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様式第１号（第５条関係）

会　　　議　　　概　　　要

平成２７年久喜市教育委員会第１０回定例委員会

平成２７年８月３１日（月曜日）

午後１時３０分から午後２時０１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

柿沼光夫教育長

柿沼光夫教育長、鹿児島金衛、榎本英明、狩野和也、坪井喜代子各委員

なし

柿沼教育長、関根教育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３７号　久喜市公民館運営委員の委嘱について

（５）その他

　　　次回定例委員会について

議案書、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

出席委員等氏名

欠席委員等氏名

説明者の職氏名

事務局職員氏名

関根教育部長、松本教育副部長兼教育総務課長、末田参事兼指導課長
、宮内参事兼生涯学習課長、奥谷参事兼中央公民館長、赤岩学務課長
、堀内文化財保護課長、太田中央図書館長、甲田教育総務課総務係長
、小室教育総務課主事

会 議 次 第
及 び 結 果

　　　ア　平成２７年度久喜市一般会計補正予算（第３号）（案）に
　　　　　係る意見聴取について

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】

柿沼教育長

【開議の宣告】

柿沼教育長 　これより直ちに本日の会議を開きます。

【議事日程の報告】

柿沼教育長

【会議録署名委員の指名】

柿沼教育長

【会議録作成者の指名】

柿沼教育長 　会議録作成者は、教育総務課、小室主事にお願いします。

【会議時間の決定】

柿沼教育長

柿沼教育長

【前回会議録の承認】

　皆さん、こんにちは。８月後半になりました。これまでの猛暑がう
そのように涼しくなりましたけども、いよいよ明日から学校が始業式
となります。夏休み明けの自殺が多発するという報道が、ここのとこ
ろよくマスコミ報道されていますけども、各学校には８月18日に校長
会、それから20日に教頭会をやりまして、夏休み明けのそういうこと
も含めて、指導体制をしっかりしてスタートするようにということで
お話をしてありますが、そんなことが今、話題になっております。
　それでは、早速ではありますが、はじめさせていただきます。
　ただ今の出席者は、委員４名と私を含め５名であります。
　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第３項の会議開催
の規定にございます、教育長及び在任委員の過半数の出席要件を満た
しておりますので、これより平成27年久喜市教育委員会第10回定例委
員会を開会いたします。

　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
に配布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22条第２項の規定により、教育長におい
て指名させていただきます。
　本日は、坪井委員と狩野委員にお願いをしたいと思います。よろし
くお願いします。

　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」と言う人あり〕

　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。
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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

柿沼教育長

【教育長報告】

柿沼教育長

柿沼教育長

柿沼教育長

　日程第２、前回会議録の承認を求めます。平成27年７月21日に開催
いたしました、第８回定例委員会及び平成27年８月４日に開催いたし
ました、第９回臨時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」と言う人あり〕

　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。
　報告事項につきましては、お手元の日程の　ア　の１件でございま
す。

　それでは、「ア　平成27年度久喜市一般会計補正予算（第３号）（
案）に係る意見聴取について」の報告でございます。
　報告の内容につきましては、各担当課長よりご説明いたします。

　教育副部長兼教育総務課長。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、平成27年度久喜市一般会計補正予算（第３号）（案）に
係る意見聴取につきましてご説明を申し上げます。別冊の資料をご覧
いただきたいと存じます。
　まず初めに、このたびの補正予算案につきましては、明日９月１日
に開会いたします久喜市議会９月定例会に提案されるものでございま
して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定におき
まして、教育費に係る部分につきまして、田中市長より意見聴取の諮
問があったところでございます。その回答期限が８月18日となってお
りまして、委員会を開くいとまがなかったことから、教育長専決にて
答申をさせていただいたものでございます。
　それでは、平成27年度久喜市一般会計補正予算（第３号）（案）の
うち教育費に係る部分につきましてご説明を申し上げます。
　なお、今回の補正予算につきましては、４月の人事異動に伴います
給与費等の人件費が人事課において調整されてございます。例えば、
資料の46ページをご覧いただきたいと存じますが、こちらに教育総務
費の事務局費の職員給与費、人事課、教育総務課、指導課と、こちら
は職員の給料、職員手当等の人件費でございますが、これにつきまし
ては各課におきまして、共済費に職員手当あるいは給与費に増額もし
くは減額の補正がございますので、こちらにつきましては人事異動に
よるものでございますので、個別の説明は省略をさせていただきたい
と存じます。
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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 　学務課長。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは初めに、教育総務課が所管いたします補正予算についてご
説明をいたします。補正予算書案の12ページをお開きください。まず
、歳入でございますが、下段にございます５目・教育費国庫補助金、
１節の小学校費補助金1,400万6,000円の増額でございます。こちらに
つきましては、江面第二小学校と砂原小学校校舎の耐震補強及び改修
工事並びに栗橋西小学校屋内運動場非構造部材耐震改修工事の財源の
一部でございます国庫補助金でございまして、交付金の内示がござい
ましたことから、その内示額に基づきまして補正をするものでござい
ます。

　次に、その下の２節・中学校費補助金の258万4,000円の減額でござ
います。こちらにつきましても、鷲宮中学校第３校舎の耐震補強及び
改修工事の財源の一部でございまして、小学校と同じく交付金の内示
額に基づきまして補正をするものでございます。
　続きまして、歳出でございます。46ページをお開きください。まず
、中段にございます１項・教育総務費、２目の事務局費、事業番号３
の事務局業務経費135万4,000円の増額補正でございます。こちらにつ
きましては、教育委員会において任用してございます臨時的職員等の
社会保険料でございまして、４月からの任用状況と今後の任用見込み
から不足額を補正するものでございます。
　続きまして、48ページをお開きください。まず、２項の小学校費、
１目・学校管理費、事業番号２の小学校維持管理事業1,516万4,000円
の増額でございます。こちらにつきましては、平成25年度に太田小学
校のプール改築工事に伴い解体しました旧プールの跡地について、隣
接する住宅への砂ぼこり及び防球対策といたしまして実施いたします
防球ネット設置に要する工事請負費と、同じく太田小学校の特別教室
管理棟校舎の雨漏り対策として実施いたします屋上の防水補修に関す
る工事請負費でございます。
　次に、その下の事業番号６、小学校昇降機更新事業616万円の増額
でございます。こちらにつきましては、鷲宮地区につきましては昇降
機が休止状態になっておりまして、昨年度は桜田小学校を実施いたし
ました。今年度は上内小学校の給食用小荷物昇降機の更新を行うため
の工事請負費でございます。
　次に、その下の３目・学校建設費、事業番号２の小学校耐震化整備
事業、13節・委託料128万2,000円、15節・工事請負費2,564万円、い
ずれも増額補正でございます。こちらにつきましては、栗橋西小学校
屋内運動場につきましては、災害時に落下の危険性が指摘されるつり
天井となっておりますことから、撤去や補強等を実施するための工事
請負費、またその工事を行うための施工監理業務の委託料でございま
す。
　次に、その下の３項・中学校費、１目・学校管理費、事業番号５の
中学校昇降機更新事業642万6,000円の増額でございます。こちらにつ
きましては、鷲宮西中学校の給食用小荷物昇降機の更新に係る工事請
負費でございます。
　次に、その下の３目・学校建設費、事業番号１の中学校耐震化整備
事業でございますが、こちらは歳入でもご説明いたしましたが、国庫
補助金の交付金の内示に伴う財源内訳の変更でございまして、予算額
については変更ございません。
　以上が教育総務課が所管いたします補正予算の概要でございます。
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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　

学務課長

柿沼教育長 　参事兼指導課長。

参事兼指導課長

　続きまして、学務課でございます。学務課につきましては、歳出の
みでございます。補正予算に係る説明書の48ページ、49ページをご覧
いただきたいと存じます。10款・教育費、２項・小学校費、１目・学
校管理費、事業番号４番、小学校業務事業73万6,000円の増額でござ
います。こちらにつきましては、小学校の業務員といたしまして臨時
職員を任用しているところでございますが、各学校間によりまして業
務開始時間の相違がございまして、これによりまして賃金の予算に不
足が生じましたので、補正にて増額するものでございます。
　続きまして、その下の３項・中学校費でございます。同じく事業番
号４番の中学校業務事業でございます。36万8,000円の増額でござい
ます。こちらにつきましても、小学校と同様に中学校の業務員として
臨時職員を任用しているところでございますが、同じ理由によりまし
て賃金に不足が生じましたので、補正にて増額をするものでございま
す。
　続きまして、補正予算説明書の50ページ、51ページをご覧いただき
たいと存じます。４項・幼稚園費でございます。１目・幼稚園費、事
業番号３番、幼稚園管理事業でございます。35万7,000円の増額でご
ざいます。こちらにつきましては、中央幼稚園の園庭に設置しており
ます遊具の修繕料でございます。保守点検を行いました結果、修繕が
必要なものが生じましたので、補正にて修繕料を計上したところでご
ざいます。
　続きまして、その下の事業番号４番、幼稚園運営事業146万1,000円
の増額でございます。こちらにつきましては、中央幼稚園正職員の出
産休暇に伴います代替といたしましての臨時職員の任用及び栗橋幼稚
園におきまして障害児加配のための臨時職員の任用のための賃金を改
めて補正にて要求するものでございます。
　続きまして、その下の事業番号７番、幼稚園業務事業でございます
。こちらにつきましては、４万4,000円の増額でございます。内容に
つきましては、小中学校と同様に幼稚園の業務員として臨時職員を任
用しているところでございますが、小中学校同様に賃金に不足が生じ
ましたので、補正にて増額するものでございます。

　続きまして、54ページ、55ページをご覧いただきたいと存じます。
６項・保健体育費、４目・学校給食費、事業番号５番、学校給食運営
事業2,097万1,000円の減額でございます。こちらにつきましては、本
年度から菖蒲学校給食センターの調理、配送、配膳並びに栗橋小学校
及び栗橋西小学校の調理、配膳業務を業務委託において実施している
ところでございますが、業務委託契約に当たりまして入札を実施いた
しましたところ、差金が生じましたので減額するものでございます。
　以上でございます。

　指導課でございます。補正予算書案46、47ページをお開きください
。２目・事務局費、事業番号５の事務局業務経費91万9,000円の増額
でございます。こちらにつきましては、指導課職員の育児休暇取得等
に伴う代替の臨時職員の賃金でございます。
　次に、事業番号10の任期付市費負担教職員任用事業229万4,000円の
減額でございます。こちらにつきましては、平成27年度当初予算では
、新規採用職員として給料の格付を４年生大学卒業及び臨時的任用職
員10年経験者を見込み、１級49号給30万8,200円とし、教職調整額４
％を加えた額を見込んでおりましたが、平成27年度採用職員につきま
しては、臨時的任用１年経験ということで、当初見込んだ給料の支出
予定額よりも少なく見込めるため、その差額分を減額補正するもので
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　

参事兼指導課長

柿沼教育長 　参事兼生涯学習課長。

参事兼生涯学習課長

柿沼教育長 　参事兼中央公民館長。

参事兼中央公民館長

　次に、３目・教育指導費、事業番号１の教育指導事業５万5,000円
の減額でございます。こちらにつきましては、埼玉県の10分の10の委
託でありますふれあい講演会の中学校１校当たりの委託経費の内示額
が１万円から5,000円に減額となり、当初より少なくなったことによ
るものでございます。
　次に、事業番号11の教育活動補助事業８万2,000円を県支出金へ増
額し、一般財源から減額するものでございます。こちらにつきまして
は、埼玉県が３分の２を助成する学校応援団推進事業補助金の内定通
知が68万円に決定したことにより、当初予算59万8,000円に対する増
額と減額分でございます。
　続きまして、事業番号15の小学校理科支援員等配置事業83万8,000
円を国庫支出金へ増額し、一般財源から減額するものでございます。
こちらにつきましては、小学校へ理科支援員を派遣する経費について
、国が３分の１を補助するものでございます。このたび補助金の交付
決定通知があったことにより、補助金額を補正するものでございます
。
　続きまして、補正予算書案48、49ページをお開きください。事業番
号19の研究開発学校推進事業236万8,000円の減額でございます。こち
らにつきましては、国の10分の10の委託であります平成27年度教育研
究事業、久喜小学校の委託金額が決定したことにより補正するもので
ございます。
　以上でございます。

　生涯学習課所管の補正につきましては、歳出２カ所ございます。50
ページ、社会教育費の１目・社会教育総務費、職員給与費ですけれど
も、これは先ほど冒頭に副部長からご説明がありましたとおり、職員
の人事異動に伴いましての時間外勤務手当でございます。30万円でご
ざいますが、対象職員が１人増となったことによるものでございます
。
　もう１カ所は52ページの保健体育総務費の時間外勤務手当でござい
まして、こちらにつきましては、マラソン大会開催準備等で部会等が
時間外という設定が大分多くなっておりまして、当初見込んでおりま
した時間外勤務手当が不足する見込みとなりましたので、198万5,000
円を増額いただいたものでございます。
　以上２カ所でございます。

　中央公民館でございます。補正予算につきましては、中央公民館に
つきましても歳出のみとなってございます。補正予算書の52、53ペー
ジをご覧いただきたいと存じます。一番上の段、２番の公民館管理事
業でございますが、218万5,000円の増額でございます。内容でござい
ますが、６件分の修繕料でございまして、中央公民館のトイレ水洗等
の補修、照明器具の補修、東公民館のロビーの床の修繕、森下公民館
のエアコンの修繕及び雨漏りの修繕、鷲宮公民館大ホール排煙窓の修
繕、以上６件分の修繕料でございます。
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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　

参事兼中央公民館長

柿沼教育長 　中央図書館長。

中央図書館長

柿沼教育長

柿沼教育長 　参事兼指導課長。

　次に、３番の公民館運営事業でございます。212万円の増額でござ
います。内訳でございますが、１節・報酬32万7,000円、18節・備品
購入費179万3,000円の増額となっております。それぞれの内容でござ
いますが、報酬につきましては、森下公民館の職員の病休に伴います
臨時職員の任用によってもなお不足する分を補助委員の勤務日数の増
ということで今回補正をしたものでございます。また、備品購入費に
つきましては、西公民館の老朽化に伴う陶芸窯の入れ替えということ
でございます。
　以上でございます。

　それでは、中央図書館の９月補正について説明させていただきます
。同じく補正予算書の52ページから53ページをご覧ください。２つご
ざいますが、１つ目が教育費、社会教育費、図書館費の事業番号１番
、職員給与費の職員手当の時間外勤務手当でございます。予算書では
53ページ、図書館費の職員手当等の欄の33万9,000円となっていると
ころでございます。当初予算の113万円に対しまして、33万9,000円を
増額補正して146万9,000円となっております。これは中央図書館で司
書資格を持つ、中心となっておはなし会、カウンター、その他電算シ
ステム等の諸事務を担当していた職員が産休となりまして、ほかの職
員に割り振りすることにより超過勤務が増えたこと及び鷲宮図書館が
昨年度まで正職員４人体制でありましたが、１人減りまして３人とな
り、その分を第１種臨時職員を雇用しましたが、やはり正職員の仕事
の全てを行うことは困難となり、残りの正職員の超過勤務につながっ
たため、予算が不足したことから補正したものでございます。
　２つ目は、同じく事業番号３の図書館運営事業の中の節、賃金でご
ざいます。予算書では図書館費の賃金の欄の173万1,000円となってい
るところでございます。これにつきましては、中央図書館の産休代替
職員用臨時職員の賃金88万1,000円及び鷲宮図書館の正職員が４人か
ら３人に減った分の穴埋めをするための臨時職員の賃金85万円を合算
しまして、173万1,000円を補正要求したところでございます。
　以上でございます。

　ほかはよろしいですか。
　それでは、ただいまの報告に対しまして、ご質問を受けたいと思い
ます。今説明があったところ、質問ありましたらよろしくお願いいた
します。
　鹿児島委員。

鹿児島教育長
職務代理者

　指導課所管について、46ページの教育指導費のところですが、教育
指導事業でのふれあい講演会の事業概要とその内容について教えてく
ださい。
　それから、その下の小学校理科支援員等配置事業について、この理
科支援員の活動内容を教えてください。
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審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

参事兼指導課長

参事兼指導課長

参事兼指導課長

柿沼教育長

坪井委員

柿沼教育長 　参事兼指導課長。

参事兼指導課長

柿沼教育長

　まず、１点目のふれあい講演会でございますけれども、ふれあい講
演会につきましては、中学校における進路指導・キャリア教育を充実
させるために、講師をお招きしてお話を聞きまして進路指導に役立て
るものでございます。各校１名の方をお呼びしまして講演を聞きまし
て、進路指導に役立てるということをしております。

鹿児島教育長
職務代理者

　これは、生徒が聞くものですか。

　はい。生徒が聞くものでございます。
　２点目の理科支援員についてでございます。理科支援員につきまし
ては、理科教育の充実のために小学校に理科支援員を配置するもので
ございます。この理科支援員につきましては、小学校ですと理科の実
験や、その準備など、なかなか大変なことがございますので、まずは
理科室の整備等を行って理科実験ができやすいような環境をつくって
いただくと同時に、担任の先生が理科の実験をするときには一緒に理
科の実験の授業をサポートしていただくといったことで小学校に派遣
をしているものでございます。

鹿児島教育長
職務代理者

　授業に参加するということですか。

　はい。実験の手伝いをします。
　以上でございます。

　よろしいでしょうか。
　ほかにご質問ありませんでしょうか。
　坪井委員。

　48ページの事業名19番の研究開発学校の推進事業で、補正が半額程
度になっておりますけれども、これは100％補助がこの額に減額にな
ったということなのでしょうか。

　こちらの久喜小学校が実施しています研究開発事業につきましては
、国の10分の10の事業でございますけれども、当初、学校のほうで希
望としてあらかじめ予算を立てておきます。ただ、その後、国で金額
が決定され、その国の金額が希望していた額よりも少なくなったとい
うことで半額になったということでございます。

　４年間で大体1,000万円ぐらいになるのですが、その１年分ですの
で、ちょっと学校が出し過ぎてしまったということです。
　ほかにありますでしょうか。
　榎本委員。
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審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

榎本委員

柿沼教育長 　学務課長。

学務課長

榎本委員

学務課長

榎本委員 　そうですか。

柿沼教育長

学務課長

榎本委員

柿沼教育長

柿沼教育長 　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。

柿沼教育長 　以上で教育長報告を終了いたします。

【議事】

柿沼教育長 　日程第４、議事に入ります。

【会議の非公開】

柿沼教育長

　学校給食事業の委託について、補正額が2,000万円ということで多
額な額だと思うのですが、当初が11億9,000万円という額ですから、
５％程度と言えば言えるわけですが、これは少子化といったような関
係ではなくて、あくまでも業務委託したら、これだけ差額が出たとい
うことなんでしょうか。

　おっしゃるとおりでございまして、入札を行いましたところ、これ
だけ差額が出たということでございます。

　サービスは変わってないですか。

　業務の仕様に沿って行っていただいているところでございます。

　献立は県費の栄養士がつくっていますが、それを調理したり運搬し
たりすることについて委託したということなので、給食そのものの質
が落ちるということはないですよね。

　それはございません。

　ありがとうございます。

　ほかにございませんか。
　特によろしいですか。

〔「はい」と言う人あり〕

　次の　議案第37号につきましては、人事案件であることから、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。
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審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

柿沼教育長

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

柿沼教育長 　再開いたします。

柿沼教育長

柿沼教育長

〔非公開案件につき省略、全員賛成につき原案どおり可決〕

柿沼教育長 　これをもちまして、会議の非公開を解きます。

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

柿沼教育長 　再開いたします。

【議案審議終了】

柿沼教育長

【次回定例委員会の開催】

〔「異議なし」と言う人あり〕

　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。

〔これより非公開とする〕

〔休　　　憩〕

〔再　　　開〕

　それでは、議案第37号を上程し、これを議題といたします。
　議案書の１ページをご覧ください。

　議案第37号について、提案理由の説明を求めます。

〔非公開を解く〕

〔休　　　憩〕

〔再　　　開〕

　以上をもちまして、本日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。
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発言者 会議のてん末・概要　

柿沼教育長

柿沼教育長 　教育副部長兼教育総務課長。

柿沼教育長 　ただ今の提案につきまして、ご都合はいかがでしょうか。

柿沼教育長

【閉議、閉会】

柿沼教育長

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　９月２５日

教育長　柿沼　光夫　　　　　

　　　　　　　　　 委　員　坪井喜代子　　　　　

　　　　　　　　　 委　員　狩野　和也　　　　　

　日程第５、次回の定例委員会開催日の案でございますが、事務局よ
りご説明いたします。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、次回の定例委員会でございますが、この委員会について
は第４水曜日が開催日ということになっておりますが、祝日のため第
１案といたしましては９月25日、金曜日を予定しておりますが、いか
がでしょうか。

〔「結構です」と言う人あり〕

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、９月25日の金曜日ということで、時間は午後１時半とな
ります。場所につきましては、こちらのコミュニティセンター　ボラ
ンティアビューローになりますので、よろしくお願いいたします。
　以上です。

　それでは、次回の定例委員会は、９月25日、金曜日。時間は午後１
時３０分から、会場は、菖蒲コミュニティセンター　ボランティアビ
ューローとさせていただきます。詳細は追って事務局からお知らせい
たします。

　これをもちまして平成27年久喜市教育委員会第10回定例委員会を閉
議、閉会といたします。
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