
会 議 の 名 称 久喜市教育委員会平成２８年１月定例会

開 催 年 月 日 平成２８年１月２８日（木曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後３時４５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 柿沼光夫教育長

出 席 委 員 氏 名 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

欠 席 委 員 氏 名 なし

説明者の職氏名 柿沼教育長、関根教育部長及び各担当課長

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

（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

　　　ア　久喜市教育活動指導員の委嘱について

　　　イ　平成２７年１１月定例議会市政に対する質問（教育委員会
　　　　　関係）について

　　　ウ　久喜市外国語指導助手の委嘱について

（４）議事

　　　議案第　１号　久喜市学校給食審議会への諮問について

　　　議案第　２号　久喜市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正
　　　　　　　　　　する条例について

　　　議案第　３号　久喜市立幼稚園保育料減免に関する規則を廃止
　　　　　　　　　　する規則について

　　　議案第　４号　久喜市教育委員会所管の委員等の委嘱について

　　　議案第　５号　久喜市任期付市費負担教職員の任用について

　　　議案第　６号　平成２８年度久喜市一般会計予算（案）に係る
　　　　　　　　　　意見聴取について

　　　議案第　７号　平成２７年度久喜市一般会計補正予算（第５号
　　　　　　　　　　）（案）に係る意見聴取について

　　　議案第　８号　平成２７年度久喜市一般会計補正予算（第６号
　　　　　　　　　　）（案）に係る意見聴取について

（５）協議事項

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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　　　ア　久喜市教育振興基本計画実施計画（素案）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、教育長報告書、協議事項書

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）

傍 聴 人 数 ０人

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】

柿沼教育長 　皆さん、こんにちは。今年は、正月から暖かい日が続いておりまし
たが、大寒を迎える頃から寒さが厳しくなりまして、インフルエンザ
も年末年始はあまりなかったのでありますけども、ここへ来て数が増
えて、学級閉鎖も出ているようでございます。学校、そして教育委員
会の各館、センター等も、年度末を迎え１年のまとめと来年度の準備
といった時期に入っております。２月定例市議会も、予定では２月16
日が開会ということでございます。従いまして、本日の議題の中にも
これに関わるものがございますので、よろしくご審議をお願い申し上
げたいというふうに思います。
　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、これより久喜市教育委員会平成28年１月定例会を
開会いたします。

【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 　本日の議事日程につきましては、当初、２件の教育長報告、６件の
議案を予定しておりましたが、１件の追加報告と、２件の追加議案が
ありますことから、本日の日程にこれを追加したいと思いますが、い
かがでしょうか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

柿沼教育長 　異議なしと認めます。それでは、「教育長報告ウ　久喜市外国語指
導助手の委嘱について」と、「議案第７号　平成27年度久喜市一般会
計補正予算（第５号）（案）に係る意見聴取について」及び「議案第
８号　平成27年度久喜市一般会計補正予算（第６号）（案）に係る意
見聴取について」を本日の日程に追加し、併せてご審議等いただきた
いと存じます。

【会議録署名委員の指名】

柿沼教育長   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。

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

【会議時間の決定】

柿沼教育長 　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」と言う人あり〕

柿沼教育長 　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】

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12月21日に開催
いたしました、第14回定例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」と言う人あり〕

柿沼教育長 　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。

【教育長報告】

柿沼教育長 　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　と　イ　と、先ほ
ど追加しました　ウ　の合計３件でございます。

【会議の非公開】

柿沼教育長 　次の、教育長報告ア及びウ、議案第４号、第５号につきましては、
人事案件でありますことから、また、議案第２号、第３号、第６号か
ら第８号、協議事項アにつきましては、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、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〕

柿沼教育長 　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。

〔これより非公開とする〕

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

〔休　　　憩〕
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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

〔再　　　開〕

柿沼教育長 　再開いたします。

柿沼教育長 　それでは、「ア　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。

〔非公開案件につき省略〕

柿沼教育長 　次の、教育長報告イにつきましては、公開案件でありますことか
ら、一旦、会議の非公開を解きます。

〔非公開を解く〕

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

〔休　　　憩〕

〔再　　　開〕

柿沼教育長 　再開いたします。

柿沼教育長 　それでは、「イ　平成27年11月定例議会市政に対する質問（教育委
員会関係）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。

柿沼教育長 　教育部長。

教育部長 　それでは、教育長報告イ、平成27年11月定例議会市政に対する質問
（教育委員会関係）につきましてご説明を申し上げます。
　質問者は、全体で22名、うち教育委員会に関する質問は11名でござ
いました。その概要についてご説明を申し上げます。お手元の２ペー
ジをお開きいただきたいと存じます。
　まず初めに、発言番号１―２、渡辺昌代議員です。質問事項１、市
内の学校、工業団地緑地帯の除草作業について改善をとのご質問で
す。続きまして、質問事項２、市民が生涯学習の一環として作成した
作品を展示できる場所の提供をとのご質問です。続きまして、質問事
項５、市内公立幼稚園の来年度の料金体制についてにつきまして、
（１）では来年度の公立幼稚園の応募人数が少ない原因は、（２）で
は料金体制はどうなるのか、（３）では公立幼稚園が培ってきた良さ
がなくならないようにするためにも、早急に結論を出し、募集人員を
確保すべきとのご質問でございます。質問事項１、２の答弁はご覧の
とおりでございます。
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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

教育部長 　５の答弁につきまして、内容を簡単にご説明を申し上げます。
（１）につきましては、申込数が減った原因は特定できていないが、
園児募集をした際に来年度の保育料が決定されていなかったことも要
因の一つと考えている。（２）では、子ども・子育て支援新制度で
は、保育料について多子世帯への負担軽減に配慮をし、保護者の所得
に応じた額とすることを基本としており、現在保育料等検討委員会に
おいて検討をしている。（３）につきましては、市立幼稚園の良さを
最大限生かし、より一層の充実に努めるよう考えている。保育料の改
定については、市議会において議決をいただいた後、速やかに周知を
図り、入園児の確保に努める旨答弁をしてございます。

　続きまして、４ページをお願いしたいと思います。発言番号１―
５、杉野修議員でございます。質問事項の２といたしまして、鷲宮運
動広場の解決すべき課題、市民要望実現に向けてということに関しま
して、鷲宮運動広場の排水機能の強化と公衆トイレの改修について、
また質問事項４といたしまして、マイナンバー制度導入に伴う安全対
策とリスク管理についてでございまして、マイナンバー制度導入に伴
う窓口業務に関するご質問でございます。答弁はご覧のとおりでござ
います。
　続きまして、５ページ、質問番号１―６、田中勝議員でございま
す。質問事項２といたしまして、菖蒲総合支所前の遊水地に係る埋蔵
文化財について、文化財発掘に関する経緯と出土品の内容、常設展示
場の開設に関するご質問でございます。答弁はご覧のとおりでござい
ます。
　続きまして、６ページ、発言番号２―１、新井兼議員。質問事項１
といたしまして、社会全体で支援する放課後児童クラブの環境整備に
関しまして、放課後子ども教室総合プランに基づく一体型の放課後児
童クラブ及び放課後子ども教室の整備について、質問事項２といたし
まして、市内観光の回遊性を高める取り組みについて、市及び教育委
員会の考え方に関するご質問でございます。答弁はご覧のとおりでご
ざいます。
　８ページをお願いしたいと存じます。発言番号２―３、丹野郁夫議
員。質問事項３といたしまして、鷲宮運動広場の機能充実について、
これは先ほどの杉野議員と同様の質問でございまして、鷲宮運動広場
の排水機能の強化とバリアフリー対応の仮設トイレ設置要望に対する
ご質問でございます。答弁はご覧のとおりでございます。

　続きまして、９ページ、発言番号２―５、矢﨑康議員です。質問事
項２といたしまして、若年層の自殺対策事業の強化に関しまして、
（３）の中で若者の自殺対策として学校の先生のゲートキーパー養成
講座への参加についてのご質問でございます。
　答弁といたしましては、子供の自殺防止には子供の身近に居る教員
の果たす役割が重要である。平成25年度からゲートキーパー養成研修
に小学校の教員が参加をしており、今後も教員がゲートキーパーとし
ての意識を持ち、進んで行動できるように指導していく旨答弁をして
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

教育部長 　続きまして、９ページ、発言番号３―１、貴志信智議員でございま
す。質問事項２といたしまして、久喜市の防災対策についての質問の
中で、（３）大雨災害時に内水被害や川の増水が予想される道路が通
学路の場合、通学指導をどのように行っているのか。明確な基準を設
け、一定の気象警報が発令された場合、迂回路を利用する等の対応が
必要ではとのご質問でございます。
　こちらに対しまして、答弁といたしまして、学校では通学路に危険
な箇所がある場合は、迂回または近づかないことを指導しており、教
育委員会から各学校に気象に関する情報提供も行っている。警報等の
気象情報よりも、児童生徒が通学する学校周辺の地域的な気象状況や
安全性の確保を判断することが重要である。学校長に対し、学校周辺
の環境の変化など総合的に勘案し、迅速に対応するよう指導してお
り、今後も児童生徒の安全確保に努めていく旨答弁をしてございま
す。

　質問事項３、省エネへの取り組みに関しまして、市の公共施設に設
置されている全熱交換器の活用について及び質問事項５といたしまし
て、音楽の街久喜市を推進する取り組みに関しまして、夕方の防災無
線放送に音楽の街の取り組みとして、子供の俳句や短歌を加えてはど
うかとのご質問でございます。答弁はご覧のとおりでございます。
　続きまして、11ページ、発言番号３―３、春山千明議員でございま
す。質問事項３、市立図書館において、他の利用者の迷惑となるよう
な利用者への対策に関し、（１）理不尽な要求をする利用者を教育委
員会は把握しているのか、どのように対応しているのか。（２）対策
として、防犯カメラを設置してはどうか。（３）男性職員を配置すべ
きでは。（４）緊急時の連絡等の対応マニュアルの作成についての質
問でございます。
　答弁といたしまして、（１）では一方的な主張を続ける方もいる
が、職員が丁寧な説明を行っている。複数の職員で対応したり、他の
館から職員が出向いて対応することや万一に備えて警察官による巡回
などもお願いをしている。（２）では、図書館は窓口と事務室が隣接
しており、状況の確認と職員の協力体制が容易にとれるため、防犯カ
メラの設置は考えていない。（３）では、臨時職員には男性職員の配
置も考える。図書館間で男性職員の応援体制を整え、非常時には他の
施設と連携して対応するよう調整を図るほか、警察への通報も考えて
いる。（４）では、緊急連絡網を整備しており、対応職員を手配でき
る体制を整えている。中央図書館では、旧久喜市で作成をした業務マ
ニュアルを活用しており、今後全図書館で活用できる業務マニュアル
を整備していく旨答弁をいたしました。

　続きまして、13ページでございます。発言番号３―４、猪股和雄議
員です。質問事項３、マイナンバー制度の現状と課題に関しまして、
個人番号の記入が必要となる行政手続、記入がされていない場合の対
応についてのご質問でございます。答弁はご覧のとおりでございま
す。
　同じページの発言番号３―５、戸ヶ﨑博議員でございます。質問事
項１といたしまして、健康づくりの推進による医療費削減への取り組
みに関しまして、１の（エ）において、低年齢化も進んでいる慢性腎
疾患対策といたしまして、児童生徒に対する取り組みについてのご質
問でございます。
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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

教育部長 　答弁では、腎疾患対策として、市では昭和49年度から学校検尿を年
１回、全ての小中学校と市立幼稚園で行っており、有効に機能してい
る。平成４年度からは、血尿、蛋白尿のほか尿糖の検査も実施をして
いる。今後も、学校医などと連携を図りながら、啓発活動に努める旨
答弁をいたしました。
　続きまして、最後の質問でございます。14ページ、発言番号４―
４、川辺美信議員でございます。質問事項１では、子供の貧困対策と
学びの支援をどのように進めるのかに関し、（４）から（８）までで
ございます。（４）では、市民が利用できる奨学金制度はどのような
ものがあるか。（５）では、市入学準備金・奨学金の過去５年間の推
移はどのように変化をしているか。（６）では、市として給付型奨学
金を早期に設けるべき。（７）では、埼玉県が生活保護世帯、市町村
民税非課税世帯等に実施をしている給付型奨学金制度の拡充に対する
考え。（８）では、県に対する高校、大学入学時の給付型奨学金制度
実施の働きかけについてのご質問でございます。（４）、（５）の答
弁はご覧のとおりでございます。

　（６）の答弁といたしまして、本市の奨学金制度は貸付型である。
給付型奨学金については、国、県の補助制度の動向や他の自治体の取
り組みについて、今後調査、検討をしていく。（７）では、埼玉県が
行っている給付型奨学金制度は、高等学校就学のための保護者の経済
的負担を軽減するための有効な制度と認識をしている。（８）に対し
ましては、他の自治体は各自治体の実情を踏まえ実施しているもので
ある。埼玉県においても、県独自の給付型制度を別に設けており、久
喜市として埼玉県に他の自治体と同様な制度を働きかけることは考え
ていない旨答弁をいたしました。
　以上が平成27年11月議会で行われた一般質問と、それらへの答弁の
概要でございます。よろしくお願いいたします。

柿沼教育長 　ただ今の報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。

〔「なし」と言う人あり〕

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 　次の、教育長報告ウにつきましては、先ほどご了解いただきました
とおり、非公開案件でございますので、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〕

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

〔休　　　憩〕

〔再　　　開〕
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柿沼教育長 　再開いたします。

柿沼教育長 　それでは、「ウ　久喜市外国語指導助手の委嘱について」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。

〔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。

柿沼教育長 　次の、日程第４の議案第１号につきましては、公開案件であります
ことから、一旦、会議の非公開を解きます。

〔非公開を解く〕

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

〔休　　　憩〕

〔再　　　開〕

柿沼教育長 　再開いたします。

【議事】

柿沼教育長 　日程第４、議事に入ります。

柿沼教育長 　はじめに、議案第１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。

柿沼教育長 　議案第１号について、提案理由の説明を求めます。

柿沼教育長 　教育部長。

教育部長 　議案第１号　久喜市学校給食審議会への諮問についてにつきまし
て、提案理由の説明をさせていただきます。
　久喜市立小・中学校の給食費改定について、別紙のとおり久喜市学
校給食審議会へ諮問したいので、議決を求めるものでございます。
　議案の内容につきましては、学務課長よりご説明申し上げます。

柿沼教育長 　学務課長。
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学務課長 　学務課でございます。議案第１号　久喜市学校給食審議会への諮問
につきましてご説明申し上げます。
　当審議会につきましては、久喜市学校給食審議会条例の規定に基づ
き、教育委員会の諮問に応じて学校給食の適正な運営について調査
し、ご審議いただく組織でございます。委員につきましては、15人以
内で組織されておりまして、その任期は２年となっております。現在
は、昨年度に久喜市における学校給食基本方針を策定する際に、これ
をご審議いただくために、平成26年８月25日に委嘱いたしました委員
さんの任期中となっておりますことから、このたび改めて委員の委嘱
は行わないものでございます。

　議案書の２ページをご覧いただきたいと存じます。諮問書の案でご
ざいます。このたびの諮問につきましては、こちらにも記載してござ
いますとおり、学校給食費の改定につきまして審議会においてご検討
をいただくものでございます。学校給食の実施に要する経費につきま
しては、学校給食法第11条の規定によりまして、施設設備及び運営に
要する経費は学校設置者の負担とされておるところでございますが、
それ以外の経費、つまりは食材費でございますが、こちらにつきまし
ては保護者の負担とされているところでございまして、いわゆる給食
費という形で徴収をさせていただいているところでございます。本市
の現在の給食費につきましては、平成23年度に見直しを行いまして、
合併により、それまで地区ごとにバラバラでございました金額を、小
学校では月額3,880円、中学校では月額4,600円という形で市内全地区
での統一を図りまして、平成24年度から適用しているところでござい
ます。
　しかしながら、昨年11月議会におきましても増額の補正予算を計上
させていただきましたとおり、近年の食材費の値上がりと消費税率の
アップ等によりまして、学校給食における賄材料費に不足が生じてい
る状況がございます。これまでにおきましても、献立の工夫等により
まして何とかやりくりをしてまいったところでございますが、今後も
食材の値上がりと消費税率のアップが見込まれる中で、引き続き安全
安心でおいしい給食を提供していくため、また給食を通じての食育、
地産地消を推進していくためには、現在の給食費では大変困難な状況
となっているところでございまして、このたびやむなく給食費の改定
について検討をいたしたく、諮問書案のとおり審議会に諮るものでご
ざいます。

　なお、今後の予定でございますが、本案にご承認いただけましたな
らば、２月議会の会期と委員さんのご都合等を勘案しながら、年度内
には本諮問に基づく第１回目の会議を開催いたしまして、ここで諮問
をいたしまして、その後、新年度に入りまして現在の委員さんの任期
が満了となります８月中旬までに４回ないし５回程度の会議を開催い
たしまして、答申をいただきたいと考えているところでございます。
以上が久喜市学校給食審議会への諮問の概要でございます。よろしく
ご審議のほどお願いいたします。

【議案質疑】

柿沼教育長 　議案第１号について、質疑をお受けいたします。
　鹿児島委員。
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鹿児島教育長
職務代理者

　今の課長の説明でわかったのですけど、「消費税率の引き上げと原
材料価格の高騰により」ということで、言葉ではわかるのだけども、
具体的にどの程度厳しく、どの程度困難なのかを言える範囲でお願い
します。保護者にとってはちょっとでも上がると、やはりその辺が気
になるところですよね。だから、それの説明できる範囲で、例えば
「これだけ上がっているので大変なんですよ」と、ここに書いてある
ことは誰でもすぐ言えることですよね。具体的に言われた場合に、
ちゃんと教育委員会として説明ができるのか。
　それから、もう一つは審議会の委員について、今15人以内ですよ
ね。現在委嘱されている方の名前はいいけども、どんな経歴の人が
入っているのかを説明してください。

柿沼教育長 　学務課長。

学務課長 　具体的にどのような影響が生じているのかということでございます
が、１つ例として申し上げますと、平成23年度に改定を行ったとき
の、例えば牛乳の単価でございますが、こちらが当時は46.05円であ
りましたものが、今年度の単価につきましては51.57円という形に
なっております。数字的に見るとわずかな値上がりではございます
が、これが１万2,000食という数になりますと、もうそれだけで大変
な金額になるという状況でございます。また、消費税率につきまして
も平成23年度改定の時点では５％であったものが、平成26年度からは
８％ということで３％の値上がりという形になっておりまして、これ
もやはり１万2,000食という、この非常に量が大量なものでございま
すから、そこを積算に入れた場合につきましては、やはり大変大きな
金額という形になっておりまして、昨年11月におきましては増額補正
ということで、約1,200万円の増額をさせていただいたところでござ
います。

柿沼教育長 　これは食材費の不足に対して補正をしているということです。

鹿児島教育長
職務代理者

　はい。

学務課長 　それと、審議会の委員さんでございますが。

鹿児島教育長
職務代理者

　保護者の代表などが入っているのですか、ＰＴＡとかですか。

学務課長 　内訳につきましては、まず公募の委員さんが５名、それから小中学
校の代表者として小学校長の代表者が２名、小中学校ＰＴＡの代表が
４名、学校医の代表が１名、学校薬剤師の代表が１名、保健所の職員
が１名、学識経験者が１名という内訳になっているところでございま
す。

柿沼教育長 　鹿児島委員。
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鹿児島教育長
職務代理者

　これで値上げとしますという形でお知らせしますよね。だから、そ
れを上手に案内してもらって、言っている意味はわかるけども、上が
るとなれば、やはり色んな方がいるから、それでもう1,200万円も補
正しているような状況だからやむを得ないんで、その辺を上手に値上
げをせざるを得ないことをご理解いただけるようにお知らせをしてく
ださい。

学務課長 　かしこまりました。

柿沼教育長 　ほかに質問ございますでしょうか。

〔発言する人なし〕

柿沼教育長 　特にないようですので、以上で質疑を打ち切ります。

【採　決】

柿沼教育長 　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」と言う人あり〕

柿沼教育長 　異議なしと認めます。よって、「議案第１号　久喜市学校給食審議
会への諮問について」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】

柿沼教育長 　次の、議案第２号から第８号及び協議事項アにつきましては、先ほ
どご了解いただきましたとおり、非公開案件でございますので、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〕

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

〔休　　　憩〕

〔再　　　開〕

柿沼教育長 　再開いたします。

柿沼教育長 　それでは、議案第２号を上程し、これを議題といたします。
　議案書の３ページをご覧ください。
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柿沼教育長 　議案第２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、全員賛成により原案どおり可決〕

鹿児島委員長 　続きまして、議案第３号を上程し、これを議題といたします。
　議案書の６ページをご覧ください。

柿沼教育長 　議案第３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、全員賛成により原案どおり可決〕

柿沼教育長 　続きまして、議案第４号を上程し、これを議題といたします。
　議案書の８ページをご覧ください。

柿沼教育長 　議案第４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、全員賛成により原案どおり可決〕

柿沼教育長 　続きまして、議案第５号を上程し、これを議題といたします。
　議案書の11ページをご覧ください。

柿沼教育長 　議案第５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、全員賛成により原案どおり可決〕

柿沼教育長 　続きまして、議案第６号を上程し、これを議題といたします。
　議案書の13ページをご覧ください。

柿沼教育長 　議案第６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、全員賛成により原案どおり可決〕

柿沼教育長 　続きまして、議案第７号を上程し、これを議題といたします。
　追加議案書の１ページをご覧ください。

柿沼教育長 　議案第７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、全員賛成により原案どおり可決〕

柿沼教育長 　続きまして、議案第８号を上程し、これを議題といたします。
　追加議案書の２ページをご覧ください。

柿沼教育長 　議案第８号について、提案理由の説明を求めます。
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〔非公開案件につき省略、全員賛成により原案どおり可決〕

【議案審議終了】

柿沼教育長 　以上をもちまして、本日提出いたしました議案につきましては、す
べて終了いたしました。

【協議事項】

柿沼教育長 　日程第５、協議事項でございます。
　協議事項につきましては、お手元の日程にありますとおり　ア　の
１件でございます。

柿沼教育長 　それでは、「ア　久喜市教育振興基本計画実施計画（素案）につい
て」の協議内容につきまして、教育総務課長よりご説明いたします。

〔非公開案件につき省略〕

柿沼教育長 　以上で協議事項を終了いたします。

柿沼教育長 　これをもちまして、会議の非公開を解きます。

〔非公開を解く〕

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

〔休　　　憩〕

〔再　　　開〕

柿沼教育長 　再開いたします。

【次回定例委員会の開催】

柿沼教育長 　日程第６、次回の定例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、次回の定例会の案でございます。
　２月25日午後１時半という形で予定をしておりますが、いかがで
しょうか。

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。

〔「はい」と言う人あり〕
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教育副部長兼
教育総務課長

　場所につきましては、鷲宮総合支所４階、407会議室です。

柿沼教育長 　次回、鷲宮総合支所になりますので、会場をお間違えのないよう
に、よろしくお願いいたします。
　それでは、次回の定例会は、２月25日、木曜日。時間は午後１時30
分から、会場は、鷲宮総合支所４階　407会議室　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。

【閉議、閉会】

柿沼教育長 　これをもちまして久喜市教育委員会平成28年１月定例会を閉議、閉
会といたします。
　大変長時間にわたりまして、ありがとうございました。

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。

教育長　　柿沼　光夫　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 委　員　　鹿児島金衛　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 委　員　　榎本　英明　　　　　　

平成２８年　２月２５日
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