
会 議 の 名 称 久喜市教育委員会平成２８年３月定例会

開 催 年 月 日 平成２８年３月２２日（火曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後３時３８分まで

開 催 場 所 菖蒲コミュニティセンター　第１集会室

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　平成２７年度久喜市立中学校卒業生の進路状況について

　　　イ　久喜市障がい児就学支援委員会の答申について

　　　ウ　平成２７年度教職員人事評価結果について

（４）議事

　　　議案第１４号　久喜市立小・中学校事務共同実施運営規程につ
　　　　　　　　　　いて

　　　議案第１５号　久喜市立小・中学校事務共同実施運営規程の運
　　　　　　　　　　用に係る要綱について

　　　議案第１６号　久喜市スポーツ推進計画策定庁内会議規定の一
　　　　　　　　　　部を改正する訓令について

　　　議案第１７号　久喜市教育委員会事務局職員人事評価実施規程
　　　　　　　　　　について

　　　議案第１８号　平成２８・２９年度久喜市教育委員会研究委嘱
　　　　　　　　　　について

　　　議案第１９号　久喜市子ども読書活動推進計画（案）について

　　　議案第２０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２１号　久喜市教育委員会事務局職員の人事について

　　　議案第２２号　久喜市教育委員会事務局職員の人事について

（５）その他

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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　　　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

会議の公開・非公開 一部非公開（人事案件のため）

傍 聴 人 数 ０人
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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。過日３月13日の日曜日ですが、第１回の「よ
ろこびのまちマラソン大会」が開催されました。大変肌寒い日ではあ
りましたけれども、市内外から大勢のランナーの方に参加をしていた
だきました。久喜総合運動公園から鷲宮神社を往復するというハーフ
マラソンがメインでございましたけども、沿道にはたくさんの市民の
方が声援を送っていただき、また、ボランティアの方も1,000人を超
える方にご協力をいただき、何とか無事に終えることができました。
委員の皆様方にもご支援いただきまして、ありがとうございました。
　また、２月の定例久喜市議会でございますが、２月16日に開会をし
て、先週金曜日の３月18日に閉会をいたしました。今議会は62議案と
いう非常に多い議案数だそうですが、全て原案どおり可決をいただい
たということでございます。
　また、先週15日には、中学校の卒業式がございました。お世話にな
りました。ありがとうございます。明日23日は小学校の卒業式でござ
いますが、よろしくお願いしたいと思います。いろいろ年度絡みでご
ざいますので、委員の皆様方にもご支援いただきますよう、よろしく
お願いしたいと思います。
　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３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、８件の議案を予定しており
ましたが、１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、「議案第22号　久喜市教育委員会
事務局職員の人事について」を本日の日程に追加し、併せてご審議い
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。

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 　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28年２月25日に開催
いたしました、平成28年２月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　から　ウ　の３件
でございます。

【会議の非公開】

柿沼教育長 　次の、教育長報告ア及びイにつきましては、個人情報を含む案件で
あることから、また、議案第20号から第22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〕

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〕

　暫時休憩いたします。
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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

〔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、「ア　平成27年度久喜市立中学校卒業生の進路状況につ
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 　続きまして、「イ　久喜市障がい児就学支援委員会の答申につい
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、教育長報告ウから議案第19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〕

　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、「ウ　平成27年度教職員人事評価結果について」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。

柿沼教育長 　参事兼指導課長。
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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

参事兼指導課長 　平成27年度教職員の人事評価についてでございます。教育長報告２
ページをご覧ください。教職員の人事評価につきましては、毎年度全
教職員を対象に実施しております。平成27年度につきましても同様に
実施したところでございます。その結果につきまして、過日２月19
日、県教育局に報告いたしました。その後、各学校に対してのフィー
ドバックをいたしました。このたび評価結果がまとりましたので報告
いたします。Ａ評価は187人で30.8％、Ｂ評価は420人で69.1％、Ｃ評
価は１人で0.2％、Ｄ評価はございませんでした。Ｃ評価１人につき
ましては、小学校男性教諭でございます。
　以上、平成27年度教職員人事評価結果についてでございます。よろ
しくお願いいたします。

柿沼教育長 　　教職員人事評価結果については、平成28年度から新制度に移行い
たします。この職に反映するということで、校長はＡは15％、教頭以
下は30％ということで、教頭や教員はそれぞれ職に応じて30％をＡと
いう一つの基準が示されましたので、平成27年度はその移行期間であ
りまして、若干多いところもありますけれども、それに近づく評価を
しているということになります。
　ただ今の報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。
　鹿児島委員。

鹿児島教育長
職務代理者

　小学校教員の男性１名ですか、今の課長の説明によると、このＣが
ついている方ですね。これは、校長からの報告はどういうものでしょ
うか。

柿沼教育長 　参事兼指導課長。

参事兼指導課長 　非常に人間的には仕事を一生懸命やっているということで報告は受
けているのですけれども、ただ保護者との関係で、やはり信頼関係が
なかなか構築できなかったということです。１回指導したにもかかわ
らず、同じことをちょっと繰り返して、保護者からの信頼をまた損ね
たということがございまして、校長が繰り返し指導をしたということ
で報告を受けております。

鹿児島教育長
職務代理者

　子供の指導は大丈夫なのですか。

参事兼指導課長 　ええ、普通ということで、特に優れているということではなく普通
だということで聞いております。

柿沼教育長 　ほかにございますでしょうか。

〔「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。
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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 　はじめに、議案第14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14号について、提案理由の説明を求めます。

柿沼教育長 　教育副部長兼教育総務課長。

教育副部長兼
教育総務課長

　議案第14号　久喜市立小・中学校事務共同実施運営規程についてに
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・中学校事務共同実施運営規程を、別紙のとおり制定し
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、指導課長よりご説明申し上げます。

柿沼教育長 　参事兼指導課長。

参事兼指導課長 　久喜市立小・中学校事務共同実施運営規程についてでございます。
平成27年第14回定例委員会において、「議案第44号　久喜市立小・中
学校管理規則の一部を改正する規則について」として議決をいただき
ました学校事務の共同実施組織についてでございます。
　議案書１ページから５ページと、議案参考資料１ページの久喜市立
小・中学校事務ネットワーク組織図を併せてご覧ください。この規程
につきましては、久喜市立小・中学校管理規則第29条の２、共同実施
組織の制定に伴い、学校事務の共同実施運営規程を定めるものでござ
います。
　初めに、全体の構成でございます。全９条並びに附則で構成されて
おります。まず第１条に、本規程を制定する趣旨について規定してご
ざいます。
　次に、第２条において、管理規則で規定する共同実施として、久喜
市立小・中学校事務ネットワークの設置が定められております。
　次に、第３条において、組織について定めております。市内34校の
事務職員が運営を行います。また、同条３項において、共同実施組織
は、全体によるものと班別によるものを指定しております。
　次に、第５条において、事務職員の服務について定めております。
これは事務職員の他校での兼務を想定しているものでございます。
　次に、第６条の第１項において、共同実施推進会議の設置を定めて
おります。議案参考資料１ページをご覧ください。共同実施推進会議
は、学校事務ネットワーク連絡調整会議として実施いたします。
　第６条の第２項中の共同実施組織連絡会議につきましても、組織図
のとおりでございます。学校事務の共同実施につきまして、事務の効
率化を図るだけでなく、小・中一貫教育の推進により、学校の教育力
向上を目指すものでございます。
　ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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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

【議案質疑】

柿沼教育長 　議案第14号について、質疑をお受けいたします。
　鹿児島委員。

鹿児島教育長
職務代理者

　この学校事務の共同実施ですが、学校事務というのは、各学校に１
人で、２人のところもあるかもしれないけれど、原則１人だから、や
はり一人職だから大変だと思うのですね。そういう意味では、そうい
う交流なり、ネットワークなりを作ってやることは非常にいいなと思
います。今まで教育事務所でいろいろ研修会等はやっていたのです
が、今はもうそういうのはなくなるわけですか。

柿沼教育長 　参事兼指導課長。

参事兼指導課長 　従来は教育事務所等で研修会をやっていましたけれども、この事務
ネットワーク運営協議会で相互に給与の確認や旅費の確認、それから
その他書類等を確認しまして、漏れがないように進めていくというこ
とで進めております。

鹿児島教育長
職務代理者

　教育事務所での研修会はなくなったのですか。

柿沼教育長 　今は教育事務所での研修はありません。廃止になりました。
　坪井委員。

坪井委員 　第６条第１項の「教育委員会は、共同実施を円滑に推進させるた
め」ということで文章がなっていますけども、ここは共同実施に係る
議論ではないのですか。業務を推進させるために共同実施推進会議を
設置するのではないでしょうか。
　それともう一つお伺いしたいのですが、第３条の第８項に、共同実
施組織には、班別にリーダーを置くということが言われていますが、
組織図の中でリーダーとこの各地区の運営の副責任者とありますが、
リーダーさんはどこに位置付けされる方なのでしょうか。お願いいた
します。

柿沼教育長 　参事兼指導課長。

参事兼指導課長 　非常にわかりにくい組織図になっておりまして、誠に申し訳ござい
ません。別紙の参考資料で組織図をお示ししておりますので、そちら
をご覧いただきたいと思います。
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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

参事兼指導課長 　まず、リーダーに関するところでございますけれども、まずこちら
の図の見方で、下の３分の２が実際の運営をする組織でございます。
それから、上の３分の１にはそれぞれ教育委員会が係わるところもあ
ります、この学校事務ネットワーク連絡協議会は企画調整的な仕事を
する組織になります。上の部分が年間２回会議を実施します。それか
ら、下の３分の２につきましては、毎月１回それぞれ事務作業をする
ということでご理解をしてください。
　それで、リーダーに関するところは、下のほうにそれぞれの４地区
で、それぞれ中学校区ごとに組織をするというものがございます。そ
れぞれ地区ごとに副責任者が決まりますので、副責任者が上の図の上
のところの４地区の共同実施組織の連絡協議会の副責任者ということ
で、そこに集まりがございます。リーダーにつきましては、その上に
教育委員会担当者、それから校長代表者、それから責任者というもの
がございます。こちらの責任者がリーダーということになります。

柿沼教育長 　これは議案第14号が運営規程ですよね。それに基づいて議案第15号
で要綱が定められますから、併せて見ないとおそらくわかりにくいで
すね。この組織図が議案第14号と議案第15号をあわせてありますの
で。

参事兼指導課長 　そういうことです。

柿沼教育長 　ですから、そのところをそういった形で説明してください。
　坪井委員さん、どうですか。

坪井委員 　責任者とリーダーはイコールですか。

柿沼教育長 　責任者とリーダーはイコールではないですよね。

参事兼指導課長 　リーダーとして動いていただいています。

坪井委員 　班別による組織にリーダーを置くということは、下に入ってくるの
かなと思っていたのですけれども。

柿沼教育長 　リーダーというのは中学校区ごとに置かれているのではないのです
か。

坪井委員 　そのような感じですよね。

柿沼教育長 　責任者は１人で、これは全体の責任者です。議案書の11ページの様
式第１号に記載されている、このことではないのですか。

参事兼指導課長 　そうですね。失礼しました。訂正させてください。

柿沼教育長 　参事兼指導課長。
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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

参事兼指導課長 　訂正をお願いします。後ほど要領のところに一覧表が出てまいりま
す。そちらでもう一度確認をしていただきますけれども、私の説明が
間違っておりましたので、訂正させていただきます。
　リーダーというのは、それぞれの地区ごとの中に、班別の中にリー
ダーを設定するということで、責任者につきましては市内で１名、こ
の代表者ということで、責任者ということで入っていただくようにな
ります。失礼しました。

柿沼教育長 　それから、議案第14号の運営規程の第６条の第１項、「教育委員会
は、共同実施を円滑に推進させるため、共同実施推進会議を設置す
る」というのは、これでいいのですか。坪井委員さんの先ほどの最初
の質問についてはどうですか。

坪井委員 　わからないわけではないのですけれども、「共同実施に係る業務」
と入るほうが正しいのかなとちょっと思いまたので、どうでしょう
か。

柿沼教育長 　第４条もそうですよね。共同実施という中に業務を含んでいるので
しょうか。

坪井委員 　紛らわしいのですけれど、おかしいなという気がしました。

柿沼教育長 　これは県の要綱とか参考にしたものがあるのですか。

参事兼指導課長 　いえ、ありません。例規審査でかけたものでして、こちらが作った
ものです。

柿沼教育長 　これでもわかるかなと思いますね。

坪井委員 　通じないわけではないのですけれどね。検討していただいて、それ
でよろしかったらそのままで結構です。
　それと、もう一つですが、組織図の中に、先ほども言った責任者と
いうのは、この共同実施推進会議のところに責任者が入る形ですか。
他は副責任者とかが入ってきていますよね、学校長だとか教育委員会
とかが入りますけれども、責任者がここに１人いるのですよね。責任
者というのは「等」というのがここにありますけども、何か責任者の
位置付けが組織図の中に入ってこない感じでおかしいかなという気が
したのですけども、どうでしょうか。どこに責任者はいるのかなとい
う感じだったのですけどね。全体の責任者は、責任者なので、この組
織では一番上のトップにいる方ですよね。

参事兼指導課長 　事務担当の責任者になります。

柿沼教育長 　事務職員の中の責任者ですね。

－10－



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 　いるのですよね。推進会議の責任者ではなくて。

柿沼教育長 　そうではないです。

坪井委員 　そうすると、その責任者というのは事務の方ですか。

柿沼教育長 　本来は、ネットワーク運営会議の会長と言ったほうがいいのですよ
ね。ですが、責任者ということで、これは県がこういうような名称を
使っているものですから。共同実施の責任者ということでね。要する
に校長会の代表の隣の責任者というのは、事務職員の代表なのです。
そうですよね。

参事兼指導課長 　そうです。

柿沼教育長 　事務職員、学校事務職員の代表者で「等」なのです。だから、事務
ネットワーク運営会議の責任者ということでしょう。

参事兼指導課長 　そうです。下のほうは月に１回、全34人の事務職員が集まって行っ
ています。それを代表責任者ということで、上のほうは先ほどお話し
しましたように年に２回しか実質開かない会議ですので、この下のほ
うの34人の代表者、責任者ということで参加していただくという方に
なります。

鹿児島教育長
職務代理者

　そうすると、事務責任者と書いたほうがわかりやすいですよね。

柿沼教育長 　ですから、そこを「学校事務職員代表者（責任者）」としたほうが
わかりやすいですね。

鹿児島教育長
職務代理者

　そういうほうがわかりやすいですね。

柿沼教育長 　こちらの様式は、役職が責任者という文言だけ入っていますね。

鹿児島教育長
職務代理者

　校長代表と並列に置いてありますからね。

柿沼教育長 　そうです。

鹿児島教育長
職務代理者

　わかりにくいですね。

柿沼教育長 　何の責任者だかわからないでしょう。
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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

鹿児島教育長
職務代理者

　責任者は、校長より上にはいないわけなのですけれどもね。

坪井委員 　どの範囲の責任者なのか、ちょっと明確ではないなという感じがす
るのですよね。

柿沼教育長 　では、そこをちょっと検討してみてください。

坪井委員 　よろしくお願いします。

柿沼教育長 　あと、第４条で「（以下「共同実施に係る業務」という。）」と
謳っているけれども、第３条の第６項にも「共同実施に係る業務」と
あるから、こちらで明記したほうがいいですよね。

参事兼指導課長 　そうですね。修正させていただきます。

柿沼教育長 　それから、第４条の第１項に「別表のとおり教育委員会が指定す
る」とあるけれども、わざわざ指定しなくてもいいのではないかと思
います。指定する必要はありますか。

参事兼指導課長 　特にはないですね。

柿沼教育長 　では、ここも変更しておいてください。

参事兼指導課長 　はい。わかりました。

柿沼教育長 　ほかにございますでしょうか。

〔「ありません」と言う人あり〕

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14号　久喜市立小・中学校
事務共同実施運営規程について」は、全員の賛成を頂きましたので、
原案修正につき修正案を可決いたしました。

柿沼教育長 　続きまして、議案第15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。
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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

柿沼教育長 　議案第15号について、提案理由の説明を求めます。

柿沼教育長 　教育副部長兼教育総務課長。

教育副部長兼
教育総務課長

　議案第15号　久喜市立小・中学校事務共同実施運営規程の運用に係
る要綱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・中学校事務共同実施運営規程の運用に係る要綱を、別
紙のとおり制定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、指導課長よりご説明申し上げます。

柿沼教育長 　参事兼指導課長。

参事兼指導課長 　久喜市立小・中学校事務共同実施運営規程の運用に係る要綱につい
てでございます。議案書７ページから18ページをご覧ください。この
要綱は、久喜市立小・中学校事務共同実施運営規程第９条の規程に基
づき、運営規程の運用に係る必要な事項を定めるものでございます。
　初めに、全体の構成でございますが、全９条並びに附則で構成され
ております。まず、第１条に本要綱を制定する趣旨について規定して
ございます。次に、第２条において、久喜市立小・中学校事務ネット
ワークの主な事業内容について、第３条において、学校事務ネット
ワークの拠点校について、第４条において、連絡調整会議の構成員及
び学校事務ネットワーク事業の進め方について、第５条において、校
区学校支援事務室の班編成及び事業の進め方について、第６条におい
て、月２回の運営会議、他校兼務による事務処理等及び校区学校支援
事務室の業務とその報告について定めております。
　以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【議案質疑】

柿沼教育長 　議案第15号について、質疑をお受けいたします。
　坪井委員。

坪井委員 　第８条の第２項の文書の持ち出しの件につきまして、いろんな重要
文書等を会場に持っていくという状況があろうかと思いますが、その
文書等の紛失を避ける手立て等は何か考えているのでしょうか。今ま
でもいろんなところで重要な書類を、あるいはパソコン等を置き忘れ
たりして問題になっているケースも多い観点から、そのような文書を
持ち出すことについて、何か手立て、あるいはやってはいけない行為
等を考えているのでしょうか。

柿沼教育長 　参事兼指導課長。
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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

参事兼指導課長 　こちらの運営につきましては、既に合併のときからこの作業は実際
行われているものでございます。今回このように要綱、規程として定
めたものでして、実際にはもう既に行われていることということで、
その中でこの運営協議会の中の一つのものの中に、ただ事務的な作業
だけでなくて、研修とか、この組織のあり方とか、そういうことを相
互確認しながら、この作業を進めているということがございますの
で、その中でただいま委員さんがおっしゃられたような文書等の扱い
については、それぞれが確認しながら事故がないように進めていると
ころでございます。特に、新たに要綱とか規則とかで、それについて
定めるということはございません。

柿沼教育長 　文書持出簿はここにあるとおりなので、18ページの様式で確認をし
ておきます。それで返却を確認するということです。

坪井委員 　書類の持ち運びをして業務を行うに当たって、そういうものを持ち
出していく場合には、途中の寄り道とかは禁止するといったことに
なっているのでしょうか。

柿沼教育長 　それは当然のことですのでね。

坪井委員 　当然その規程はあるわけですか、それともないですか。

柿沼教育長 　規程がある、なしというか、もう当然のことですのでね。

坪井委員 　当然のこととして信用しているということですか。そういうものを
持ったときは、例えば何かで規定しているとかはないのですか。

柿沼教育長 　寄り道するなとかですか。

坪井委員 　例えば、お店に寄るとか、何かの使いをしていくとかということは
してはいけないとかいうのは、決まりはないのですね。

柿沼教育長 　決まりがないというか、当然のことですので。

坪井委員 　当然の守り事としてですか。

柿沼教育長 　守るべきことであって、公務中ですから、ただ私用で寄ることはま
ずできませんのでね。

坪井委員 　そういうときにうっかり車の中へ書類を忘れたという危険性がある
わけなので、そういうものはもう自己判断ということですか。
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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

柿沼教育長 　自己判断というか、それはしてはいけないことですのでね。
　よく報道等にあるのは帰宅途中に買い物に寄るとか保育所に寄ると
か、そのときに車を狙われてバッグが奪われて、その中に文書がある
ということはありますけれど、これはあくまで例えばＡ校からＢ校へ
移動するわけですから、その途中に買い物に寄るとかということは、
それはもうそれ自体が公務員としての職務専念に違反するわけですか
ら、あえてそういうのを規則で定める必要はないということの理解で
いいですかね。

参事兼指導課長 　はい。委員さんがご心配のことがないように、またこの会議で再度
書類等の扱いについて十分注意するようにということで、お話しして
いきたいと思います。

柿沼教育長 　よろしくお願いします。
　ほかにございますでしょうか。

〔「ありません」と言う人あり〕

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15号　久喜市立小・中学校
事務共同実施運営規程の運用に係る要綱について」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。

柿沼教育長 　続きまして、議案第16号を上程し、これを議題といたします。
　議案書の19ページをご覧ください。

柿沼教育長 　議案第16号について、提案理由の説明を求めます。

柿沼教育長 　教育副部長兼教育総務課長。

教育副部長兼
教育総務課長

　議案第16号　久喜市スポーツ推進計画策定庁内会議規程の一部を改
正する訓令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。
　久喜市スポーツ推進計画策定庁内会議規程の一部を、別紙のとおり
改正したいので、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、生涯学習課長よりご説明申し上げま
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

柿沼教育長 　参事兼生涯学習課長。

参事兼生涯学習課長 　議案書20ページをご覧ください。併せて参考資料２ページもご覧い
ただきたいと存じます。久喜市スポーツ推進計画策定庁内会議規程の
一部を改正する訓令でございます。久喜市スポーツ推進計画の策定に
つきましては、必要な事項を協議し、計画の原案を策定するため庁内
会議を設置しております。庁内会議のメンバーは、関係部署の課長職
にお願いしているところでございますけれども、平成28年４月の組織
改正によりまして、市の公園施設を所管する建設部の都市整備課が都
市整備課と公園緑地課に分割されます。公園施設を所管する部署が公
園緑地課に変更になることから、別表、建設部の項中、都市整備課長
を公園緑地課長に改めるものでございます。
　ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

【議案質疑】

柿沼教育長 　議案第16号について、質疑をお受けいたします。

〔「なし」と言う人あり〕

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16号　久喜市スポーツ推進
計画策定庁内会議規程の一部を改正する訓令について」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。

柿沼教育長 　続きまして、議案第17号を上程し、これを議題といたします。
　議案書の21ページをご覧ください。

柿沼教育長 　議案第17号について、提案理由の説明を求めます。

柿沼教育長 　教育副部長兼教育総務課長。

教育副部長兼
教育総務課長

　議案第17号　久喜市教育委員会事務局職員人事評価実施規程につい
てにつきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
　久喜市教育委員会事務局職員人事評価実施規程を、別紙のとおり制
定したいので議決を求め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

教育副部長兼
教育総務課長

　議案の内容につきましては、私よりご説明申し上げます。
　議案書の21ページをお開きください。まず初めに、久喜市では人事
評価制度につきましては、平成25年度より試行的に実施してまいりま
した。このたび、地方公務員につきましては、能力と実績に基づく人
事管理の徹底を図ることを目的とした人事評価制度を導入するため、
地方公務員法の一部が改正され、本年４月より施行されることとなり
ました。久喜市においても市職員の人事評価制度を導入するため、久
喜市職員人事評価実施規程を制定したところでございます。行政委員
会である教育委員会につきましても、市と同様に事務局職員の人事評
価制度の導入が必要であることから、市の規程を例として制定するも
のでございます。
　次に、教育委員会の規程についてでございます。この規程につきま
しては、第１条と第２条で構成をされています。第１条につきまして
は、規程の趣旨について、第２条では、教育委員会事務局職員の人事
評価に関しては、市の規程の例によると規定してございます。
　附則でございますが、この訓令は平成28年４月１日から施行するも
のでございます。
　それでは次に、市の規程についてご説明を申し上げます。参考資料
の久喜市職員人事評価実施規程をご覧いただきたいと存じます。ま
ず、第１条の目的でございます。職員の能力や業績などにより適正な
人事管理を図ることを目的として規定をしてございます。
　次に、第２条の定義でございます。今規程に掲げる用語の定義を規
定してございます。
　次に、第３条、被評価者の範囲でございます。人事評価の対象者を
一般職員とする旨、規定してございます。

　次に、第４条、一次評価者、二次評価者及び確認者でございます。
ここでは一次、二次評価者、確認者について規定してございまして、
７ページの別表の示すとおりとなってございます。
　また、戻っていただきまして、次に第５条、評価者研修の実施でご
ざいます。評価者の評価能力の向上のため研修を実施する旨、規定し
てございます。
　次に、第６条、人事評価の期間でございます。評価の区分とそれぞ
れ評価実施期間を規定してございます。
　次に、第７条、人事評価における点数の付与等でございます。人事
評価に当たっては、評価項目、業務目標の評価結果に応じた点数を付
与する旨、規定してございます。
　次に、第８条、業務目標等の確認及び調整でございます。一次評価
者の役割として、被評価者である職員の業務目標等の確認や調整を行
う旨、規定してございます。
　次に、第９条の本人評価でございます。一次評価者が評価を行う際
に、評価の参考とするため、被評価者である職員に本人評価を行わせ
る旨を規定してございます。
　次に、第10条、面談、評価の実施及び結果の開示でございます。こ
こでは一次評価者の面談等による評価の実施方法や二次評価者による
審査、調整、評価、確認等の実施方法、被評価者に対する評価結果の
開示等について規定してございます。
　次に、第11条、職員の移動または併任への対応でございます。職員
の移動や併任に際し、評価の引継等について適切に措置を講じる旨を
規定してございます。
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審　議　会　等　会　議　録

教育副部長兼
教育総務課長

　次に、第12条、人事評価記録書の保管でございます。人事評価記録
書の保管について規定してございます。
　次に、第13条の人事評価の結果の活用でございます。人事評価の結
果につきましては、職員の任用、給与、分限、人材育成、その他人事
管理の基礎として活用する旨を規定してございます。
　次に、第14条、評価に対する苦情等でございます。人事評価の結果
に対し、被評価者である職員本人に不服があった場合の取り扱いにつ
いて規定してございます。
　次に、第15条の連絡調整会議の設置でございます。本制度の円滑な
運用及び公務能率の向上のための連絡調整会議を設置する旨、規定し
てございます。
　最後に、第16条、委任でございます。本規程に定めるもののほか必
要な事項については、市長が別に定める旨、規定してございます。
　以上、全16条により構成されておりまして、附則にございますとお
り、教育委員会及び市の規程ともに平成28年４月１日から施行するも
のでございます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【議案質疑】

柿沼教育長 　議案第17号について、質疑をお受けいたします。
　坪井委員。

坪井委員 　教育委員会の事務局職員の人事評価について、別表にあります一次
評価者や二次評価者、確認者等は載っていますけれども、読み替えの
形をとらないで、この形でいくのでしょうか。

柿沼教育長 　教育副部長兼教育総務課長。

教育副部長兼
教育総務課長

　評価者につきましては、読み替え規定を適用せず、この確認者等で
実施をしていく形でございまして、現在、試行的に行っているものに
ついてもそのような形で実施しているということでございます。確か
に委員さんおっしゃるとおり、読み替え規定で教育長ですとか、そう
いうことがあるのですけれども、教育委員会の職員については、一般
職と同じように確認を行うという形で、これまでやってきているとい
うこともありまして、この要綱に規定された形で実施するということ
でございます。

柿沼教育長 　よろしいですか。
　ほかにございますか。
　鹿児島委員。

鹿児島教育長
職務代理者

　第13条に、「人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その
他の人事管理の基礎として」ということですが、基礎として活用する
というのは具体的にどのぐらいのものになるのでしょうか。

柿沼教育長 　教育副部長兼教育総務課長。
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審　議　会　等　会　議　録

教育副部長兼
教育総務課長

　委員さんのおっしゃるように人事管理の基礎としてということでご
ざいます。これまでは試行で行ってきたものを、今度は本格実施とい
うことになりまして、実際に給与につきましては勤勉手当に反映させ
るということで、それについてはどういう形で反映させていくかとい
うのは今後研究していくということで、まだ詳細には決まっておりま
せん。また、その人事管理、いわゆる昇任とか昇格、あとは異動の際
に、いわゆる業績評価とか能力評価がありますので、その結果に基づ
いて、異動にあたっては適正な配置に結び付けていくということで、
この基礎という形で使わせていただくことになっています。

柿沼教育長 　よろしいですか。

鹿児島教育長
職務代理者

　はい。

柿沼教育長 　ほかにございますか。

〔「なし」と言う人あり〕

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17号　久喜市教育委員会事
務局職員人事評価実施規程について」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。

柿沼教育長 　続きまして、議案第18号を上程し、これを議題といたします。
　議案書の23ページをご覧ください。

柿沼教育長 　議案第18号について、提案理由の説明を求めます。

柿沼教育長 　教育副部長兼教育総務課長。

教育副部長兼
教育総務課長

　議案第18号　平成28・29年度久喜市教育委員会研究委嘱についてに
つきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
　平成28・29年度久喜市教育委員会研究委嘱について、別紙のとおり
決定したいので、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、指導課長よりご説明申し上げます。
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審　議　会　等　会　議　録

柿沼教育長 　参事兼指導課長。

参事兼指導課長 　平成28・29年度久喜市教育委員会研究委嘱についてでございます。
久喜市教育委員会では、久喜市教育委員会研究委嘱事業要綱に基づ
き、学習指導要領の趣旨を生かした教育活動が展開されるよう、研究
委嘱によって喫緊の課題について研究を進めております。その研究の
成果を市内全校に広げるため、平成28・29年度の２カ年に市内小・中
学校に研究委嘱を行ってよいか伺うものでございます。研究委嘱校、
研究次第につきましては、議案書24ページをご覧ください。小・中一
貫教育につきましては、久喜南中学校、江面第一小学校、江面第二小
学校、清久小学校の久喜南中学校区の４校に、ＩＣＴを活用した教育
の実践につきましては本町小学校に、道徳教育につきましては久喜東
中学校と鷲宮小学校のそれぞれ小・中学校各１校に、人権教育につき
ましては菖蒲東小学校に、体力向上、健康教育につきましては砂原小
学校に、学習指導法の改善につきましては栗橋東中学校に、それぞれ
研究委嘱を行ってよいか伺うものでございます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【議案質疑】

柿沼教育長 　議案第18号について、質疑をお受けいたします。

〔「なし」と言う人あり〕

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18号　平成28・29年度久喜
市教育委員会研究委嘱について」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。

柿沼教育長 　続きまして、議案第19号を上程し、これを議題といたします。
　議案書の25ページをご覧ください。

柿沼教育長 　議案第19号について、提案理由の説明を求めます。

柿沼教育長 　教育副部長兼教育総務課長。

教育副部長兼
教育総務課長

　議案第19号　久喜市子ども読書活動推進計画（案）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。

－20－



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

教育副部長兼
教育総務課長

　久喜市子ども読書活動推進計画（案）について、別紙のとおり決定
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、中央図書館長よりご説明申し上げま
す。

柿沼教育長 　中央図書館長。

中央図書館長 　それでは、説明させていただきます。
　お手元にお配りしてございます子ども読書活動推進計画（案）の18
ページをご覧いただきたいと存じます。ここに記載されております家
庭・地域における読書活動の推進についての③乳幼児期の啓発の項目
の内容説明の箇所でございますが、当初は冒頭の２行のみということ
で、「子どもの年齢にふさわしい絵本をおはなし会等で保護者に紹介
し、本を介したコミュニケーションの重要性などを伝え、読み聞かせ
の習慣化を推進します」との記載でございましたが、おはなし会など
だけではなく、関係機関との連携も含めて、さまざまな機会を通して
絵本等を通じた読書活動の重要性について啓発していくべきであると
いうご意見を前回の定例教育委員会でいただきましたことから、後段
に追加いたしまして、「また、保健センターで実施される各種乳幼児
健診などのさまざまな機会を捉えて、良質な絵本の紹介、リストの配
布など、他機関との連携をしながら行うということで、乳幼児期の読
書活動を啓発します。」と加筆修正し、計画案とさせていただきまし
た。
　以上でございます。

【議案質疑】

柿沼教育長 　前回ご意見をいただいたところの修正を今説明していただきまし
た。
　議案第19号について、質疑をお受けいたします。

〔「ありません」と言う人あり〕

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19号　久喜市子ども読書活
動推進計画（案）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】
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柿沼教育長 　次の、議案第20号、第21号及び第22号につきましては、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20号を上程し、これを議題といたします。
　議案書の26ページをご覧ください。

柿沼教育長 　議案第20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 　次の議案第21号につきましては、事務局職員の人事案件であります
ことから、部長を除く事務局職員につきましては、退出をお願いいた
します。暫時休憩いたします。

柿沼教育長 　暫時休憩いたします。

〔休　　　憩〕

〔部長を除く事務局職員退出〕

〔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21号を上程し、これを議題といたします。
　議案書の56ページをご覧ください。

柿沼教育長 　議案第21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〕
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柿沼教育長 　次の議案第22号につきましては、中央公民館所管事務局職員の人事
案件でありますことから、副部長、中央公民館長の入室をお願いいた
します。暫時休憩いたします。

〔休　　　憩〕

〔副部長及び中央公民館長入室〕

〔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22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22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〕

【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。

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 　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。

〔休　　　憩〕

〔事務局職員入室〕

〔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５、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。
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教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、次回の定例会でございますが、４月28日木曜日はいかが
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〕

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、４月28日木曜日、時間は午後１時30分からということ
で、会場につきましては菖蒲コミュニティセンター　ボランティア
ビューロー　となっておりますので、よろしくお願いします。
　以上でございます。

柿沼教育長 　それでは、次回の定例会は、４月28日、木曜日。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。

【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３月定例会を閉議、閉
会といたします。
　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　４月２８日
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