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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１３回定例委員会

平成２７年１１月２４日（火曜日）

午後１時３０分から午後２時２２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、坪井喜代子、狩野和也各委員

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

　　　ウ　久喜市教育委員会事務局職員の人事について

　　　エ　久喜市立小学校安全監視員の委嘱について

　　　オ　久喜市教育活動指導員の委嘱について

（４）議事

　　　議案第４０号　久喜市教育委員会事務局職員の人事について

　　　議案第４１号　久喜市教育活動支援員の委嘱について

　　　議案第４２号　久喜市栗橋町史編集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（審議・検討等情報、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年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書（
　　　　　平成２６年度対象）について

　　　イ　平成２７年度久喜市一般会計補正予算（第４号）（案）に
　　　　　係る意見聴取ついて

配 付 資 料

傍 聴 人 数



－ 2 ー

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

　皆さん、こんにちは。秋も深まり、冬の足音がもう間近に聞こえる
頃となりましたけれども、この１か月間、文化祭あるいは作品展示会
等で大変お世話になりましてありがとうございました。
　それから、10月15日から久喜小学校から始まった学校の研究発表も
、11月20日に栗橋小学校を最後に７会場７校が終わりまして、ご出席
をいただきまして大変ありがとうございました。今年は、小中一貫と
か、道徳教育とか、人権教育とか、その目的に応じた課題を解決する
ための研究ができたかなと思っております。
　また、11月16日には第２回の総合教育会議ですが、大変遅い時間の
設定で、市長の時間がなかなか今取れなくて、今日も沖縄から間もな
く帰るところだと思いますけれども、県の市長会長の関係もありまし
て、市長を中心に市政は回るものですから、いないことには仕方ない
のですけれども、そのようなことから遅い時間に設定させていただき
まして申し訳ありませんでした。内容的にはいろいろお話ができてよ
かったのではないかなと思っております。
　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13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、鹿児島委員と榎本委員にお願いいたします。

　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〕
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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

【前回会議録の承認】

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 　副部長兼教育総務課長。

　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。

　日程第２、前回会議録の承認を求めます。平成27年10月26日に開催
いたしました、第12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　から　オ　の５件
でございます。

　それでは、「ア　平成27年度教育委員会の事務に関する点検評価報
告書（平成26年度対象）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、教育総務課長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、教育長報告のアの平成27年度教育委員会の事務に関する
点検評価報告書（平成26年度対象）についてご説明申し上げます。
　別冊の資料をご覧いただきたいと存じます。資料の１ページ、２ペ
ージをお開きいただきたいと存じます。教育委員会の事務に関する点
検評価につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第
26条の規定により、実施及び報告書の作成、議会への提出、さらには
公表が義務づけられております。教育委員会では、平成25年7月に策
定をいたしました久喜市教育振興基本計画に基づく平成26年度実施計
画に定めた基本目標、施策、具体的施策の進捗状況を点検評価の対象
とすることといたしました。
　点検評価の方法につきましては、久喜市教育振興基本計画に定めま
す７つの基本目標と38の施策に基づき、平成26年度の実施計画に定め
た209の事務事業、取り組み全てにつきまして、個々に取り組み内容
及びその結果と達成度を明らかにし、それに基づいた自己点検評価を
行うこととしました。
　点検評価の構成につきましては、資料の３ページ、４ページをお開
きいただきたいと存じます。まず、７つの基本目標ごとに章立てをい
たしまして、初めに見開きで概要等を記載し、次ページ以降に主な取
り組み内容、その結果、達成度、自己点検評価ということで、一覧表
の形式で掲載をしております。
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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　

柿沼教育長

柿沼教育長

参事兼指導課長

柿沼教育長

坪井委員

教育副部長兼
教育総務課長

　４ページに、この点検評価を実施するに当たりまして、去る平成27
年10月22日に会議を実施し、元公立小学校校長、元埼玉大学非常勤講
師の西崎道喜様と、元公立小学校長、元鷲宮町教育委員の相澤勝壽様
のお二人からご助言をいただきました。その内容につきましては、４
ページに記載してあります学識経験者の意見という形で意見をまとめ
たものでございます。この意見につきましては、今後の各事業の推進
に生かしてまいりたいと考えてございます。このように基本目標ごと
に学識経験者の意見をそれぞれ記載をしてございます。
　７ページ、８ページにつきましては、ただいま申し上げましたとお
り、各基本目標ごとの具体的な施策ごとに主な取り組み、それからそ
の取り組み内容、その結果を記載してございます。本来であれば個々
具体的なご説明を申し上げるべきところでございますが、事前に資料
を配付しておりますことから、恐縮に存じますが、説明については省
略をさせていただきたいと存じます。
　説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

　ただ今の報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。
　報告書の内容がかなり膨大ですから、特に指定をいたしませんので
、お気づきのところがありましたらお願いをしたいと思います。
　鹿児島委員。

鹿児島教育長
職務代理者

　事前にいただいて見ましたが、それぞれの達成状況が非常に良くて
、取り組みが良かったのかなと思っています。それから、学識経験者
の意見も聞いていただいて、非常に良くできたかなと思います。
　１つだけ質問しますと、10ページのところにいじめ防止対策とあり
ますね。これは指導課でしょうか。いじめが問題になっているわけで
すけども、いじめの件数はどのくらいあって、申告などはありました
か。

　では、平成26年度についての報告をお願いします。
　参事兼指導課長。

　平成26年度のいじめの件数については、今この場で件数についての
はっきりした数字は持っていないのですけれども、ただいじめについ
ては減少傾向になっております。事案となるような大きく深刻ないじ
めについては発生していないと報告を受けており、ほとんどが解消に
向かっているということで進んでおります。

　ほかにありますでしょうか。
　坪井委員。

　実施計画は平成25年度から平成29年度までの計画だったと思うんで
すけれども、この実施計画の中で平成29年度を目標としたものとそう
でないものもあったような記憶があるんですが、それらの目標年度と
か、そういったものをこの点検評価の資料の中に入れられたらいいな
という感じがしたのですけれども、どうでしょうか。
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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　

柿沼教育長

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。

【会議の非公開】

柿沼教育長

柿沼教育長

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

　目標年度ですよね。平成29年度までのものとそれ以降もということ
でしょうかね。その辺については、何かどこかで説明できるような部
分があるでしょうか。
　副部長兼教育総務課長。

教育副部長兼
教育総務課長

　先ほど委員さんのほうから、各事業ごとに目標年度が定まっている
ものにつきましては、例えば11ページ、12ページに点検評価の表がご
ざいますので、どこか欄を設けて、目標を定められているものについ
ては何年度という形で記載をしたいと思います。また、ほとんどにつ
いて継続的に行っていく事業が大体主な内容になっていますので、そ
れについても継続とか、そういう何らかの形で表記をしたいと思いま
す。実施計画がここにないものですから、実際にこれが何年までの計
画であるのかということがわかっていないと計画の進行管理もいかな
いと思いますので、その辺については今後少し工夫をしたいと思いま
す。

　難しいのは、何件と目標を立てて達成しても、次の年度に終えてし
まう場合もあるので、それを継続維持していくことが大事だと思いま
す。平成29年度までに達成しても、さらに平成30年度以降も維持して
いきますから、平成29年度に達成すればその後はいいということでは
ありません。今度、平成30年度からの教育振興基本計画を来年度着手
することになると思いますので、その辺も踏まえてやっていきたいと
思います。
　ほかにございますでしょうか。

〔「なし」と言う人あり〕

　次の、教育長報告イにつきましては、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、教育長報告ウからオ及び議案第40号から議案第
42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、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

　異議なしと認めます。よって、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〕
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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 　再開いたします。

柿沼教育長

〔非公開案件につき省略〕

柿沼教育長

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

〔部長、副部長及び中央公民館長を除く事務局職員退出〕

柿沼教育長 　再開いたします。

柿沼教育長

〔非公開案件につき省略〕

柿沼教育長 　事務局職員の入室をお願いします。

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

〔事務局職員入室〕

〔休　　　憩〕

〔再　　　開〕

　それでは、「イ　平成27年度久喜市一般会計補正予算（第４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。

　教育長報告ウの「久喜市教育委員会事務局職員の人事について」に
つきましては、事務局職員に関係する人事案件でありますことから、
部長、副部長及び所管の所属長を除く事務局職員につきましては、退
出をお願いします。

〔休　　　憩〕

〔再　　　開〕

　それでは、「ウ　久喜市教育委員会事務局職員の人事について」の
報告でございます。 
　報告の内容につきましては、教育部長よりご説明いたします。

〔休　　　憩〕



－ 7 ー

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 　再開いたします。

柿沼教育長

〔非公開案件につき省略〕

柿沼教育長

〔非公開案件につき省略〕

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。

柿沼教育長

柿沼教育長

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

〔部長、副部長、指導課長、生涯学習課長を除く事務局職員退出〕

柿沼教育長 　再開いたします。

柿沼教育長 　それでは、議案書の１ページをご覧ください。

〔再　　　開〕

　続きまして、「エ　久喜市立小学校安全監視員の委嘱について」の
報告でございます。 
　報告の内容につきましては、学務課長よりご説明いたします。

　続きまして、「オ　久喜市教育活動指導員の委嘱について」の報告
でございます。 
　報告の内容につきましては、指導課長よりご説明いたします。

　はじめに、議案第40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40号の「久喜市教育委員会事務局職員の人事について」につ
きましては、事務局職員に関係する人事案件でありますことから、部
長、副部長及び所管の所属長を除く事務局職員につきましては、退出
をお願いします。

〔休　　　憩〕

〔再　　　開〕



－ 8 ー

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 　事務局職員の入室をお願いします。

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

〔事務局職員入室〕

柿沼教育長 　再開いたします。

柿沼教育長

柿沼教育長

柿沼教育長

柿沼教育長

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。

　議案第40号について、提案理由の説明を求めます。

〔非公開案件につき省略、全員賛成につき原案どおり可決〕

〔休　　　憩〕

〔再　　　開〕

　続きまして、議案第41号を上程し、これを議題といたします。
　議案書の２ページをご覧ください。

　議案第41号について、提案理由の説明を求めます。

〔非公開案件につき省略、全員賛成につき原案どおり可決〕

　続きまして、議案第42号を上程し、これを議題といたします。
　議案書の４ページをご覧ください。

　議案第42号について、提案理由の説明を求めます。

〔非公開案件につき省略、全員賛成につき原案どおり可決〕

〔非公開を解く〕

〔休　　　憩〕

〔再　　　開〕
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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 　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】

柿沼教育長

　場所はどこですか。

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１２月２１日

教育長　柿沼　光夫　　　　　

　　　　　　　　　 委　員　鹿児島金衛　　　　　

　　　　　　　　　 委　員　榎本　英明　　　　　

　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。

　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。
　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、次回の定例委員会でございますが、12月21日午後１時半
からという形でを予定をしておりますが、いかがでしょうか。

鹿児島教育長
職務代理者

教育副部長兼
教育総務課長

　場所は、本日開催をしておりますボランティアビューロー、この会
場でお願いいたします。

〔「異議なし」と言う人あり〕

　それでは、次回の定例委員会は、12月21日、月曜日。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13回定例委員会を閉
議、閉会といたします。
　ありがとうございました。
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