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様式第１号（第５条関係）

会　　　議　　　概　　　要

平成２６年久喜市教育委員会第１４回定例委員会

平成２６年１２月２４日（水曜日）

午後１時３０分から午後２時４０分まで

菖蒲コミュニティセンター　ボランティアビューロー

鹿児島金衛委員長

鹿児島金衛、榎本英明、髙木学、坪井喜代子、柿沼光夫各委員

なし

柿沼教育長、田中部長及び各担当課長

（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

（４）議事

　　　議案第５４号　久喜市における学校給食基本方針について

（５）その他

　　　次回定例委員会について

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（人事案件のため）

０人

会 議 の 名 称

開 催 年 月 日

開始・終了時刻

開 催 場 所

議 長 氏 名

出 席 委 員 氏 名

欠 席 委 員 氏 名

説明者の職氏名

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

会 議 次 第
及 び 結 果

　　　ア　久喜市教育活動指導員及び久喜市教育活動支援員の委嘱に
　　　　　ついて

　　　議案第５３号　久喜市教育活動指導員及び久喜市教育活動支援
　　　　　　　　　　員の委嘱について

　　　議案第５５号　久喜市いじめの防止等のための基本的な方針に
　　　　　　　　　　ついて

　　　議案第５６号　久喜市立小・中学校における土曜授業の方針に
　　　　　　　　　　ついて

　　　議案第５７号　久喜市立学校給食センター条例施行規則の一部
　　　　　　　　　　を改正する規則について

配 付 資 料

傍 聴 人 数
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

【開会の宣言】

鹿児島委員長

【開議の宣告】

鹿児島委員長

【議事日程の報告】

鹿児島委員長

【会議録署名委員の指名】

鹿児島委員長

【会議録作成者の指名】

鹿児島委員長

【会議時間の決定】

鹿児島委員長

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長

【前回会議録の承認】

　皆さん、こんにちは。早いものでですね、今年も残すところ２週
間ということで、１年が早いなと思っております。それでは、早速
ですけども、今年の最後の委員会をはじめたいと思います。よろし
くお願いいたします。

　これより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１４回定例委員会を開会いたします。

　これより直ちに本日の会議を開きます。

　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
元に配付したとおりでございます。

　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。

　会議録作成者は、教育総務課、森田担当主査にお願いします。

　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。

　異議なしと認めます。よって、本日の日程が全て終了するまでと
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

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長

【教育長報告】

鹿児島委員長

【会議の非公開】

鹿児島委員長

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長

鹿児島委員長

（非公開案件につき省略）

鹿児島委員長

【議事】

鹿児島委員長

鹿児島委員長

（非公開案件につき省略、全員賛成により原案どおり可決）

　日程第２、前回会議録の承認を求めます。平成２６年１１月２５
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、あらかじめ委員の先生方のお手元に配付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。

　日程第３、教育長報告でございます。

　教育長報告のア及び議案第５３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存
じますが、よろしいでしょうか。

　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。

　それでは、「ア　久喜市教育活動指導員及び久喜市教育活動支援
員の委嘱について」の報告をお願いします。

　以上で教育長報告を終了します。

　日程第４、議事に入ります。

　はじめに、「議案第５３号　久喜市教育活動指導員及び教育活動
支援員の委嘱について」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。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

（暫時休憩）

鹿児島委員長 　再開いたします。

鹿児島委員長

柿沼教育長

鹿児島委員長

学務課長

　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
。

　続きまして、「議案第５４号　久喜市における学校給食基本方針
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。

　議案第５４号でございます。議案書の３ページをご覧いただきた
いと思います。議案第５４号、久喜市における学校給食基本方針に
ついてご説明を申し上げます。

　平成２６年１０月２２日に開催されました第１２回定例委員会に
おきまして、このことについてはご報告したところでございますが
、久喜市における学校給食基本方針につきましては、教育委員会の
諮問に基づくということで、１２回にわたる久喜市学校給食審議会
での審議を経て、去る平成２６年９月３０日に当該審議会から答申
をいただいたところでございます。

　その後、教育委員会におきましても、答申の内容を慎重に検討し
てまいりまして、このたび議案書の別冊のとおり、答申に基づく久
喜市における学校給食基本方針を決定したく議決を求めるものでご
ざいます。

　なお、学校給食基本方針の内容につきましては、学務課長からご
説明を申し上げます。

　岡田学務課長。

　それでは、学務課から議案第５４号、久喜市における学校給食基
本方針について、補足説明させていただきます。

　平成２５年３月２１日開催の平成２５年第３回定例教育委員会に
おきまして可決いただきまして、久喜市学校給食審議会に諮問して
おりました久喜市における学校給食基本方針についての答申を、去
る平成２６年９月３０日に審議会のほうからいただきました。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

【議案質疑】

鹿児島委員長

坪井委員

鹿児島委員長

学務課長

坪井委員

学務課長

坪井委員

鹿児島委員長

　この答申につきましては、既に皆様方に配付し、報告させていた
だいているところでございます。久喜市学校給食審議会では、答申
までの間１２回にわたりご審議いただき、久喜市全体の学校給食の
基本方針として、「子どもたちの笑顔があふれる久喜の学校給食」
という基本理念のもとに、久喜市における学校給食の目指すべき方
向、施設の基本的な整備方針などにつきまして、示していただいた
ものでございます。

　今回、その答申の内容を教育委員会として尊重し、今後の学校給
食につきましては、答申に示されましたとおり推進を図っていくた
め、久喜市における学校給食基本方針として、本日開催の教育委員
会にて可決、ご決定いただくことによりまして、久喜市教育委員会
としての久喜市における学校給食基本方針を新たに定めるものでご
ざいます。以上でございます。

　ありがとうございました。それでは、議案第５４号についての質
疑をお受けいたします。

　すみません。５ページなんですが、農産物の総使用量の中にはお
米も含まれているのでしょうか。

　岡田学務課長。

　こちらにつきましては、野菜物でございまして、お米につきまし
ては、１００％地元の久喜産の米を使わせていただいております。
従いまして、ここには含まれておりません。

　すみません、続いて。１００％久喜産を使用しているのは、菖蒲
学校給食センターのお米で、ほかの施設で使っているお米は埼玉県
産という意味ではないですか、違いますか。

　全てのところで久喜産米を使っております。

　わかりました。それと、１４ページの関連で、４ページとも関連
がありますが、栄養教諭と学校栄養職員にはどのような違いがある
んでしょうか。その辺もちょっとお願いしたいんですが。

　栄養教諭と学校栄養職員の違いについて、学務課長お願いします
。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

学務課長

鹿児島委員長

髙木委員

鹿児島委員長

学務課長

髙木委員

学務課長

教育部長

　教諭免許を有して、その場で指導を行っている方については、栄
養教諭という形で指定しております。免許を有していない方につい
ては、免許を有している方と一緒にその指導等行っている方なので
、そういった表現でさせていただいております。

　ほかにありますか。

　今は地区によって自校方式とか、それから委託方式とかに分かれ
ているんですけども、例えば単独調理をやっているところというの
は、例えば栗橋だったら栗橋に栄養士さんがいて、基本的な献立を
作られているんですか。

　学務課長。

　現在そのとおりでございます。

　それから、菖蒲、鷲宮に関してはセンターですから、そのセン
ターに栄養士さんがいて、基本的に献立を作っているということで
すね。

　菖蒲学校給食センターと鷲宮学校給食センターにつきましては、
県費の職員が配置されているんですが、所属自体は学校なんです。
勤務形態といたしましては、毎日だということではないんですが、
おおむね午前中に学校給食センターのほうに勤務しておりまして、
午後は学校のほうに勤務しているという形でございます。

　少し補足をさせていただきたいと思います。４ページをご覧いた
だいてもよろしいでしょうか。ここに栄養教諭と栄養士の関係が書
いてあるんですが、例えば栗橋の自校式の場合は、基準がありまし
て、児童生徒数が５００人を超える学校については、県から栄養教
諭が配置されることになります。

　ご覧のとおり栗橋西小学校さんの場合、児童数が１４４人ですか
ら、県からの栄養教諭は配置されず、このため、市費負担の栄養士
が１人というふうに表現されております。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

髙木委員

学務課長

髙木委員

　同じように、共同調理場方式の菖蒲と鷲宮の第１と第２におきま
しても、これも提供する児童生徒数に応じて県からの栄養教諭の配
置がありまして、２，０００人を超えると２人配置されることにな
ります。ですから、例えば菖蒲の場合は、栄養教諭が１人となって
おります。それから、それぞれの栄養教諭については、配置の学校
が決まっておりまして、実際に調理をする午前中はその献立の関係
がありますから、おおむねセンターのほうにいて、午後については
決められた配置校のほうで栄養指導等を行うということになってお
ります。

　この３方式の献立内容を作るにあたって、それぞれの栄養士さん
がお互い連絡を取り合って、お互いの方式でその内容的に差が出な
いような調整をするようなことは何らかやられているんでしょうか
。

　それぞれの栄養士さんが１名でということではございません。菖
蒲は１名ということでございますけども、基本的には給食センター
には複数名おります。

　そして、栄養士間では共通献立というような給食の提供方針を
とっておりますので、そういったことで均衡が図れるような形に
なっているかとは思います。

　やっぱりこれからの給食で問われるのは質だと思うんですね。そ
れは、今まではどうしても単に栄養素さえ満たされていればいいよ
うな形になっている。そういった中で、例えば米飯の食事に牛乳が
ついたりとか、ちょっとバランスの悪いような形が出ているような
気がします。やはり牛乳さえ入れとけば何でもいいんだというよう
な意向を感じるんですね。

　ですから、それぞれに応じた、子どもたちにあまり違和感のない
ような、米飯のときは米飯に合ったおかずの構成にするとか、そう
いった質的なものを今後は目指して、それで久喜市内の学校全校が
統一した目標を持って、同じような方向性で今後やっていくべきだ
と思います。

　今回の答申に関しては、これでいいと思うんですけど、次期の給
食の考える際には、そこら辺も検討していただければなと思います
。

教育副部長兼
教育総務課長

　その関係なんですが、実は給食費を統一したときに、回数も含め
て、４地区で献立も違っているということで、せっかく合併したの
であるから、統一した献立を増やしていこうということがありまし
て、郷土食、伝統食、そういったものについての統一した献立を増
やしております。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

坪井委員

鹿児島委員長

榎本委員

鹿児島委員長

教育部長

鹿児島委員長

　それから、先ほど髙木先生のほうからもご指摘がありましたとお
り、小学校、中学校で摂取カロリーが決まっていますので、カロ
リー的には各地区は一応バランスは保たれておりまして、メニュー
的な統一もされておりますが、質的なことにつきましても、栄養士
が集まる会議、そういった会議の中で、今回髙木先生からご指摘を
いただいた内容を栄養士さんのほうに伝えまして、そういった形で
、質の高い給食を提供できるように進めたいと思いますので、よろ
しくお願いします。

　お願いします。

　すみません。施設の整備方針はこれでいいと思うんですが、私は
以前から単独調理方式が子どもたちへの教育の観点からも理想と
思っていましたが、過去の経過を見ますと、ほとんどの学校で行っ
ていた単独調理方式から委託方式や共同調理施設への移行に変わっ
ておりまして、これから再度単独調理方式へ戻していくことは
ちょっと考えにくいということもありまして、今後はこの整備方針
に従って進めていただくことでいいかなと思いますが、あくまでも
子どもたちのために、今もお話がありましたとおり、心に残るよう
な学校給食を提供していただくような考え方で進めていただきたい
と思っております。以上です。

　ご意見ありがとうございます。榎本委員、何かありますか。

　２０ページの施設の整備方針の中で、順次直営方式に移行します
という一文が入っているんですが、こちらというのはある程度アウ
トラインというか、市のほうでの年数的なものの考えはあるんでし
ょうか。

　田中部長。

　今回、答申という形で示されまして、今日この会議の中で決定い
ただければ、これが教育委員会の考え方になるわけですが、具体的
なスケジュールですとかどこから着手するかについては、これは市
のほうと相談しながら具現化をすることになります。これまで議会
とか市のほうとの対応の中では、まずは一番老朽化の激しい鷲宮の
給食センターの更新を一番最初に手がけるという段階までしか、今
の段階では方向は決まっていないという状況でございます。

　よろしいですか。それでは、少し私のほうからもいくつか。１２
ページのところに放射性物質検査のことが書いてありますね。定期
的に放射性物質の検査をすると。この定期的にというのは、これは
どのくらいの間隔なんですか。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

学務課長

鹿児島委員長

学務課長

鹿児島委員長

学務課長

鹿児島委員長

教育部長

鹿児島委員長

教育部長

　給食に使用する食材につきましては、毎日やっています。

　毎日なんですか。

　はい。

　ここには、「食材の一部又は全部を試料とし、定期的に」と書い
てありますよ。そうすると、定期的ではなくて、毎日ではないです
か。

　給食そのものは毎日検査をしているんですけども、食材に関して
は個々の食材によって定期的となるんです。

　そうすると、定期的というのは月１回とか、そういう意味なんです
か。

　給食の食材というのはいろいろなものを使いますので、検査その
ものは毎日実施しているんですが、丸ごと全ての検査というのも一
つあるんです。個々の食材の材料検査と、それから給食１食分を丸
ごとこうミキサーにかけたような状態で検査するという２つの検査
があるんですが、まず全部をやるというのはサンプリングしながら
交代に、輪番制みたいな形で検査しています。

　それから、食材についてもエリアを決めてやっておりますので、
一施設については毎日ではないんです。定期的になります。一施設
の給食の食材、給食については毎日ではなく、定期的な検査になり
ます。

　検査そのものは毎日実施していますが、久喜、菖蒲、鷲宮の第
１、第２、栗橋と複数の施設がございますので、実態としては一施
設、一学校で食べる給食の食材なり調理したものについては、定期
的に検査しているということになりますので、このような表現をし
ております。

　検査自体は毎日やっているんですね。

　それと、２０ページのところなんですが、（２）のところ、「全
面委託方式の調理場については、順次、直営方式」と書いてありま
すね。これには、全農も含まれますか、長くやっている全農も。

　これについては、久喜市内の全面委託方式というと、今２カ所で
すので、この両方を指してこの方針になっております。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

学務課長

鹿児島委員長

学務課長

鹿児島委員長

学務課長

鹿児島委員長

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございますか。

（発言する人なし）

鹿児島委員長

【採　決】

鹿児島委員長

　それと、細かいことで恐縮なんですけど、２０ページのところの
４―３、本市におけるのところの（１）のア。アにいろいろ書いて
あって、ドライシステムへの対応うんぬんとありますね。ここに空
調設備の設置などとありますが、「など」ということは、ほかにも
何かあるんですか。作業内容に応じた作業室の区分がまず１つあり
ますよね。適切な調理機器・設備の設置が２つ目ですよね。それか
ら、作業区域内の空調設備の設置が３つ目としてあって、そこに「
など」ということがあると、ほかにもまだ何かあるんですか。

　基本的に今までのものを指しているということです。

　そういう意味なんですね。

　それから、最後にもう一つ。２２ページ、学校給食用食器ですね
。「学校給食用食器の統一については、今後実施される施設整備と
の調整を図るものとします。」とありますが、これは、どういうこ
とですか。簡単に説明できますか。

　例えば食洗機などをイメージしていただけるとよろしいかと思い
ます。

　食器洗い機ですか。

　食器洗い機です。使用できる食器等が食洗機によって決まってま
いりますので、食器だけを買い換えれば統一できるというものでは
残念ながらないんです。そういったことで、今後実施される施設整
備とも調整を図りながら、統一化の方向も検討していくというよう
なことになっています。

　なるほど。わかりました。

　それでは、質問も出尽くしたようですので、以上で質疑を打ち切
ります。

　それでは、各委員さんより「賛否」を問いたいんですけども、採
決は挙手でお願いしたいと思います。賛成の委員の皆さんの挙手を
お願いします。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

（委員全員挙手）

鹿児島委員長

鹿児島委員長

柿沼教育長

鹿児島委員長

参事兼指導課長

　全員賛成。それでは、異議なしと認めます。よって、「議案第５４
号　久喜市における学校給食基本方針について」は、全員の賛成をい
ただきましたので、原案どおり可決いたしました。

　続きまして、「議案第５５号　久喜市いじめの防止等のための基
本的な方針について」、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。

　では、続いてお願いいたします。議案書の４ページをご覧いただ
ければと思います。議案第５５号、久喜市いじめの防止等のための
基本的な方針について、ご説明を申し上げます。

　本市におきましては、いじめの未然防止に向け、教育相談を充実
させ、また、学校に対しましてもさまざまな対策を推奨し、取り組
んできたところでございます。

　これらの取り組みをさらに効果的なものとするため、いじめの防
止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する基本的な方針の策
定を目指し、その素案を前回及び前々回の定例委員会におきまして
ご協議いただいたところでございます。

　のべ２回にわたる協議におきましていただきました数多くのご意
見等を踏まえ、修正を図ってまいりまして、このたび、議案書別冊
のとおり、久喜市いじめの防止等のための基本的な方針を決定した
く議決を求めるものでございます。

　なお、基本的な方針の内容につきましては、指導課長からご説明
を申し上げます。

　結城指導課長。

　よろしくお願いいたします。久喜市では、いじめの未然防止を中
心に向けた教育相談の充実や学校での様々な対策を推奨し、取り組
んできました。久喜市いじめの防止等のための基本的な方針は、こ
れらの対策をさらに実効的なものとし、児童生徒の尊厳を保持する
目的のもと、国、地方公共団体、学校、家庭、地域その他の関係者
が連携し、いじめ問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対
策推進法第１２条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を
総合的かつ効果的に推進するために策定したものでございます。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

　順次説明をさせていただきます。よろしくお願いします。目次を
ご覧ください。内容につきましては、大きく３つに分かれておりま
す。第１は、久喜市いじめの防止等のための対策の基本的な方向に
関する事項を定めており、基本的理念やいじめ防止対策推進法にお
けるいじめの定義、いじめの防止等に関する基本的な考え方が定め
られております。

　第２は、いじめの防止等のための対策の内容に関する事項を定め
ており、いじめの防止等のために久喜市が実施する施策、いじめの
防止等のために学校が実施すべき施策、重大事態への対処について
定めております。

　第３は、その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項を
定めており、教育委員会における毎年の久喜市いじめ防止基本方針
の見直し、学校の基本方針の策定が定められております。

　それでは、詳細についてご説明申し上げます。２ページをご覧く
ださい。１、久喜市いじめの防止等のための対策の基本的な方向に
関する事項でございます。基本理念では、いじめは人間として絶対
に許されないという認識を持つことが必要であるとし、いじめの背
景に目を向け、未然防止を図ることが重要であるとしています。こ
のことから、社会全体で取り組むことが必要であり、市、学校、家
庭、地域の連携を図ることとします。特に学校におけるいじめ防止
等の実施計画や実施体制を推進することを示しております。

　次に、３ページ、第２、いじめの防止等の対策の内容に関する事
項でございます。１、いじめの防止等のために久喜市が実施する施
策、（１）、久喜市いじめ問題対策連絡協議会の設置、（２）、久
喜市教育委員会の附属機関の設置につきましては、１７ページの図
１、いじめの防止等の対策のための組織をご覧ください。この中段
に、教育委員会がつくる組織とあります。久喜市いじめ問題対策連
絡協議会は、各関係機関の代表者との連携を図るために設置するも
のでございます。構成員は、教育委員会のほかでは児童相談所、保
護司会代表、市ＰＴＡ代表、久喜、幸手警察署など１０名と考えて
おります。

　次に、教育委員会の附属機関といたしまして、久喜市いじめ問題
調査委員会についてでございます。１７ページ中段をご覧ください
。このような設置となっております。調査委員会につきましては、
いじめ防止対策推進法第２８条に規定する、１、いじめにより当該
学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害を生じた
疑いがあると認めるとき、２、いじめにより当該学校に在籍する児
童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いが
あると認めるときという重大事態が起こった場合、調査を行う組織
でございます。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

　１８ページ中段、２、調査の実施をご覧ください。①のように、
その調査について学校が行い、保護者に報告し、完結することが基
本になりますが、その調査で保護者の納得が得られない場合や自殺
などの深刻な事態に至った場合に調査委員を招集して調査にあたり
ます。構成員は、医師、法律関係者、臨床心理士、当該学校を管轄
する警察署代表、教育委員会が必要と認める者の６名以内と考えて
おります。

　４ページにお戻りください。（３）、いじめの防止等のために久
喜市又は教育委員会が実施する取り組みは、ア、学校への支援、イ
、相談体制の充実、ウ、家庭・地域・関係機関との連携の充実にあ
るスマホ使用のための久喜市のルールの活用について、そしてエ、
いじめを許さない機運の醸成で「生徒指導くき特別号」の発行、第
２回中学生サミットの周知など、久喜市独自の取り組みも盛り込ま
れております。

　続いて、５ページをご覧ください。２、いじめの防止等のために
学校が実施すべき施策では、法第１３条を根拠として、（１）、学
校いじめ防止基本方針の策定が規定されております。この方針につ
きましては、市内３４校全て策定済みでございます。

　併せて、法第２２条を根拠として、６ページ、（２）、学校にお
けるいじめの防止等の対策のための組織を置くことが義務づけられ
ております。これにつきましても、この方針につきまして市内全３
４校策定済みでございます。

　続いて、７ページをご覧ください。（３）、学校におけるいじめ
の防止等に関する措置としまして、ア、いじめの防止、続いて８ペ
ージ、イ、早期発見、そして９ページ、ウ、いじめに対する措置に
ついて明記してございます。

　続いて、１０ページ、３、重大事態への対処でございます。（１
）、重大事態への対処の流れは、①から⑫におきまして重大事態が
起きたときの全体の流れを示しております。

　そして、１１ページ、（２）では、重大事態発生から学校の調査
と教育委員会の調査の細かな流れが示されております。

　ここまでの調査で事態が完結しない場合、１６ページの（３）、
調査結果の報告を受けた久喜市長による再調査及び措置としまして
、法第３０条の第２項により附属機関を設け、調査を行うこととな
ります。

　１７ページ下段をご覧ください。市長がつくる組織は、構成員を
久喜市、法律関係者、臨床心理士、当該学校を管轄する警察署代表
、市長が必要と認める者の６名以内とし、所掌につきましては、市
長部局生活安全課と考えております。

　１８ページ下段をご覧ください。３、再調査の実施において流れ
を明記してございます。調査結果につきましては、法第３０条３項
により市議会へ報告することとなっております。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

【議案質疑】

鹿児島委員長

坪井委員

鹿児島委員長

参事兼指導課長

髙木委員

鹿児島委員長

教育部長

鹿児島委員長

　続いて、１６ページをご覧ください。第３、その他いじめの防止
等のための対策に関する重要事項についてでございます。教育委員
会における毎年の久喜市いじめの防止等のための基本的な方針の見
直し、それから学校の基本方針の確認が定められており、対策が継
続的に行われるように示してございます。

　以上、大きく３つに分けてお話しさせていただきました。ご審議
よろしくお願いいたします。

　ありがとうございました。それでは、議案第５５号についての質
疑をお受けいたします。

　６ページの（２）で、各学校で防止等の対策のための組織がもう
既に組織化されているとお話しされていましたが、その名称はここ
に書かれてある名称どおりの組織名なんですか、それとも「何とか
防止会議」とかいうような名称があるんですか。普通、組織という
と「何とか会」とか「何とか会議」とかというようなイメージがあ
るんですけれども、この組織はそういった名称がなくて、このいじ
め防止等の対策のための組織という名称でつくられているんでしょ
うか。

　指導課長。

　学校によって、名称については様々でございます。この趣旨の組
織をつくっているということでございます。

　この調査機関ですけども、教育委員会でつくる調査機関と、市長
がつくる調査機関で構成員の構成が同じですよね、両方ともね。も
ちろん同じ人が選ばれることはないんでしょうけども、やはりこれ
は同じでいいのかなという気がします。例えば、警察関係だと同じ
方が選出される可能性もあるわけですよね。ということで、これを
具体的に例えば同じ区分でもどういうふうに使い分けるのかとか、
どういうふうに選定するのか、具体的な方針があったら教えてくだ
さい。

　田中部長。

　この再調査組織は、人物は全く変えないといけませんので、母体
となる組織に推薦を依頼する場合は、それを念頭に選出していただ
くということを前提に今の段階では考えております。

　人物は変わるわけですよね。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

教育部長

鹿児島委員長

髙木委員

教育部長

鹿児島委員長

鹿児島委員長

参事兼指導課長

鹿児島委員長

参事兼指導課長

鹿児島委員長 　それは上がっていますよね。

参事兼指導課長 　はい。

　変えていただきます。組織に依頼する場合は、変えていただくよ
うに依頼をします。

　仮の話しとして、警察から同じ人が出てきちゃったらどうするん
ですかね。

　例えば、教育委員会の調査委員会で久喜警察署から委員が選出さ
れてしまったらでしたら、再調査委員会で市長は久喜警察署からで
はなくて、例えば埼玉県警から選出するとか、やっぱりそういうふ
うに変えないとおそらく納得されないのではないかと思うんですよ
ね。

　法の趣旨からいっても同じ人を充てることは、これは再調査の意
味がないということで、それはもう必ず変えるという前提です。

　そうですよね。その辺は配慮していただきたいと思いますね。

　それでは、ちょっと私のほうから少し。１ページ目の「はじめに
」のところで、いじめの未然防止を中心に向けた教育相談の充実と
ありますが、久喜市ではこれをかなりやっていると思うんですよね
。久喜の教育委員会は教育相談をずっとやっていますからね。それ
で、特に効果を上げている教育相談の取り組みにはどんなものがあ
りますか。いろいろとやっているけれども、教育効果が一番ある取
り組みというのはどんなものですか。

　それは、いじめ防止に関してのみですか。

　そうです。教育相談には、例えば適応指導教室とか学校心理士に
よるスクールカウンセラーとか、あるいはあおぞら相談員とかいろい
ろあるじゃないですか。そこで一番いい効果が今上がっているのは
何かということです。充実と書いてありますから、こういう取り組
みでいい成果が上がっていますというのが何かありますかという質
問です。

　やっぱり相談員さんに相談しやすい体制ができていますので、子
どもなんかが一人で悩んでいるときに行けるという状態はあります
。そういうときに、適切なアドバイスをしてくれたりということで
、効果は上がっています。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

参事兼指導課長 　はい。

鹿児島委員長 　さわやか相談員ですよね。

参事兼指導課長 　はい。

鹿児島委員長

参事兼指導課長

鹿児島委員長

参事兼指導課長

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 　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

（異議なしとの声あり）

　各学校に相談員がいるわけですよね。

　それでは、もう一つ。３ページ、（１）のところに久喜市いじめ
問題対策連絡協議会の設置とありますね。所掌内容は次のとおり、
ア、イ、ウとありますよね。その中のイとして、市内におけるいじ
め問題の現状把握、分析等に関することと書いてありますが、これ
は一体どういうことやるんですか。具体的に分析ってどんなことを
やるんですか。

　いじめ問題対策連絡協議会というのは、定期的に年２回ぐらいの
開催を考えておりますが、その中で報告等が上げられた場合に、そ
れについてそれぞれのご意見を聞いて、学校としてこういうふうに
対応していったらいいだろうだとか、そういったご指導をいただく
というふうな形を考えております。

　いじめ問題の現状把握と分析等に関するうんぬんという、このあ
たりのことも、どういうことをやってもらうのか、よく考えておか
ないといけませんね。ただ、文字として書いてあるけれど、何をや
るかよくわからないのでは、具合が悪いですからね。

　はい、ありがとうございます。

　それでは、各委員さんより「賛否」のご意見をいただきたいと思
いますが、いかがでしょうか。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

鹿児島委員長

柿沼教育長

鹿児島委員長 　指導課長。

参事兼指導課長

　異議なしと認めます。よって、「議案第５５号　久喜市いじめの防
止等のための基本的な方針について」は、全員の賛成をいただきまし
たので、原案どおり可決いたしました。

　続きまして、「議案第５６号　久喜市立小・中学校における土曜
授業の方針について」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。

　引き続きよろしくお願いします。議案書の５ページをご覧くださ
い。議案第５６号、久喜市立小・中学校における土曜授業の方針に
ついて、ご説明を申し上げます。

　本市におきましては、久喜市教育振興基本計画の基本理念である
「未来をひらく　心豊かな久喜の人づくり」を実現するため、様々
な学校教育活動を展開しております。これらの取り組みを一層充実
したものとするため、本市におきましては、平成２７年度から新た
に土曜授業を導入することといたしまして、このたび、議案書６ペ
ージのとおり久喜市立小・中学校における土曜授業の方針を決定し
ていただきたく、議決を求めるものでございます。

　なお、本市における土曜授業の方針の内容につきましては、指導
課長からご説明申し上げます。

　失礼いたします。土曜授業の実施につきまして、ご説明申し上げ
ます。

　この土曜授業でございますが、児童生徒の代休日を設けずに土曜
日を活用して、教育課程内教育活動を実施するものでございます。

　土曜授業の目的といたしましては、平日の教育課程に時間的余裕
を生じさせるため、原則として１０月から２月の６時間の授業を週
１日減らすことにより、教職員が児童生徒と向き合う時間の確保、
秋・冬の日没の早い時期における児童生徒の安全確保、部活動など
放課後の時間の確保などを行うことでございます。

　土曜授業の具体的な取り組みといたしましては、年６回の半日授
業を実施します。ここでは、学校行事を含めまして授業参観等を行
います。ただし、１日授業を実施した場合は、土曜授業を２回実施
したものとみなします。この取り組みにより、１８時間分授業が増
加します。これを平成２７年度１０月から２月の間の６時間授業日
を週１日減らすことに活用いたします。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

【議案質疑】

鹿児島委員長

髙木委員

鹿児島委員長 　指導課長。

参事兼指導課長

坪井委員

参事兼指導課長

柿沼教育長

榎本委員

　また、教員の勤務の割り振りにつきましては、原則として長期休
業中に振りかえることといたしました。小・中学校は、８月１３日
から１５日までの３日間を閉庁日とし、この期間に可能な限り振り
かえを行うことにしました。

　以上が土曜授業の概要でございます。ご審議よろしくお願いいた
します。

　議案第５６号についての質疑をお受けいたします。

　年６回というのは、例えば固定して各月の第４とか、そういうふ
うに固定して行うものですか。それとも学校によってばらばらにな
りますか。

　学校によってさまざまです。また、３時間と３時間を組み合わせ
、トータル６時間の１日を土曜授業として行う場合も考えられます
。

　１０月から２月までの６時間授業を週１回除いて、小学生では６
時間授業は何日あるんですか。

　小学校２年生ですと６時間が１コマあって、それをカットするこ
とによって１、２年生には６時間授業がもう全くないということに
なります。

　高学年の５、６年生は、週３回６時間授業があります。それに、
必修クラブというのがまた別にありますから、実際は週４回です。
それを１回減らすということで、高学年でも週２回は５時間の日に
なるということになります。

　年に６回行うということなんですが、特に小学校、うちの隣が小
学校なんですけれども、土曜日に野球とかスポーツを比較的やって
いるんですね。ほかにも稽古事とか、いろいろとあると思うんです
けど、学校側ではそういう団体との話し合いというのはするんです
か。それとも、そうではなくて、あくまでも対保護者との話し合い
でこれを周知していくということですか。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長 　指導課長。

参事兼指導課長

柿沼教育長

鹿児島委員長

参事兼指導課長

鹿児島委員長 　そうですか。

参事兼指導課長 　ありがとうございます。

鹿児島委員長

参事兼指導課長

鹿児島委員長

参事兼指導課長

　基本的には学校が日にちを決めるというふうに考えておりますが
、周知徹底につきましては、学校のほうで可能な範囲で努力してい
くということで考えてはおります。

　少し補足をさせてください。各学校で決めることになっているん
ですけど、現実的な話しとしては、今まで授業参観とか懇談会とか
、そういうのをやっているのを土曜授業という形に置き換えて、要
するに振り替え、代休日を設けないという形にするので、それほど
土曜日に授業をやる日がいっぺんに増えるということはないと思い
ます。スポ少の関係の方とかには話しはしてありまして、一応の了
解は得ております。実際問題としては、そんなに支障は出ないので
はないかと思います。

　今、教育長が言ったことを校長さんにもよく言ったほうがいいで
すよね。授業参観とか、今までやっていたものを置き換えるんだか
らと言わないと、また新たに授業をやるのかと思われてしまいます
からね。

　そのあたりは既に周知しておりまして、次年度の教育計画のほう
も上がってきているところでございます。

　よろしいですか。それでは、ちょっと一つだけ。私は土曜授業に
ついては結構なことかと思うんだけども、６ページのところ、先ほ
どの説明で児童生徒の代休日は設けず、教職員の勤務の割り振りは
長期休業中に振り替えるというわけですよね。それでいいんだけど
も、長期休業中も先生は忙しいんですよね。指導課長は校長をやっ
てるから、よくわかると思いますけど、忙しい中でもしっかりと振
り替えができるように、そのあたりを校長先生にお願いして指導し
てください。

　はい。

　そうでないと、教員の負担過剰になってしまいますよ。今、現場
はかなり忙しいですから。

　はい。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

柿沼教育長

鹿児島委員長

参事兼指導課長

柿沼教育長

参事兼指導課長

鹿児島委員長 　ほかに何かございますか。

（発言する人なし）

鹿児島委員長

【採　決】

鹿児島委員長

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長

鹿児島委員長

柿沼教育長

　先ほど説明があったように、いわゆるお盆の期間、８月の１３、
１４、１５の３日間は、学校は完全に閉庁日にします。その期間を
、特にこの振り替えに充ててほしいということです。

　完全閉庁ですね。その辺のことを、徹底したほうがいいですね。

　はい、ありがとうございます。

　そのことも周知しないと。

　そうですね。

　それでは、質疑を以上で打ち切りたいと思います。

　それでは、委員の「賛否」のご意見をいただきたいと思いますが、
いかがでしょうか。

　異議なしと認めます。よって、「議案第５６号　久喜市立小・中学
校における土曜授業の方針について」は、全員の賛成をいただきまし
たので、原案どおり可決いたしました。

　続きまして、「議案第５７号　久喜市立学校給食センター条例施
行規則の一部を改正する規則について」、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。

　長くなって申し訳ありません。議案書の７ページをご覧いただけ
ればと思います。議案第５７号、久喜市立学校給食センター条例施
行規則の一部を改正する規則について、ご説明申し上げます。

　先ほどの議案第５６号におきまして、土曜授業の方針を議決して
いただいたところでございますが、土曜授業の実施にあたりまして
は、学校給食の実施回数が増加する可能性がございます。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

学務課長

　このため、給食費を規定する本規則におきましても、所要の改正
が必要となることから、議案書８ページ以降及び議案参考資料の新
旧対照表のとおり、当該規則の一部を改正するものでございます。

　なお、改正の内容につきましては、学務課長からご説明申し上げ
ます。

　学務課長。

　久喜市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則に
ついて、学務課から説明させていただきます。

　はじめに、今回の規則の改正に至った背景につきまして説明をさ
せていただきます。平成２７年度から実施されます、先ほどご審議
いただきました第５６号の土曜授業に対応した改正でございまして
、土曜日に行っておりました運動会あるいは授業参観、文化祭等が
課業日実施となります。そういったことによりまして、振り替え休
業日がなくなることから、各小・中学校における年間の給食回数が
その分増えるということで、それへの対応といたしまして今回改正
を行うものでございます。

　それでは、改正点につきまして説明いたします。お配りしてあり
ます資料、久喜市学校給食センター条例施行規則の一部を改正する
規則をご覧いただきたいと思います。変更になった部分につきまし
て、新旧対照表を使いまして説明のほうをさせていただきたいと思
います。現行では、学校給食費に関しましては、第５条におきまし
て学校給食費は別表のとおりとするという規定があり、その別表に
は月額のみが規定されておりました。

　例えば、別表の最上段には小学校の児童及び教職員が３，８８０
円、２段目には中学校の生徒及び教職員が４，６００円というふう
に規定されております。これは、日額の給食費、１食分の給食費で
ございますけれども、小学校２３１円、中学校２７９円に基づきま
して、小学校では年間１８５回、中学校では年間１８２回学校給食
を実施することとして定められたものでございます。

　しかし、来年度からの土曜授業によりまして、振り替え休業日が
なくなる可能性があることから、年間の給食の実施回数が現行の小
学校の１８５回、中学校の１８２回よりも増える可能性がございま
す。その増えた分の給食費を徴収するにあたりまして、今回の改正
となったものでございます。

　現行の月額の積算基準であります給食実施回数を明確にするとと
もに、日額の給食費、つまり１食分の給食費を明示する必要がござ
いました。そこで、別表に日額を付け加えております。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

柿沼教育長

【議案質疑】

鹿児島委員長

坪井委員

鹿児島委員長

坪井委員

鹿児島委員長

教育部長

鹿児島委員長

　また、第５条には基準となる年間の給食実施日数を明記いたしま
して、第６条では、その基準となる年間の給食実施日数を超えて実
施した場合の給食費は、基準を超えて実施した日数に日額を乗じた
額として日割り計算ができるとしたものでございます。学務課から
の説明は以上でございます。

　新３学期制に移行して実は授業日が増えたんですが、給食につい
ては今までどおりということにしたので、いわゆる給食のない日が
増えたんですよね。

　そこに加えて、さらに今度これが実施されると、大体３日の代休
日がなくなって、それが授業日になりますから、さらにまた３日給
食のない日が増えることとなります。そうすると、給食がない日が
さらに多くなりまして、保護者等からも弁当の日が多いということ
に対するご意見もあるようですので、この際、規則を改正していた
だいて、増えた分は日割り計算でお支払いいただくと、そういう目
的で今回の改正になったということです。

　実態に応じてやったということですね。ありがとうございました
。議案５７号についての質疑をお受けいたします。

　すみません。別表の中で、菖蒲と鷲宮の給食センター所管の小学
校と中学校、それと学校給食センターの職員の月額がそれぞれ記載
されていますけれども、もう少しこれを簡素化できないんですかね
。

　この別表の中で、小学生は３，８８０円ですが、中学生と給食セ
ンター職員は４，６００円で同じですよね。同じ単価がたくさん書
いてあるので、同じところはもう少し簡素化した規定ができればい
いなという感じがするんですけれども。

　せっかく直すのであればそうですよね。

　ええ。

　部長。

　これについては、例規審査に基づいていますので、次回の課題と
させていただきたいと思います。

　例規審査ね。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

教育部長

鹿児島委員長

教育部長

鹿児島委員長

教育部長

鹿児島委員長 　ほかに何かありますか。

（発言する人なし）

鹿児島委員長

【採　決】

鹿児島委員長

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長

【議案審議終了】

鹿児島委員長

【次回定例委員会の開催】

鹿児島委員長

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。

　例規審査のほうもかなり厳格なので。

　勝手に直すわけにはいかないんですね。

　ただ、ご指摘のところは十分わかりました。

　次回は検討してください。

　はい。

　それでは、ほかにないようですので、質疑を打ち切ります。

　「賛否」のご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょう
か。

　異議なしと認めます。よって、「議案第５７号　久喜市立学校給
食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
の賛成をいただきましたので、原案どおり可決いたしました。

　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。

　日程第５、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、１月２２日の木曜日、午後１
時半からでございます。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

髙木委員 　２２日はだめです。

鹿児島委員長 　第２案はありますか。

　１月はいろいろとありまして、日程的にほかの日が難しいんです。

鹿児島委員長

【閉議、閉会】

鹿児島委員長

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。

平成２７年　１月２２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、髙木先生には申し訳ないけれども、次回の定例委員会は
、１月２２日、木曜日。時間は午後１時３０分からとさせていただき
たいと思います。詳細は追って事務局からお知らせすることといたし
ます。

　これをもちまして平成２６年久喜市教育委員会第１４回定例委員会
を閉議、閉会といたします。


	会議録（非公開案件省略）

