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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、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、折原学
務課学事係長、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２６年２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　平成２５年度教職員人事評価結果について

　　　ウ　市内中学校卒業生の進路状況について

　　　エ　障がい児就学支援に係る判断結果について

　　　オ　久喜市教育活動指導員の委嘱について

（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 　皆さん、こんにちは。それでは、ただ今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２６年久喜市教育委員会第３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。
　なお、本日は珍しく議案の提出についてはございません。

【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。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）

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２６年２月１９日に
開催いたしました、第２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、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

‐2‐



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２６年２月定例議会市政に対する質問（教育
委員会関係）について」、報告を願います。

吉田教育長 　それでは、事前にお送りした資料には目を通していただいているか
と思いますので、時間の関係もありますことから、焦点を絞ってご報
告をさせていただきたいと思います。

　まず、今回は４月に選挙がある関係で例年よりも早く始まりまし
た。２月３日からの開会でございました。そして、この時期はいつも
市長が施政方針を説明するということで、初日に施政方針を説明いた
しました。

　その後、２月１１日の建国記念日、祝日なのですけれども、このと
きに各会派からのその施政方針に対する代表質問ということで、５つ
の会派から５人の方が代表質問をされました。その中に教育関係も
入っておりますので、その答弁の資料はそれぞれ教育委員会としてつ
くりました。それを最終的に市長が全て答弁をいたしました。朝から
ほぼ１日かけて答弁いたしました。

　１２日の水曜日から１３日、そして次の週の１７日、１８日と４日
間にわたって一般質問がございました。教育委員会も多く質問を受け
まして、小項目を入れて２７ぐらいというところでございます。

　そして、その内容がここにある一般質問の内容でございます。こち
らのほうに入って説明させていただきます。

　まず、１ページ。木村議員からですが、直接大きな関係ではござい
ません。次に、２ページを見ていただきまして、４番、小・中学校に
クーラーの設置をというふうな質問がございました。これは、施政方
針の中で市長がエアコンについて前向きに検討していくというような
ことを述べましたので、この質問に対しては、それを受けて導入のた
めの調査研究をしてまいりますというふうに教育委員会としてはお答
えをいたしました。

　次に、５ページを開いていただけますか。５ページは給食費の未納
問題。これは見ていただきたいのですが、給食費だけではありません
で、保育料とか、あるいはいろんな税を納めていない、そしてそれが
不納欠損になってしまう。そういうことにならないようにするため
に、もうちょっとやったほうがいいのではないですかという趣旨から
の給食費に限った質問です。

　給食費についてはマニュアルを作成しまして、そのマニュアルに
沿ってしっかり対応しておりまして、例えば直接自宅のほうに行って
納めていただくとか、そういうこともしております。最初は学校、学
校では無理だと判断した場合は教育委員会の人間が直接行って交渉す
るという仕組みをとっております。
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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

　そういうことから、各学校に払っていないお金がいくらあるかとい
うと、合計で４９０万円あったのですけれども、その後、臨宅徴収等
によって１００万円以上納めてもらうことになりまして、今現在では
３５０万円ぐらい残っています。これはほかの保育料とか国保税とか
いろんなところと比べたら、金額的には尐ないほうですが、今後も継
続して何とかしたい。ほかの市では一千万近いところもあるというこ
とで、そういった状況をお答えしました。

　それから、１１ページ、梅田議員のところを見ていただけますか。
梅田議員は、いろいろご提言をしていただいている方で、このたびは
全国レベルのスポーツ選手が市内から多く出ていると。だから、そう
いう方への支援をもうちょっと手厚くしたらどうですかというふうな
内容です。

　現在いろいろと行っておりますが、それにあわせて奨励費であると
か遠征費であるとか、そういうふうな形で実際行っていますので、今
後この考え方でどのぐらい選手が出てくるか、状況によりますけれど
も、単に金額を決めるのではなくて、川内選手をはじめとして、そう
いったことで手厚い支援をしていきますというような内容で答弁して
おります。

　そして、次の１２ページから１３ページをお願いします。特に１３
ページの質問事項、石田議員さんから。公民館を無料にすべきである
と、そういう質問でございます。簡単に申せば、受益者負担という考
え方から、公民館は合併後有料にしたというようなことがあるので、
それに沿って進めてまいりますというようなことで答弁いたしまし
た。

　そうしましたら、その後、今回共産党がはじめて行ったのですが、
来年度の予算の修正案を動議で出してまいりました。その中の４本の
うち１本が公民館の無料化ということで、無料にするのだから収入が
減りますので、その分だけ減らした形で修正動議が出ました。そう
いったところでございます。いろいろなやりとりがございましたが、
否決されたというふうな状況がございました。

　１５ページをお願いします。渡辺議員さんからです。今現在、小・
中学校に正規の教員を定数に合わせて配置をしているのですが、それ
以外に例えば尐人数にしやすくなるように１人加配をしましょうと
か、そういった加配という制度があります。

　本年度は、６０人ぐらい小・中学校で加配についてはされているの
ですが、来年度、国や県の予算が減らされてしまいますので、若干名
なのですが、減らされる見込みがありました。

　そこで、加配が減ってしまうようですけれども、何とかなりません
かと。そして、場合によっては、国や県が出せないというのであれ
ば、市単独で加配を増やしたらどうでしょうかという質問でした。

　加配に対して市が出すという考え方は、どこもやっておりません
し、これは本来の趣旨からちょっと逸脱するようなことですので、そ
れはできませんというふうなことで答弁をしてございます。

　その次からは、部長にお願いします。
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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

教育部長 　１７ページの猪股議員の質問については、放射能測定をこれからも
継続していく必要があるだろうということで、それについては現状の
測定を継続していくということで答弁をしております。

　それから、並木議員、学校給食問題ということで、栗橋の自校方式
の給食については、そんなに経費がかかっていないのではないかとい
う視点で質問をしてきておりまして、そのために光熱水費とか、それ
から施設の減価償却、そういったものをしっかり把握して１食当たり
の単価を示してほしいという趣旨です。

　これにつきましては、公会計であるということと、また、自校方式
の場合は学校で一括して電気料・水道料を支出しているということで
ございますので、その辺を分離して算出するのは困難な状況ですとい
うことで、これについて答弁はそのような形でしております。

　再質問で概算でも出ないのかという話だったのですが、それは出ま
せんと。算出すること自体困難ですということで、やや平行線のまま
の答弁で終わっているという状況です。

　次の園部議員は、グラウンドゴルフ場の建設ということで、主体は
施設設備になってきますが、グラウンドゴルフ人口、どのくらいの人
がグラウンドゴルフに親しんでいるかということで、教育委員会のほ
うで把握している人数を回答しているところです。

　それから宮﨑利造議員ですが、通学路における学童たちの安全対策
です。ポイントとしては、ガードレールとかグリーンのマーキング、
路側帯のグリーンベルトというもの、それが有効であるということか
ら、それをしっかり整備していく必要があるのではないかと。なかな
か道路自体が広げられていない中なので、そういう対応をすべきでは
ないかということで、教育委員会としては、毎年の通学路の点検です
とか通学路に対する要望等が上がってきた中で、ガードレールですと
かグリーンベルトについては対応をしておりますということで、質問
者の趣旨は、教育委員会が主体的にそういうものを調査すべきという
ような趣旨の発言だったのですが、全ての通学路については、それぞ
れの学校とか保護者の方、地域の方の情報をもって教育委員会では対
応したいと。主体的に調べるというのは、なかなか人数からいっても
困難であるということで、そういう趣旨で答弁をしております。

　それから足立議員については、図書館のブラウジングコーナーと
か、そういうところに雑誌関係を置いてあるわけですが、そのブック
カバーにスポンサーを入れて、スポンサーからその雑誌の費用を提供
してもらうという提案が出てございます。これについては、市の行革
の中でも謳っておりますので、前向きに取り組んでいきますという答
弁をしております。

　それから井上議員は、学校開放で使用する外用のトイレといいます
か、学校開放で利用できるトイレの関係で、なかなかトイレ自体うま
く利用できないとか、ややトイレが古くなって、利用する人に抵抗が
あるようなトイレもあるのではないかと。そういったものを積極的に
改修することが必要であろうというようなご趣旨の質問でございまし
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

　それについては、機能保全ということで、修繕が必要なものは当然
修繕していきますよというようなことでご答弁をしております。た
だ、学校開放のトイレにつきましては、基本は学校の施設を利用して
ということで、そのためだけに専用の設備を整備していくというのは
難しい面もございますので、現状あるものについては機能保全のため
の必要な修繕はしていきますと。井上議員は、もっと積極的にちゃん
としたトイレをつくったほうがいいというような趣旨のご質問だった
のですが、そのような答弁をしたところでございます。以上でござい
ます。

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 　ちょっと私のほうからいいですか。予算の動議を共産党が出して否
決になっておりますけれども、これは賛成したのは共産党だけです
か。ほかも賛成したのですか。

吉田教育長 　それでは、その経緯について説明をお願いします。

教育部長 　共産党から動議があった関係につきましては、共産党を除くすべて
の会派が反対の立場で質疑をしております。これについては、一般会
計当初予算と介護保険と国民健康保険、それと水道事業ですね。この
４会計についてそれぞれ動議があって、それについては、共産党以外
はすべて反対の立場で質疑をしまして、各常任委員会の中でも否決に
なっているところでございます。

鹿児島委員長 　予算の動議って珍しいですね。

吉田教育長 　そうですね。

鹿児島委員長 　それから、並木議員さんの学校給食の件、我々も委員として伺って
いるわけですけれども、自校給食が安くあがるんだよと主張している
根拠は何ですか。

教育部長 　実態として決算ベースで見ますと、今栗橋地域は正職員の調理員さ
んがいないのですよ。ということは、人件費は現状の支出で見るのか
人工の平均賃金で見るのかによって全く変わってしまいます。まず一
つは賃金が安いということ、それから施設についての減価償却が出れ
ば、校舎の中の一室に造ってありますので、これまでの減価償却を見
れば、そんなにかかっていないのではないかと。

　ただ、教育委員会のほうでは、将来に向けてのことは設備投資で見
る必要があるので、今の減価償却よりは、今後造った場合、例えば自
校で２００食、５００食、あるいはセンターで例えば３千食、５千食
の給食を作るためにはどれくらい投資が必要かという視点で考えてい
ますので、今現在いくらかかっているかについては出すこと自体困難
ですし、そのことよりは将来に向けた考えのほうが重要かなというこ
とで、その辺の意見がすり合わないのです。
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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

　それから、もう一つは、過去の南栗橋小の北校舎改築前の給食をど
うするかという議論のときに、仮設的な給食施設で７千万円という金
額を出しているのです。

鹿児島委員長 　どこが出しているのですか。

教育部長 　それは、教育委員会が出しています。

吉田教育長 　そのときの資料の一つとして、仮設でつくった場合はどのくらいに
なるのかということで出したものです。

教育部長 　その７千万円がそんなに高額ではないだろうと。それについては、
当時出した資料の７千万円の根拠は、コンサルに聞いた金額らしいの
ですが、今現在、平成２０年以降で建設している２００食から５００
食の間ぐらいの自校施設でも大体２億５千万円から３億５千万円ぐら
いかかっているのです。

　それが今言ったような、過去のことと将来に向けて考えたときのコ
ストということの違いです。これは実際に造ったところの金額です。
さいたま市が順次造っているということと、あと北本市がこの間造っ
ております。

鹿児島委員長 　あと、雑誌スポンサーですが、そういうのを導入している図書館は
ありますか。

中央図書館長 　この近辺では、春日部市、蓮田市、宮代町。近隣で結構はじまって
おります。

鹿児島委員長 　そのはじまった背景は何ですか。

中央図書館長 　やはり予算が削減されて、雑誌のタイトル数が減ってきたというこ
とがありまして、利用に非常に影響があるというようなことから始
まったところなのですけれども、やり方として２種類あるのですが、
自分の図書館でスポンサーを探すということと、ＮＰＯでそういうの
を請け負っているところがありまして、そういうところに委託する
と。２種類のやり方を自治体によって選んでおります。

教育部長 　これについては、例えば水道の料金表にコマーシャルを入れるであ
るとか、それからホームページのバナー広告とか、市の広報紙に広告
スペースを作るとか、行政が一般的に取り組んできているもので、基
本的には投資が要らないものです。ビニールカバーにそれこそ企業の
シールでも貼って、それであればほとんど投資がかからないものです
から、取り組みとしては取りかかりやすいということです。
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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

鹿児島委員長 　取り組みやすいということですね。あと、井上議員は研究発表会な
んかにも出席されていて、非常に熱心に活動していらっしゃる議員さ
んですけれども、この質問で議員さんが想定している学校はどこなの
ですか。

教育部長 　久喜東小学校です。私も現場を見たのですが、仮設に近いようなト
イレが１つありまして、それがかなり古くなっているということ、そ
れからＦＲＰでできているので、音漏れが防げないですから、使用す
るのに抵抗がある方もいると。加えて体育館に外から利用できるとい
うトイレがついていまして、しっかりした体育館の構造の中にあるの
ですが、そのドアにゆがみがあって、開閉が普通の人にはできない状
態なのです。それについては、今手配をして修繕をかけているところ
です。

鹿児島委員長 　できる限りのことはお願いしたいと思います。

鹿児島委員長 　ほかの委員さんから何かございますか。

坪井委員 　学校給食費の不納欠損の質問が出ていますけれども、毎年いつの分
を不納欠損にしているのですか。

教育部長 　これは５年たったものについて、不納欠損の処理をしております。

吉田教育長 　不納欠損にならないようにするために、一生懸命徴収をしていかな
くてはいけないと、そういうことです。

坪井委員 　ということは、５年間滞納している人に催促をしているというわけ
ですか。

教育部長 　そうですね。督促をしたり、それは文書であったり口頭であった訪
問であったりということです。

坪井委員 　給食費だけではなくて、こういう方はほかの行政の徴収金に対して
も滞納が多いのでしょうか。

教育部長 　個人情報の関係もありますので、そこまでのすり合わせをしていな
いのが現状です。ですから、その実態については把握ができないので
すが、本当に経済的に苦しい方については、分納であるとか、ほかの
制度の活用ですとか、そういう個別の対応をしておりまして、他の徴
収金の滞納状況については、そこまで必要な情報ではないということ
で、それはしておりません。

坪井委員 　そうすると、その人がもしほかにも滞納があったりすると、税かも
しれないし、そういう可能性があるわけですね。
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審　議　会　等　会　議　録

教育部長 　そのあたりは法令関係の整理が必要なのでしょうけれども、議員さ
んの中にはそういうものを一元管理して滞納整理を行うべきではない
かという考えをお持ちの方もいらっしゃいます。ただ、今のところは
そこまでは行っておりません。

鹿児島委員長 　ほかにございますか。

（なしとの声あり）

鹿児島委員長 　ないようですので、質問を打ち切りたいと思います。

鹿児島委員長 　それでは続きまして、「イ　平成２５年度教職員人事評価結果につ
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、担当課長から報告をさせていただきます。

参事兼指導課長 　それでは、平成２５年度教職員人事評価結果について、報告をさせ
ていただきます。

　お手元にＡ４、１枚の集計表を配付させていただきました。本年度
の教職員の人事評価につきましては、ここにありますとおり、実数及
び百分率でＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの数を載せさせていただきました。

　この評価結果につきましては、そこにありますとおり、Ａが一番よ
くて、Ｄが一番悪いという内容でございますが、Ａ評価の割合が多く
なっております。特に昨年度に比較しましても、Ａ評価の割合が増加
した傾向にございます。このことから、校長を筆頭に緊張感を持って
職責を果たしていただき、各学校の特色ある学校づくり、また適正な
教職員の服務に成果を上げているところでございます。

　また、教頭につきましても、特に昨年度よりもＡ評価の割合がふえ
ております。このことからも、校長の指導の下、教頭の力が伸びてき
ているという状況が読み取れるところでございます。以上です。

鹿児島委員長 　ただいま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 　質問なしとの声がありましたので、打ち切ります。

鹿児島委員長 　続きまして、「ウ　市内中学校卒業生の進路状況について」、報告
をお願いします。

吉田教育長 　今週の月曜日に県公立高校の合格発表がございました。その結果を
受けてすぐに市教委のほうで取りまとめた内容でございます。ですか
ら、未定の者もおりますので、それも含めての報告を指導課長から申
し上げます。
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審　議　会　等　会　議　録

参事兼指導課長 　ただ今教育長からもございましたとおり、３月１０日が県公立高校
の合格発表日でございました。その段階での進路状況でございます。

　平成２５年度、本年度でございますが、卒業予定生徒数は１，３１
２名になります。このうち３月１０日現在ですが、高等学校への進学
が１，２７５人で、卒業生の９７．２％にあたります。また、進路未
定の生徒は２７名でございます。

　進学等の状況につきましては、昨年度とほぼ同様の状況となってお
ります。今後、欠員補充等への出願等で進路未定の生徒の進路につい
ては変化が生じてまいるかと思います。恐らく欠員補充での進学等が
生じてくるものと考えられます。今年度の状況について、大きな状況
につきましては資料のほうに４点ほどまとめさせていただきました。
以上でございます。

鹿児島委員長 　それでは、ただいまの報告に対しましてご質問をお受けいたしま
す。

髙木委員 　この進路未定の方は、どういった方たちになりますか。

参事兼指導課長 　この２７人につきましては、主に志望校に残念ながら合格できな
かった者ですが、生活の状況からいって保護者と本人と学校との方向
性が見出せないという者も何名かいるという状況でございます。な
お、いわゆる不登校生徒につきましては、２７人の中１１人という状
況です。

髙木委員 　不登校の方とか、そういった方に対して進路について相談するとか
サポートするとか、何かそういうことはないのですか。

参事兼指導課長 　不登校生徒につきましては、実数を申し上げますと、中学校３年生
が３８人おります。このうち高校への進学が２３人、就職が４人でご
ざいます。残りの１１人につきましても、欠員補充、またサポート校
への通学ということで、学校と連携を図って、よりその子に合った進
路決定に向けて継続指導してまいりたいと考えております。

榎本委員 　不登校生徒３８名のうち１１名が進路未定となっているのですが、
表の中の進路未定者の１２人に、この１１人が入っているということ
ですか。

参事兼指導課長 　未定者の場合ですが、進路未定者の１２人の中に不登校の進路未定
者の１１人が含まれているということではないです。進路未定につき
ましては、就職を希望しているが、まだ就職が決まっていない。高校
進学を希望しているけれども、まだ欠員補充が行われておりませんの
で、まだ決まっていない。それとどこに進んだらいいかということが
はっきりしないというのが１２名ということでございます。したがい
まして、今申し上げました３つの合計２７人のうちの１１人が不登校
生徒ということでございます。
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審　議　会　等　会　議　録

榎本委員 　それからもう一つ。不登校ということで学校に行けないという方の
うち、就職が４人となっていますが、学校に行けない子がいざ就職と
なると、学校みたいに行かないということは許されないと思うのです
けれども、そういった就労は可能なのですか。

参事兼指導課長 　いわゆる不登校生徒の中には、必ずしも家から出られないという子
ばかりではございません。学校そのものが嫌で、いわゆる不適応傾向
を持って不登校になっているお子さんもいます。そういうお子さんに
つきましては、学校には出てこられないけれども、社会に出て働きた
いと、そういう人もおりますので、この就職が決まっております４人
につきましては、どちらかというと実際に職場へは行けるお子さんと
いうふうに捉えております。

榎本委員 　その４人は表の中の就職者数の５人に含まれていますか。

参事兼指導課長 　就職者数５人の中に入っております。

榎本委員 　５人中４人は不登校の子で、不登校でない子の就職は１名だけとい
うわけですか。

参事兼指導課長 　そういうことです。

榎本委員 　毎日学校に通っている子の中で就職を希望するのはたった１人とい
うことですよね。この卒業生数１，３１２人の中にも３８人の不登校
者は含まれるのですか。

参事兼指導課長 　含まれております。

坪井委員 　就職希望があるようですけれども、企業の動向といいますか、受け
入れはあるのでしょうか、中学校卒業者に対して。

参事兼指導課長 　中学生に対しても就職の受け入れはございます。特に就職に関しま
しては、ハローワーク等を通じての一般の公募だけではなくて、多い
のは関係者等の身近な人たちであるとか、地域の企業であるとか、そ
ういったところとの連携で就職していく方も多くございます。

鹿児島委員長 　私のほうからよろしいですか。国立、この４人は全部高専ですか。
高専以外にもいますか。

参事兼指導課長 　国立高校もいたかと思います。

鹿児島委員長 　あと、県外公立というのは茨城ですか。

参事兼指導課長 　はい、茨城です。あと、栃木です。公立の県外は大体茨城でござい
ます。
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審　議　会　等　会　議　録

鹿児島委員長 　あと、今年は推薦入試がなくなったでしょう。大きく変わって、一
発勝負の学力試験だけにして、ただ、まだ欠員補充というのはあるよ
うだけれども、その辺は保護者とか学校現場ではどういうふうに受け
とめていますか。課題はないのですか、不満とか。

参事兼指導課長 　４月の当初からその情報につきましては、保護者にもご理解をいた
だいて対応してまいったところですが、一番課題として残るのは、公
立高校を落ちた場合、私立に進むとか、表現はよくないですけれど
も、滑り止めを用意することについて、経済的に負担が大きくなると
いうことで、どうしても合格安全圏にある公立高校を受けざるを得な
い、そういうお子さんが生じているのが一番大きな課題だと思いま
す。

鹿児島委員長 　ありがとうございました。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　オ　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。
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、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　障がい児就学支援に係る判断結果について」、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、「オ　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。
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審　議　会　等　会　議　録

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。

教育副部長兼
教育総務課長

　次回の定例委員会でございますが、４月２３日の水曜日を予定して
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 　何時からでしょうか。

教育副部長兼
教育総務課長

　午後１時半です。

髙木委員 　この日は健診が入っているので、ほかの日がありましたら。

教育副部長兼
教育総務課長

　４月２２日はいかがでしょうか。

髙木委員 　その日は清久小の健診です。どちらか都合をつけますので、どちら
でも結構です。

鹿児島委員長 　榎本委員さんは。

榎本委員 　どちらでも結構です。

鹿児島委員長 　坪井委員さんは。

坪井委員 　大丈夫です。

鹿児島委員長 　それでは、当初の事務局案の４月２３日でお願いします。

教育副部長兼
教育総務課長

　次回は、４月２３日の水曜日、午後１時半からということで、場所
は４階のボランティアビューローでお願いいたします。

鹿児島委員長 　菖蒲ですね。

教育副部長兼
教育総務課長

　はい、菖蒲です。詳細につきましては、追ってこちらのほうからお
知らせをいたします。

【閉議、閉会】
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審　議　会　等　会　議　録

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３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２６年　４月２３日
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