
す。

吉田教育長 　ちょっとまだ不足だと思うんですけど、私は利用率の問題があると
思うんですよ。この時期は余り利用がないんだと思うですよね。それ
はどうなんでしょうか。それもあって、ここにこういう日にちにし
て、その代わり毎週を月１回に変えたみたいな。

参事兼生涯学習課長 　開いていれば、使うと思うんですね。ですから、先ほど申し上げた
ように１年間休みなしで年中無休だという形になれば、３日でも２日
でもやっぱり利用できるんだという話になれば、使う方は、急には増
えないでしょうけども、いると思います。

吉田教育長 　それでも、その時期はあまり使わないよね。

参事兼生涯学習課長 　でも、スポーツジムとかはやっていますんで、そういうところは年
末年始とかは、やっぱり利用はある程度民間の施設は入っているよう
ですので。

鹿児島委員長 　そんなに需要が高くないという見込みなんでしょうかね。

吉田教育長 　恐らくそうだと思うんですよね。

吉田教育長 　あとは、この業者、１１月のときにお話ししたように、全国で百五
十数か所ですか、指定管理、プール等も行っておりますので、その辺
の実績というか、今までのものがあって、年末年始はやっぱり尐ない
というのが、データ的には持っているのかもしれません。

鹿児島委員長 　それでは、ほかに何か質問ございますか。

（なしとの声あり）

鹿児島委員長 　それでは、特にないようですので、質疑を打ち切ります。

【採　決】
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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、採決に入ります。議案第４号について賛成の方の挙手を
求めます。

（委員全員挙手）

鹿児島委員長 　異議なしと認めます。「議案第４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５号　久喜市プール指導員規則を廃止する規
則について」、これを上程し、議題といたします。

吉田教育長 　本規則につきましては、今度指定管理者制度に移行するということ
から、この規則が必要ではなくなってしまう。そういうことからの廃
止についての議決をお願いするものでございます。担当課長がより詳
しい説明を申し上げます。

鹿児島委員長 　中山課長。

参事兼生涯学習課長 　現在は、プールにつきましては直営、市の管理ということで、プー
ル指導員につきましては非常勤特別職、監視員、そのほかの窓口の業
務につきましても、臨時職員等を配置しております。

　このプール指導員でございますけれども、プール指導員につきまし
ては、菖蒲温水プールのみ現在指導員を置いております。現在、３名
の方がいらっしゃいます。監視業務も行いながら、それからプールで
の自主事業、プールの水泳教室等での指導等も行っていただいている
ところでございます。

　ですが、４月１日から、管理、運営につきましては、直営ではなく
て指定管理者に代わりますので、こういった監視とかは、これから指
導というんですか、そういった面についても、指定管理者のほうで全
て行うために配置するというふうな形になります。以上です。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第５号についての質疑をお受けいたします。

鹿児島委員長 　この指導員が、前はいたんだ。

参事兼生涯学習課長 　前というか、今もいます。

鹿児島委員長 　今ね。

参事兼生涯学習課長 　３月末まで任期があります。

鹿児島委員長 　今度は指定管理になると、その中でやるということ。
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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 　そうですね、はい。

鹿児島委員長 　それは、この指導員というのは、かなり人気はあるわけ。どんなこ
とをやるの。先ほどちょっと、指導するとか。

参事兼生涯学習課長 　基本は監視業務をやっていただくような形になります。それから、
自主事業で菖蒲の温水プールで主催する自主事業、水泳教室での競泳
会とかそういったものですね。

鹿児島委員長 　そういうのに代わるものは、指定管理者も考えているかしら。

参事兼生涯学習課長 　考えています。はい。

鹿児島委員長 　何か質問ございますか。

（なしとの声あり）

鹿児島委員長 　それでは、特にないようですので、以上で質疑を打ち切ります。

【採　決】

鹿児島委員長 　採決に入ります。議案第５号について賛成の委員の挙手を求めま
す。

（委員全員挙手）

鹿児島委員長 　それでは、異議なしと認めます。よって、「議案第５号　久喜市
プール指導員規則を廃止する規則について」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６号　久喜市の特別職の職員で非常勤のもの
の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」、
これを上程し、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 　この議案は、前の上程しました５号の議案と関連がございまして、
この報酬、費用弁償に関する条例の一部を改正する必要がありますの
で、その改正の内容につきましてご協議いただきまして、議決をお願
いしたいというふうに思います。内容については、担当課長が説明を
申し上げます。

鹿児島委員長 　中山課長。
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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 　先ほどの第５号と関連しておりまして、久喜市プール指導員につき
ましては、先ほど申し上げたように非常勤特別職になっております。
この方たちにつきましては、月額報酬ということで、市のほうで定め
ております久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償
に関する条例に明記されております。

　こちらにつきましては、市長部局が所管になっておりまして、担当
部局につきましては総務部が、一括して市の特別職で非常勤に係る報
酬及び費用弁償については、一括して総務部のほうで条例をまとめて
いるところです。

　今回、プール指導員を廃止するに伴いまして、この条例中、プール
指導員のところを削るというふうな内容でございます。以上です。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　プール指導員を削るということですね。それでは、議案第６号につ
いて、質疑をお受けいたします。

吉田教育長 　障害程度区分という表現から障害支援区分というふうに変わった理
由について説明は。

教育部長 　それは福祉サイドですので。

髙木委員 　教育委員会でない。

教育副部長兼
教育総務課長

　教育委員会は所管していない。

吉田教育長 　ここに入っちゃっているから。

教育部長 　総務部のほうで一括改正する中の一部分ですので。

吉田教育長 　わかりました。

鹿児島委員長 　教育委員会所管ではないと。

吉田教育長 　これ、枠で囲ってあるから、何かあると。

鹿児島委員長 　今、説明なかったからね。

教育部長 　先ほど言ったように総務部所管で、この費用弁償の関係の条例出し
ますので、そのときに必要な改正をまとめてやる。その中の１つが、
教育委員会ではプール指導員ということです。

吉田教育長 　プール指導員のみですね。

教育部長 　はい。
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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

参事兼生涯学習課長 　一括でやるということで。

吉田教育長 　はい。すみませんでした。

鹿児島委員長 　では、いいですかね。

（はいとの声あり）

鹿児島委員長 　それでは、質疑を打ち切ります。

【採　決】

鹿児島委員長 　それでは、採決に入ります。賛成の委員の挙手を求めます。

（委員全員挙手）

鹿児島委員長 　異議なしと認めます。よって、「議案第６号　久喜市の特別職の職
員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する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 　ここで、議案第７号及び第８号並びに教育長報告のアとイ、ウ、こ
れにつきましては人事案件でありますことから、また協議事項及び教
育長報告のエとオにつきましては、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ございま
すので、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が、
いかがでしょうか。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　それでは、異議なしと認めます。それでは、これより会議を非公開
とさせていただきます。

　傍聴の方、恐縮ですけれども、またおいでください。

（傍聴人退席）

鹿児島委員長 　それでは、「議案第７号　久喜市栗橋町史編集委員の委嘱につい
て」を上程し、これを議題とします。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８号　久喜市教育委員会表彰について」、こ
れをを上程し、議題といたします。教育長の提案理由の説明を求めま
す。
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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、全員賛成により原案どおり可決）

【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た議案につきましては、終
了でございます。

【協議事項】

鹿児島委員長 　日程第４、協議事項でございます。

鹿児島委員長 　それでは、「久喜市教育振興基本計画実施計画（素案）について」
でございます。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）

鹿児島委員長 　以上で協議事項を終了いたします。

【教育長報告】

鹿児島委員長 　日程第５、教育長報告でございます。

鹿児島委員長 　はじめに、「ア　久喜市教育相談員の委嘱について」、これの報告
をお願いします。

（非公開案件につき省略）

鹿児島委員長 　それでは、質問がないようですので、続きまして、「イ　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 　続きまして、「ウ　久喜市栗橋町史編集委員の委嘱について」、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 　それでは、続きまして、「エ　平成２５年度久喜市一般会計補正予
算（第６号）（案）に係る意見聴取について」、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 　暫時休憩いたします。

（暫時休憩）
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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

（田中教育部長、中山参事兼生涯学習課長　所用により退席）

鹿児島委員長 　再開いたします。続きまして、「オ　平成２６年度久喜市一般会計
予算（案）に係る意見聴取について」、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。傍聴人の入室を許可いたします。

（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、「カ　平成２５年度教育委員会の事務に関する点検評
価報告書について」、報告をお願いします。

吉田教育長 　こちらにつきましては、担当課長より端的に説明をいたします。

教育副部長兼
教育総務課長

　お手元の平成２５年度の教育委員会の事務に関する点検評価報告書
でございます。

　１ページにありますとおり、これにつきましては地方教育行政の組
織及び運営に関する法律第２７条の規定によりまして、点検・評価の
実施、報告書の作成、議会に提出が義務づけされております。こちら
につきましては、平成２４年度につきましては、お手元のとおり教育
行政の重点施策と具体的な施策ごとに、２６２の主な事業事務内容に
つきまして、全てにつきまして自己点検・評価を行いました。

　評価を行うにあたりまして、学識経験者で元公立小学校長・元埼玉
大学非常勤講師の西崎道喜先生と元公立小学校長の相澤勝壽先生の２
名にご助言をいただきまして、このような形でまとめさせていただき
ました。

　学識経験者の意見といたしましては、４ページのほうに学識経験者
の意見という形でまとめさせていただきました。それで、あとの５
ページ、６ページにつきましては、それぞれの事務事業の内容の点検
評価につきまして、施策の内容、施策、事務事業ごとに、その結果、
達成度、それから自己点検・評価という形で、今回このような形で点
検評価報告としてまとめました。

　まことに雑駁で申し訳ありませんが、以上で報告を終わります。よ
ろしくお願いいたします。

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 　これは、２４年度の評価だね。
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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

　はい。

吉田教育長 　前年度です。

鹿児島委員長 　よろしいですかね。

（はいとの声あり）

鹿児島委員長 　それでは、質問を打ち切ります。

鹿児島委員長 　続きまして、「キ　平成２５年１１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。

吉田教育長 　内容につきましては、既に配付させていただいている内容を読んで
いただければというふうに思います。今回、私のほうと部長のほうで
手分けして答弁をした内容でございます。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、私のほうから概略を説明いたします。今回、議会でご質
問をいただきまして、教育長のほうで答弁させていただきましたの
が、全部で８項目ございました。がん教育とか尐子化、いわゆる学校
教育関係が５件、それからさわやか相談員とか三世代支援とか、教育
支援関係が３件、合わせて８件でございます。

　部長のほうで担当したのが１７件ございました。社会教育施設関係
で、子ども図書館であるとか公民館、そういうものが３件、それから
社会体育施設関係で２件、鷲宮運動広場の雨水排水等の問題等ござい
ました。それから、学校施設関係で全部で５件ありまして、特に教育
施設へのエアコンの設置であるとかスプリンクラーの設置、そういっ
た形の質問がございました。それから、学校給食関係では２件、いわ
ゆるセンター方式と自校方式の比較とか、そういったものがございま
した。それから、通学路安全対策ということで、安全対策関係が１
件。その他といたしまして、接遇力であるとか本多静六関係の質問だ
とか外国人の支援、その他として４件、合わせて部長のほうで１７件
という形でございました。以上でございます。

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。

（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】
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審　議　会　等　会　議　録

鹿児島委員長 　続きまして、日程第６、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

　第１案が２月２４日、月曜日、第２案が２月１９日の水曜日なんで
すが、いかがでしょうか。

鹿児島委員長 　何時からですか。

教育副部長兼
教育総務課長

　いずれも午後１時半を予定しています。

鹿児島委員長 　ただ今、事務局より提案がありましたが、それでは、第１案はいか
がでしょうか。

髙木委員 　ちょっと都合が悪いです。

鹿児島委員長 　それでは、第２案の１９日はどうですか。

（問題なしとの声あり）

鹿児島委員長 　それでは、１９日でお願いします。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、次回の定例委員会は、２月１９日、水曜日。時間は午後
１時３０分からとさせていただきます。会場は菖蒲コミュニティセン
ターの第５集会室です。詳細は追ってお知らせいたしますので、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２６年久喜市教育委員会第１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２６年　２月１９日
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