
会 議 の 名 称 平成２６年久喜市教育委員会第６回定例委員会

開 催 年 月 日 平成２６年５月２１日（水曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後３時１０分まで

開 催 場 所 菖蒲コミュニティセンター　ボランティアビューロー

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、柿沼光夫各委員

欠 席 委 員 氏 名 なし

説明者の職氏名 柿沼教育長、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、結城参事兼指導課
長、中山参事兼生涯学習課長、岡田学務課長、渋谷文化財保護課長、
尾崎中央公民館長、太田中央図書館長、甲田教育総務課総務係長、森
田教育総務課担当主査

（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２０号　久喜市教育委員会委員長の選挙について

　　　議案第２１号　久喜市教育委員会委員長職務代理者の指定について

　　　議案第２２号　久喜市教育委員会教育長の選任について

　　　議案第２３号　久喜市教育委員会委員の席次の決定について

　　　議案第２４号　平成２６年度久喜市一般会計補正予算（第２号）（案）
　　　　　　　　　　に係る意見聴取について

　　　議案第２５号　久喜市教育委員会表彰について

　　　議案第２６号　久喜市立小学校安全監視員の委嘱について

　　　議案第２７号　久喜市立学校評議員の委嘱について

　　　議案第２８号　久喜市教育相談室教育相談員の委嘱について

　　　議案第２９号　久喜市社会教育委員の委嘱について

　　　議案第３０号　久喜市教育集会所運営委員会委員の委嘱について

　　　議案第３１号　久喜市指定文化財補助金交付要綱の一部を改正する告示
　　　　　　　　　　について

　　　議案第３２号　久喜市指定文化財維持等交付金交付要綱について

　　　議案第３３号　久喜市郷土伝統芸能伝承事業補助金交付要綱を廃止する
　　　　　　　　　　告示について

（４）協議事項

　　　久喜市立図書館への指定管理者制度の導入について

（５）教育長報告

　　　久喜市公民館運営委員の委嘱について

（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、協議事項資料、教育長報告書

会議の公開・非公開 一部非公開（人事案件もしくは審議・検討等情報を含む案件のため）

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　

【出席者紹介】

教育副部長兼
教育総務課長

　皆さん、こんにちは。はじめに、去る、５月１５日開催されました
第１回臨時議会におきまして、任期満了に伴います教育委員さんの選
任が行われておりますので、ご報告をさせていただきます。

　まず、５月２０日をもちまして任期満了となりました榎本英明委員
が、平成３０年５月２０日までの任期で再任されました。また、同じ
く任期満了となりました吉田耕治前教育長が退任され、柿沼光夫委員
が平成３０年５月２０日までの任期で選任されました。
　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

　ここで、改めて教育委員さん、それから教育委員会事務局職員か
ら、それぞれ自己紹介をお願いしたいと思います。まず、教育委員さ
ん、鹿児島委員長から時計回りでお願いいたします。

鹿児島委員長 　鹿児島でございます。よろしくお願いいたします。

榎本委員 　榎本です。また４年間お世話になります。よろしくお願いいたしま
す。

髙木委員 　髙木でございます。今日から４年目に入ります。よろしくお願いい
たします。

坪井委員 　坪井と申します。よろしくお願いいたします。今日から３年目に入
ります。よろしくお願いします。

柿沼委員 　柿沼と申します。この３月まで市内の久喜小学校でお世話になって
おりました。よろしくどうぞお願いいたします。

教育部長 　失礼します。教育部長の田中と申します。教育委員会に来て３年目
ですが、今後ともよろしくお願いいたします。

教育副部長兼
教育総務課長

　教育副部長兼教育総務課長の松本です。教育委員会は５年目になり
ます。よろしくお願いいたします。

学務課長 　学務課長の岡田と申します。この４月から学務課長を拝命いたしま
した。よろしくお願いいたします。

参事兼指導課長 　この４月から参事兼指導課長を拝命いたしました、結城と申しま
す。昨年までは青葉小学校長をしておりました。どうぞよろしくお願
いいたします。

参事兼生涯学習課長 　教育部参事兼生涯学習課長の中山です。よろしくお願いいたしま
す。教育委員会は５年目になります。どうぞよろしくお願いいたしま
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

文化財保護課長 　こんにちは。文化財保護課長の渋谷と申します。今年で２年目にな
ります。よろしくお願いいたします。

中央公民館長 　こんにちは。中央公民館長の尾崎と申します。２年目になります。
どうぞよろしくお願いいたします。

中央図書館長 　失礼します。中央図書館の太田と申します。図書館長を拝命して今
年で１年目でございます。何卒ご指導よろしくお願いいたします。

教育副部長兼
教育総務課長

　今後ともよろしくお願いいたします。

【教育長職務代理者について】

教育副部長兼
教育総務課長

　なお、吉田耕治前教育長の退任により、本日の会議は、教育長が不
在となっておりますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第２０条第２項及び久喜市教育委員会事務局組織規則第６条の規定に
基づき、教育長が選任されるまでの間、教育長職務代理者として教育
部長がその職を行いますので、よろしくお願いいたします。

教育部長 　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 　それでは皆さん、こんにちは。早速ではありますが、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２６年久喜市教育
委員会第６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、あらかじめ委員各位のお手元に配
付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、榎本委員と髙木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、教育総務課森田担当主査にお願いします。

【会議時間の決定】
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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 　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４月２３日に
開催いたしました、第５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。

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２０号　久喜市教育委員会委員長の選挙につい
て」を上程し、議題といたします。教育長職務代理者の提案理由の説
明を求めます。

教育長職務代理者 　第６回定例委員会議案と書いてございます資料の１ページをご覧い
ただきたいと存じます。議案第２０号、久喜市教育委員会委員長の選
挙について、ご説明を申し上げます。現在の鹿児島委員長の委員長と
しての任期が、平成２６年５月２２日をもちまして満了となりますこ
とから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第１項の
規定に基づき、委員長の選挙を求めるものでございます。

　なお、任期は平成２６年５月２３日から平成２７年５月２２日まで
の１年間でございます。以上でございます。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。それでは、選挙の方法につきましては、
いかがしたらよろしいでしょうか。

（榎本委員の挙手あり）

鹿児島委員長 　榎本委員どうぞ。

榎本委員 　指名推薦でお願いします。
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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

鹿児島委員長 　ただいま、榎本委員より指名推薦の方法がよいとの意見がありまし
たが、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、指名推薦で行います。どなたかをご推薦いただきたいと
思います。

（榎本委員の挙手あり）

鹿児島委員長 　榎本委員どうぞ。

榎本委員 　引き続き、鹿児島委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願
いいたします。

鹿児島委員長 　ただいま、榎本委員より委員長に私鹿児島との推薦をいただきまし
て、大変恐縮でございますけれども、いかがでしょうか

（全員賛成）

鹿児島委員長 　ありがとうございます。それでは、ご推薦をいただきまして全員一
致で私鹿児島が引き続き委員長を務めさせていただきたいと存じま
す。

　今、教育委員会制度改革が行われておりますので、委員長職も今回
が最後かなと思っております。法案が通れば来年の４月からは委員長
と教育長が一体となりますので、最後の委員長職ということで、微力
ではございますが、皆様方のご支援・ご協力、ご指導をいただきなが
ら、久喜市の教育行政の発展のために全力を尽くしてまいりたいと考
えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第２１号　久喜市教育委員会委員長職務代理者
の指定について」を上程し、議題といたします。教育長職務代理者の
提案理由の説明を求めます。

教育長職務代理者 　議案書の２ページでございます。議案第２１号、久喜市教育委員会
委員長職務代理者の指定について、ご説明申し上げます。現在の榎本
委員長職務代理者の委員長職務代理者としての任期が、平成２６年５
月２２日をもちまして満了となることから、地方教育行政の組織及び
運営に関する法律第１２条第４項の規定に基づき、委員長職務代理者
の指定を求めるものでございます。
　
　なお、任期は平成２６年５月２３日から平成２７年５月２２日まで
の１年間でございます。どうぞよろしくお願いします。

鹿児島委員長 　指定の方法につきましては、いかがしたらよろしいでしょうか。

‐5‐



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

（坪井委員の挙手あり）

鹿児島委員長 　坪井委員。

坪井委員 　指名推薦の方法ではいかがでしょうか。

鹿児島委員長 　ありがとうございます。ただ今、坪井委員より指名推薦というご意
見がございましたが、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、指名推薦で行います。どなたかご推薦をお願いしたいと
思います。

（坪井委員の挙手あり）

鹿児島委員長 　坪井委員。

坪井委員 　今までもお世話になりました、榎本委員さんが適任だと思いますの
で、ご推薦いたします。

鹿児島委員長 　ただ今、坪井委員さんから委員長職務代理者に榎本委員との推薦が
ありましたが、いかがでしょうか

（全員賛成）

鹿児島委員長 　それでは、全員一致で榎本委員を委員長職務代理者に指定いたしま
す。

　それでは、就任のご挨拶をお願いします。

榎本委員 　ただ今、ご承認をいただきました榎本です。今まで４年間、微力な
がら委員長職務代理者を務めさせていただきました。またこの１年
間、職務代理者として、委員長を支える立場として、一生懸命がん
ばっていきます。よろしくお願いします。

鹿児島委員長 　ありがとうございました。

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第２２号　久喜市教育委員会教育長の選任につ
いて」を上程し、これを議題といたします。教育長職務代理者の提案
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

教育長職務代理者 　議案書の３ページでございます。議案第２２号、久喜市教育委員会
教育長の選任について、ご説明を申し上げます。前吉田教育長の教育
長としての任期が、昨日の平成２６年５月２０日をもちまして満了と
なっておりますことから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第１６条第２項の規定に基づき、教育長の選任を求めるものでござい
ます。
　
　なお、任期は平成２６年５月２１日から平成３０年５月２０日まで
の４年でございます。以上です。よろしくお願いいたします。

鹿児島委員長 　選任の方法につきましては、いかがしたらよろしいでしょうか。

（髙木委員の挙手あり）

鹿児島委員長 　髙木委員。

髙木委員 　同様に指名推薦の方法でお願いします。

鹿児島委員長 　ただ今、髙木委員から指名推薦というご意見がありましたが、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、指名推薦で行います。どなたかのご推薦をお願いいたし
ます。

（髙木委員の挙手あり）

鹿児島委員長 　髙木委員。

髙木委員 　柿沼委員さんをご推薦申し上げます。柿沼委員さんは、久喜小学校
長をはじめ、非常に長年にわたり教育界の要職を務められており、本
当に適任と考えられますので、ご推薦申し上げます。

鹿児島委員長 　ただいま、髙木委員から教育長に柿沼委員との推薦がありました
が、いかがでしょうか

（全員賛成）

鹿児島委員長 　それでは、全員一致で柿沼委員を教育長に選任いたします。

　それでは、就任のごあいさつ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

柿沼委員 　ただ今、選任をいただきました柿沼でございます。本当に大変重い
責務を担うわけで、身の引き締まる思いでございます。いろいろな課
題が久喜市にも、また教育委員会にもありますけれども、皆様方のご
支援をいただきながら、教育長の職を務めてまいりたいと思います。
どうぞ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。

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第２３号　久喜市教育委員会委員の席次の決定
について」を上程し、議題といたします。

鹿児島委員長 　事務局案がありましたら、提案をお願いします。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、事務局案を説明いたします。席次につきましては、慣例
によりまして、委員長席を１番として、２番が委員長職務代理者、以
下、委員先任順に時計回りといたします。ただし、教育長は５番とい
たします。以上でございます。

鹿児島委員長 　ただ今、事務局案が示されましたけれども、いかがでしょうか。

（全員賛成）

鹿児島委員長 　全員賛成により、事務局案のとおり決定とさせていただきます。暫
時休憩いたします。

（暫時休憩）

（決定した席次のとおり着席していたため、各委員の席の移動はな
し）

（休憩中、同会場において委員長から教育長に任命辞令を交付）

鹿児島委員長 　再開いたします。

【会議の非公開】

鹿児島委員長 　議案第２４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、また、議案第２５号から議案第３０号までにつきましては、
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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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２４号　平成２６年度久喜市一般会計補正予算
（第２号）（案）に係る意見聴取について」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 　続きまして、「議案第２５号　久喜市教育委員会表彰について」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 　続きまして、「議案第２６号　久喜市立小学校安全監視員の委嘱に
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 　続きまして、「議案第２７号　久喜市立学校評議員の委嘱につい
て」を上程し、議題とします。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 　続きまして、「議案第２８号　久喜市教育相談室教育相談員の委嘱
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 　続きまして、「議案第２９号　久喜市社会教育委員の委嘱につい
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 　続きまして、「議案第３０号　久喜市教育集会所運営委員会委員の
委嘱について」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たいと思います。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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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３１号　久喜市指定文化財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、議題といたします。教育長の
提案理由の説明を求めます。

柿沼教育長 　２６ページでございます。議案第３１号、久喜市指定文化財補助金
交付要綱の一部を改正する告示について、ご説明申し上げます。

　本市におきましては、久喜市行政改革大綱の改革方針に則り、平成
２５年８月に策定されました「久喜市補助金等の見直し方針」に基づ
きまして、補助金等の見直しを進めてきたところでございます。この
ことに伴いまして、別紙のとおり久喜市指定文化財補助金交付要綱の
一部を改正することにつきまして、議決をお願いするものでございま
す。

　なお、改正内容等につきましては、文化財保護課長からご説明申し
上げます。

鹿児島委員長 　渋谷文化財保護課長、お願いします。

文化財保護課長 　それでは、議案第３１号、久喜市指定文化財補助金交付要綱の一部
を改正する告示につきまして、説明を申し上げます。

　このたび、文化財保護課では、本議案をはじめ、議案第３２号の
「久喜市指定文化財維持等交付金交付要綱について」、及び議案第３
３号の「久喜市郷土伝統芸能伝承事業補助金交付要綱を廃止する告示
について」という３件を上程させていただいておりますが、いずれも
関連がございますので、はじめに共通する事項につきまして、ご説明
を申し上げたいと思います。

　このたびの３議案は、合併に伴い、懸案となっておりました、郷土
伝統芸能伝承事業の支援内容の調整一元化、具体的に申し上げます
と、旧久喜市と旧鷲宮町の獅子舞等に対し、別々の補助金交付要綱が
適用されていたという課題がございました。

　それと、先ほど教育長のほうからもお話しがございましたとおり、
昨年度、市の財政課のほうから久喜市補助金等の見直し方針が示さ
れ、それを受けまして今回行うものでございます。

　財政課からの指摘を具体的に申し上げますと、１点目は、指定文化
財の補助金につきまして、補助金交付要綱の補助率を現行の「３分の
２」から「２分の１以内」としてくださいということでございます。

　２点目は、鷲宮中学校郷土芸能部に交付しておりました、催馬楽神
楽後継者育成事業補助金につきまして、補助金交付の根拠となってお
ります、郷土伝統芸能伝統事業補助金交付要綱に、補助率が明記され
ていなかったことから、新たに補助率を「２分の１」とし、補助金の
上限を設定してくださいということでございます。

　３点目は、鷲宮地区の無形民俗文化伝承保存連盟への補助金につき
まして、同じく補助金要綱に補助率が明記されていないことから、新
たに補助率を「２分の１以内」とし、補助金の上限を設定してくださ
いということでございます。以上、３点の指摘がございました。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

　これらを受けまして、文化財保護課では、補助金のあり方、支援内
容の一元化等につきまして、検討を行ってまいりました。そして、文
化財の適切な維持・保存を図ること、対象団体への影響を最小限に留
めること、さらに、文化財所有者または管理者等の方々の事務負担の
軽減を図ることなどを念頭に検討を行ってまいりました。

　このたび、議案上程いたしました、この３つの議案に共通する要点
を５つにまとめましたので、申し上げますと、まず１点目は、指定文
化財補助金交付要綱にある補助率を、現行の「３分の２」から「２分
の１」にするということ。これは、議案第３１号に反映されておりま
す。

　２点目は、文化財の所有者等が文化財の日常的な管理及び維持を行
うための役務の提供に相当する費用、具体的には、定額１万円の補助
を今まで行ってまいりましたが、これにつきましては、文化財の適切
な維持管理をお願いするという、委託的な意味合いもありますことか
ら、補助金の目的と使途を考えたときに、補助金よりもむしろ交付金
のほうが適当であると結論付けました。これが、議案第３１号、第３
２号に反映されたものでございます。

　３点目ですが、鷲宮中学校郷土芸能部への補助金につきましては、
本市の代表的文化財と言えます、国指定無形民俗文化財、鷲宮催馬楽
神楽の継承ということで、市といたしましても、ぜひ取り組んでほし
いという、委託的な意味合いもありまして、その補助金の目的と使途
を考えたときに、補助金よりも、やはり交付金のほうがより適切であ
るというふうに結論付けたところでございます。この関係が、議案第
３２号、第３３号に反映されております。

　４点目でございますが、鷲宮地区の４団体で構成されております、
無形民俗文化財伝承保存連盟への補助金につきましては、補助金要綱
を一元化して、改正後の久喜市指定文化財補助金交付要綱により、
個々の団体へ直接補助金を交付することといたしました。これが、議
案第３１号、第３３号に反映されてございます。

　最後の５点目でございますが、鷲宮中学校郷土芸能部と無形民俗文
化財伝承保存連盟の２団体だけに適用されておりました、郷土伝統芸
能伝承事業補助金交付要綱を廃止し、新たに交付金交付のための要綱
を制することといたしたものでございます。これが、議案第３２号、
第３３号に反映されてございます。

　それでは次に、個々の議案につきまして、具体的に説明させていた
だきたいと思います。

　議案第３１号の久喜市指定文化財補助金交付要綱の一部を改正する
告示でございますが、こちらは、議案参考資料の１ページをご覧いた
だきたいと存じます。最上段のほうに補助対象経費ということで、第
３条第１項につきましては、要綱の一部改正が平成２５年度中に行え
なかったために、補助対象経費について、「平成２６年４月１日以
降」と特定したものでございます。また、併せて用語が重なることか
ら、同条第１項第１号を削除したものでございます。
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　また、現行要綱第３条第１項第２号及び第４条第３項につきまして
は、文化財の日常的な管理及び維持を行うための役務の提供に相当す
る費用として、１件あたり年間１万円を上限に補助金を交付している
ものでございまして、その趣旨と使途を鑑み、補助金よりも交付金の
ほうがより適切であると判断し、交付金に変更するため、条文を削除
するものでございます。

　次に、第４条第１項につきましては、補助率を「３分の２」から
「２分の１」に改めるものでございます。また、議案第３１号による
要綱の改正に伴いまして、補助金の減額という影響を受ける団体につ
きましては、平成２４年度の決算ベースで見た場合、３団体ほどござ
いましたが、平成２５年度の決算で見た場合、影響を受ける団体はご
ざいません。

　なお、平成２６年度の予算上の補助金は、平成２５年度と同額で予
算措置をしているところでございます。以上が議案第３１号の説明で
ございます。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　それでは、議案第３１号について、質疑をお受けいたします。

鹿児島委員長 　財政課はこの内容でＯＫなんですか。

文化財保護課長 　はい。財政課のほうは、補助率を「３分の２」から「２分の１」に
しなさいということで、クリアしております。

鹿児島委員長 　ほかに質問はございますか。

（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、以上で質疑を打ち切ります。

【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３１号　久喜市指定文化財
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３２号　久喜市指定文化財維持等交付金交付
要綱について」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。
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柿沼教育長 　議案第３２号、久喜市指定文化財維持等交付金交付要綱について、
ご説明申し上げます。
　
　こちらにつきましても、議案第３１号と同様に、補助金等の見直し
に伴うものでございまして、別紙のとおり久喜市指定文化財維持等交
付金交付要綱を制定することにつきまして、議決をお願いするもので
ございます。

　なお、制定内容等につきましては、文化財保護課長からご説明申し
上げます。

鹿児島委員長 　渋谷課長、お願いします。

文化財保護課長 　議案第３２号につきまして、ご説明申し上げます。この要綱は、議
案第３１号でご審議いただきました、久喜市指定文化財補助金交付要
綱の一部改正におきまして、削除いたしました箇所、つまり、文化財
の所有者等が文化財の日常的な管理及び維持を行うための役務の提供
に相当する費用として、１万円を上限に年１回、補助金を交付してい
ることにつきまして、その趣旨から補助金よりも交付金のほうが適切
であると判断したため、新たに要綱を制定するものでございます。

　この要綱が適用されます対象文化財等は、今年の４月１日現在で６
１件を想定してございます。平成２５年度の補助金交付対象件数が全
部で７０件ございましたので、数的には８７パーセントが交付金の交
付対象となるものでございます。

　なお、補助金と交付金の違いでございますが、補助金は特定の事業
を補助するためのお金で、使途を特定した資金と言えます。また、書
類的にも交付申請や実績報告に伴いまして、事業報告、実績報告、予
算・決算の報告が必要不可欠でありまして、一般の方にとりまして事
務的に煩雑な面がございました。

　これに対しまして、このたびの交付金は、文化財の適切な維持・管
理という目的をもって交付するものでございまして、この趣旨に合っ
ていれば、交付金を受ける側で弾力的に使途を決めることができま
す。

　また、書類的にも交付申請をするだけで、実績報告はもとより予
算・決算等の報告も不要になりますことから、事務負担の軽減が図ら
れるものと期待しているところでございます。

　特に、これまでの申請者の声をお聴きしますと、「１万円という金
額の割には事務負担が大きい」ですとか、「書類の書き方がよくわか
らない」とか、そういった意見がございましたので、今回、改善が図
られるのではないかということで、なお一層、周知に努めてまいりた
いと考えております。

　要綱の内容でございますが、第１条が交付金の趣旨、第２条が言葉
の定義、第３条が交付申請者となっております。交付対象の申請者
は、文化財の所有者・管理者のほか、指定無形文化財等の保持者また
は後継者育成団体ということで、鷲宮中の郷土芸能部などが対象とな
ります。
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　第４条は交付金の額で、これまでの補助金の額と変わってございま
せん。第５条から第８条までは、書類の様式などとなっております。
以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第３２号について、質疑をお受けいたします。

鹿児島委員長 　今後の各団体への周知はどのようにされるのですか。

文化財保護課長 　まず、補助金の要綱が「２分の１」になるということで、平成２４
年度の決算ベースでいくと、３団体が減額になってしまうということ
がございましたので、そこには最初にお話しをいたしました。

　そうしましたところ、「下がってもしょうがないな。」というとこ
ろがひとつと、それから、もう１回決算を見直しましら、クリアする
というところがございまして、そういったところには先にお話しをし
ております。

　今後、要綱が改正されましたならば、詳しい内容を別刷りしたもの
を用意しまして、「申請内容が簡単になりました。」というような内
容をもって、通知を差し上げていきたいと思っております。

鹿児島委員長 　でも、簡単になったからといって、いい加減に使ってもいいと思わ
れると、ちょっと困っちゃいますよね。

文化財保護課長 　そういうことではないです。その趣旨に合っていればということで
す。

鹿児島委員長 　そうですね。趣旨に合っていればということですよね。そういうこ
とも、通知に盛り込まないといけませんね。

文化財保護課長 　はい。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございますか。

（なしとの声あり）

鹿児島委員長 　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 　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）
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鹿児島委員長 　異議なしと認めます。よって、「議案第３２号　久喜市指定文化財
維持等交付金交付要綱について」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３３号　久喜市郷土伝統芸能伝承事業補助金
交付要綱を廃止する告示について」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。

柿沼教育長 　お手元の資料、３５ページでございます。議案第３３号、久喜市郷
土伝統芸能伝承事業補助金交付要綱を廃止する告示について、ご説明
申し上げます。

　こちらにつきましても、議案第３１号及び議案第３２号と同様に、
補助金等の見直しに伴うものでございまして、別紙のとおり久喜市郷
土伝統芸能伝承事業補助金交付要綱を廃止することにつきまして、議
決をお願いするものでございます。

　なお、廃止内容等につきましては、文化財保護課長からご説明申し
上げます。

鹿児島委員長 　渋谷文化財保護課長、お願いします。

文化財保護課長 　議案第３３号のご説明を申し上げます。この要綱により、補助金が
交付されておりましたのは、鷲宮地区の無形民俗文化財伝承保存連
盟、これには、鷲宮催馬楽神楽保存会、そして、八甫・西大輪・中妻
の各獅子舞保存会の４団体が加盟しておりますが、ここと鷲宮催馬楽
神楽後継者育成事業を行っております、鷲宮中学校の郷土芸能部の２
つの団体でございました。

　このうち、無形民俗文化財伝承保存連盟につきましては、合併協定
書に基づく、支援内容を一元化するという方針に基づきまして、構成
団体であります、４つの団体に対しまして、議案第３１号で改正いた
しました、久喜市指定文化財補助金交付要綱に基づきまして、直接補
助金を交付する予定でございます。

　また、鷲宮中学校郷土芸能部につきましては、議案第３２号で議決
をいただきました、交付金要綱につきまして、交付金の交付を予定し
ているところでございます。

　このため、本議案に係る補助金要綱が不要となったため、廃止する
ものでございます。以上でございます。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第３３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 　特にないようですので、以上で質疑を打ち切ります。

【採　決】
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審　議　会　等　会　議　録

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３３号　久喜市郷土伝統芸
能伝承事業補助金交付要綱を廃止する告示について」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。

【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、修了でございます。

【協議事項】

鹿児島委員長 　日程第４、協議事項でございます。本日は協議事項がございます。

鹿児島委員長 　それでは、「久喜市立図書館への指定管理者制度の導入について」
でございます。教育長の提案理由の説明を求めます。

柿沼教育長 　協議事項、久喜市立図書館への指定管理者制度の導入について、ご
説明申し上げます。

　こちらにつきましては、前回の定例委員会にて図書館協議会からの
答申がありましたことをご報告させていただいたところでございます
が、このたび、指定管理者制度につきましての比較検討資料を作成い
たしましたので、教育委員の皆様のご意見等をいただきたく、協議事
項として提出したものでございます。

　なお、内容等につきましては、中央図書館長からご説明申し上げま
す。

鹿児島委員長 　太田図書館長お願いします。

中央図書館長 　では、説明させていただきます。協議事項資料の１ページをご覧く
ださい。指定管理者制度導入前後の比較についてということで、まと
めさせていただいております。

　ここで、大変申し訳ないのですが、１点の訂正をお願いいたしま
す。次のページに見開きで一覧表がございまして、春日部市の庄和図
書館の指定管理者が「図書館流通センター」となっておりますが、
「シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社」の誤りです。訂正
をお願いいたします。

　それでは、説明に入らさせていただきますが、要点につきまして
は、１ページに書いてあるとおりでございます。平成２４年度までに
埼玉県下４市３町の１５館で指定管理者制度を導入しております。
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　また、その後、平成２５年度には、八潮市の八條図書館、こちらは
公民館との併設施設なんですが、こちらが指定管理者制度を導入して
おります。

　それから、平成２６年４月１日から、鴻巣市立図書館。鴻巣市に
は、鴻巣中央図書館と吹上図書館、川里図書館の３館がございます
が、３館すべてが指定管理者制度へ移行しております。

　このため、新たに２市４館に指定管理者制度が導入され、最新の状
況では、６市３町の１９館ということになっております。

　ちなみに、八潮市には、八條図書館のほかに、八幡図書館というの
があるのですが、そちらは直営となっております。春日部市と同じよ
うに、本館である八幡図書館は直営で、他の図書館である八條図書館
が指定管理者管理となっております。

　八潮市と鴻巣市につきましては、予算や決算の資料の関係がござい
ますことから、比較検討資料には記載してございません。比較につき
ましては、平成２４年度の導入状況を基準に作成しております。

　続きまして、４ページでございます。こちらにつきましては、指定
管理者制度から直営に戻した事例でございます。

　まず、財団法人から戻したのが安来市と出雲市の２市３館でござい
ます。

　それから、ＮＰＯ法人から戻したのが佐賀市ということで、１市１
館でございます。

　また、市が全額出資している株式会社が指定管理者となっていまし
たのが、善通寺市の１市でございます。

　また、公社が指定管理者となっていましたのが、長野県飯島町と小
郡市の１市１町の２館でございます。

　また、第三セクターが指定管理者となっていましたのが、新城市の
１市１館でございまして、合計で６市１町の８館が直営に戻しており
ます。

　その理由でございますが、評価・検討し戻したのが安来市。利用料
が無料という図書館施設の性質上、直営に戻したのが佐賀市と新城
市。運営の継続性という理由から、直営に戻したのが出雲市。経費の
面で高くなるという理由から、直営に戻したのが善通寺市と小郡市で
ございます。それから、学校との連携でうまく行かないという理由で
戻したのが、長野県飯島町でございます。以上でございます。

鹿児島委員長 　ただ今の内容に対しまして、ご質問をお受けいたします。

鹿児島委員長 　資料５ページ以降の答申は、前回の教育長報告と同じですか。

中央図書館長 　同じです。参考資料として付けさせていただきました。
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坪井委員 　指定管理者制度を導入した図書館職員の内訳なんですけど、全員が
専門の司書さんなんですか。それとも、一般の方も入られているので
すか。

中央図書館長 　おおむね７割くらいの方が司書の資格を持っているようです。

鹿児島委員長 　ほかに質問はございますか。

（なしとの声あり）

鹿児島委員長 　そうしましたら、意見をまとめていただきまして、委員さん一人ず
つ、ご意見をお願いしたいと思います。参考資料としての答申につい
ても、前回の定例会で報告をいただいておりますし、それから、先ほ
どの比較検討資料や事例も含めまして、委員としての意見をお願いし
たいと思います。

　まず、坪井委員さんからお願いします。

坪井委員 　答申のほうも見せていただいたんですけど、今行っている久喜市の
現状を考えますと、これ以上の経済効果なり市民へのサービス向上が
図れるような状況にはならないのではないかという感じがいたします
ので、経済的な効果がないんだとしたら、現状維持でもう尐し様子を
見たらいいのではないかという考えがいたします。

鹿児島委員長 　それでは、髙木委員さんはいかがですか。

髙木委員 　今日の資料を見せていただいて、庄和図書館の開館日数はすごいな
という感じがするんですけど、このあたりが指定管理者制度の魅力と
いいますか、直営ではなかなか難しいところだと思うんです。

　ただ、問題は質的なところ、内容的なところだと思うんです。図書
館というのは、中の本の内容もありますけれども、サービス的なとこ
ろもありますので、経済効率を優先するよりかは、実質的なサービス
の向上を優先すべきではないかと思います。人件費を削減するためだ
けに、指定管理者制度を導入するというのは、どうかなという気がし
ます。

　ですから、制度を導入している図書館の質的な面での情報を集め
て、調査・研究の継続をお願いしたいと思います。以上です。

鹿児島委員長 　それでは、榎本委員さん。お願いします。

榎本委員 　前回の定例会でも述べたんですけど、今回は具体的に導入施設の資
料をいただいて、髙木委員さんも述べられていましたが、年間３５０
日以上も開館しているところもあるということなんですが、このあた
りが直営で行っていても比較されてしまうところなのかなと思いま
す。
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　実際には、このようなことは直営では難しいかと思うんですけど、
サービスの向上に努めていただいて、指定管理者にしなくても直営で
もサービスの向上ができるということを、納税者に対して強く説明が
できるよう示していただきたいと思います。ぜひとも、力を見せてく
ださい。以上です。

鹿児島委員長 　それでは、それぞれの委員さんから意見をいただきましたので、私
のほうでまとめた意見を述べさせていただきます。

　図書館というものを考えた場合に、やはりサービス水準の維持と
か、内容ということが問われるわけで、どうしても低価格競争となっ
てきますと、図書館法では無料の原則が謳われていますから、現場職
員の雇用の単価が低くなって、低賃金化ということで、その結果、専
門的人材の確保が難しくなるのかなという気がします。

　それから、内容です。内容がどうなんであろうか、サービス水準の
維持や向上ということもありますので、そういったことを考えると、
人件費の削減だけでいいのかなという気がします。

　市の方針で、市の施設は指定管理にして、人件費を削減していくん
だということですが、図書館という性格を考え、市民の側に立った場
合、現時点ですぐに指定管理者制度を導入することは、どうかなとい
う思いがします。経費削減だけでは言い切れない面がありますね。

　それから、学校との連携ということがあります。指定管理者にした
ときには、このあたりが課題となってきます。相談体制の維持なんか
も課題となってくると思います。このあたりは、図書館の特徴でもあ
りますし、現に中央図書館なんかは、学校との連携をやっていますか
ら、指定管理にしたときに維持できるかということがあります。

　ですから、現時点で考えたときには、市の方針はそういった方向な
んだけれども、図書館の機能とか内容を考えると、すぐに指定管理者
制度にしますという考えには至らないのかなという感じがします。

　実際に答申にも問題点が指摘されていますけれども、ただ、時代の
流れとして、経済性とか効率性といったことが求められていることは
事実ですから、榎本委員が述べられたように、地域社会で評価をいた
だくような事業活動を今後も進めていくことが必要だと思います。

　まとめますと、指定管理者制度へ移行するという方針はあるけれど
も、現時点では、指定管理者制度へ移行するというのは、市民の賛同
が得られないのではないか、そういう考えです。

鹿児島委員長 　それでは、ご意見をいただきましたので、協議事項を終了したいと
思います。

【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。

【会議の非公開】
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鹿児島委員長 　教育長報告につきましては、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が、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、「久喜市公民館運営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 　以上で教育長報告を終了いたします。

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。

【次回定例委員会の開催】

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

　次回の定例委員会でございますが、６月３０日の月曜日、午後１時
３０分からはいかがでしょうか。

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 　第２案はありますか。

教育副部長兼
教育総務課長

　第２案は、６月２７日の金曜日です。時間は同じく１時３０分から
です。

鹿児島委員長 　髙木先生はいかがですか。

髙木委員 　私は、２７日のほうがありがたいです。

鹿児島委員長 　榎本委員さんは、２７日で大丈夫ですか。

榎本委員 　はい。
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鹿児島委員長 　坪井委員さんも大丈夫ですか。

坪井委員 　はい、大丈夫です。

鹿児島委員長 　教育長も大丈夫ですね。

柿沼教育長 　はい。

鹿児島委員長 　それでは、次回の定例委員会は、第２案、６月２７日の金曜日。時
間は午後１時３０分でお願いします。

教育副部長兼
教育総務課長

　わかりました。場所は、菖蒲コミュニティセンターの第５集会室で
お願いいたします。追って通知を申し上げますので、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２６年久喜市教育委員会第６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　髙木　　学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　森田　洋輔

平成２６年　６月２７日
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