
会 議 の 名 称 平成２６年第４回臨時教育委員会

開 催 年 月 日 平成２６年３月２０日（木曜日）

開始・終了時刻 午後３時１５分から午後４時６分まで

開 催 場 所 菖蒲コミュニティセンター第５集会室

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）教育長報告

　　　平成２６年度市内小・中学校管理職の人事について

（３）議事

議案第１２号　久喜市私立幼稚園児健康診断補助金交付要綱の一部
　　　　　　　を改正する告示について

議案第１３号　久喜市私立幼稚園施設整備補助金交付要綱の一部を
　　　　　　　改正する告示について

議案第１４号　久喜市教育委員会所管の委員等の委嘱又は任命につ
　　　　　　　いて

議案第１５号　久喜市教育委員会事務局職員の人事について

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（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、早速でありますけれども、これより臨時教育委員会を始
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４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、委員各位のお手元にお示ししたと
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
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、いつものように教育総務課、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、本日の日程が全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。

【教育長報告】

鹿児島委員長 　日程第２、教育長報告でございます。

【会議の非公開】

鹿児島委員長 　教育長報告につきましては、人事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、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、「平成２６年度市内小・中学校管理職の人事について」
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 　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 　以上で教育長報告を終了いたします。

【議事・議案審議】

鹿児島委員長 　日程第３、議事に入ります。

鹿児島委員長 　はじめに、「議案第１２号　久喜市私立幼稚園児健康診断補助金交
付要綱の一部を改正する告示について」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、この１２号につきましては、補助金関係の一部を改正す
る告示についてでございます。担当課長が説明を申し上げます。

学務課長 　お手元の議案書ですと１ページと２ページになります。また、参考
資料ですと１ページになります。今回、議案第１２号と、この後ご審
議いただきます１３号につきましては、いずれも補助金関係の例規の
改正でございます。市では現在、各種団体に対する補助金についての
見直しを全庁的に実施しておりまして、久喜市行政改革大綱の改革方
針に則りまして、市の補助金等の見直し方針に基づいて補助金の見直
しを実施することによります要綱の改正でございます。

　それでは、参考資料の１ページのほうをちょっとお開きいただきた
いと思います。新旧対照表になってございまして、第３条の中で、現
行の要綱ですと「経費の一部」ということで明記してございますけれ
ども、これを一部改正する要綱では、「経費の２分の１を乗じて得た
額」に改めまして、同条にただし書きということで、算出された額に
千円未満の端数が生じた場合については、これを切り捨てるというこ
とが改正の内容でございます。

　特にこちらは各幼稚園の健康診断に伴った経費の補助金ということ
でございまして、内科医の健康診断とか、歯科医による診断への補助
金ということでございます。
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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

　こちらにつきましては、通常は１０万円が限度になっておりまし
て、経費の２分の１ということで、改正後の試算では、昨年度と比較
しますと６８％ぐらいの縮減になるのかなと思っております。

【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１２号についての質疑
をお受けいたします。

（質疑なし）

鹿児島委員長 　よろしいですか。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 　「賛否」のご意見を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、「議案第１２号　久喜市私立幼稚園
児健康診断補助金交付要綱の一部を改正する告示について」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１３号　久喜市私立幼稚園施設整備費等補助
金交付要綱の一部を改正する告示について」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 　この議案第１３号につきましても、担当課長が直接説明を申し上げ
ます。

学務課長 　引き続きまして、参考資料の２ページ目をお願いしたいと思いま
す。新旧対照表でご説明を申し上げます。

　今回につきましては、先ほどと同じように補助金の見直しによりま
す要綱の改正でございまして、久喜市の私立の幼稚園の施設整備に係
る補助金でございまして、こちらにつきましては、新旧対照表の中で
ただし書きということで、同一年度において１事業を限度とするとい
うことを加えたものでございます。

　特にこちらにつきましては、私立幼稚園の教育環境の整備を充実す
るための施設の整備や備品の購入に係る補助ということで実施してお
りまして、補助金の限度額は３５万円でございます。以上です。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　それでは、議案第１３号についての質疑をお受けいたします。
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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

髙木委員 　これは毎年各幼稚園から補助金の請求があるのですか。

学務課長 　これは毎年ございまして、実際３５万円で１３園ですので、毎年決
算ですと３５０万から３８０万ということです。申請いただかないと
ころもありますし、満額の申請のところもございます。特にトイレの
改修とか、机、椅子の購入とか、プールとか、手すりとか、音響施設
の改修、こういったものが主な内容でございます。

鹿児島委員長 　私立はいくつあるんですか。

学務課長 　１３園ございます。

鹿児島委員長 　ほかにありますか。よろしいですか。

（なしとの声あり）

鹿児島委員長 　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 　それでは、賛否のご意見を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、「議案第１３号　久喜市私立幼稚園
施設整備費等補助金交付要綱の一部を改正する告示について」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１４号及び議案第１５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。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、「議案第１４号　久喜市教育委員会所管の委員等の委嘱
又は任命について」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。

（非公開案件につき省略、全員賛成により原案どおり可決）

教育部長 　委員長、休憩をお願いいたします。
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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

鹿児島委員長 　わかりました、暫時休憩とします。

（暫時休憩）

（事務局職員人事のため、部長を除く事務局職員退室）

　再開いたします。

鹿児島委員長 　それでは、「議案第１５号　久喜市教育委員会事務局職員の人事に
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。

（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）

（部長を除く事務局職員入室）

鹿児島委員長 　再開いたします。

【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、すべて終了いたしました。

【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４回臨時委員会を
閉議、閉会といたします。大変おつかれさまでした。
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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

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　４月２３日
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