
会 議 の 名 称 久喜市教育委員会平成２８年５月定例会

開 催 年 月 日 平成２８年５月２３日（月曜日）

開始・終了時刻 午後１時００分から午後１時２８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、真田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、丸山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　久喜市立小・中学校事務ネットワークの責任者等の指名に
　　　　　ついて

（４）議事

　　　議案第２５号　久喜市文化財保護審議会への諮問について

　　　議案第２６号　久喜市教育委員会所管の委員等の委嘱又は任命
　　　　　　　　　　について

（５）その他

　　　次回定例委員会について

配 付 資 料 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）

傍 聴 人 数 ０人

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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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。連休明けから夏を思わせるような天候でござ
いますけれども、今日も30度くらいということでございますが、懸案
でありましたエアコン、空調設備も順調に工事が進んでいまして、６
月に一斉稼働をするべく、今、準備をしているところでございます。
また、各学校では春の運動会、体育祭のシーズンでありまして、一昨
日の土曜日に市内の14校で体育祭、運動会がありまして、教育委員の
皆様方にもご出席をいただきましてありがとうございます。狩野委員
さんが少し遅れるということでございますが、ただ今よりはじめさせ
ていただきます。
　ただ今の出席者は、委員３名と私を含め４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５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、あらかじめ委員各位のお手元に配
布したとおりでございます。

【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。

【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】

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

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４月28日に開催
いたしました、平成28年４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　の１件でございま
す。

柿沼教育長 　それでは、「ア　久喜市立小・中学校事務ネットワークの責任者等
の指名について」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。

参事兼指導課長 　久喜市立小・中学校事務ネットワークの責任者等の指名についてで
ございます。平成28年４月１日施行されました久喜市立小・中学校事
務共同実施運営規程第４条第４項及び第５項に伴い、責任者等を決定
いたしました。本来ならば久喜市教育委員会平成28年４月定例会にお
きまして議決をいただき指名するものでございますが、平成28年度当
初人事異動により責任者等の決定が４月下旬となり、教育長決裁を
もって責任者等の指名を行ったものでございます。指名につきまして
は、教育長報告書１ページ、平成28年度久喜市立小・中学校事務ネッ
トワーク責任者等一覧をご覧ください。初めに、責任者として久喜小
学校、木村公一事務主幹を、次に副責任者として久喜地区、江面第二
小学校、岩﨑宏子事務主幹を、菖蒲地区、菖蒲東小学校、中島麻子事
務主幹を、栗橋地区、栗橋西中学校、大島富美江事務主幹を、鷲宮地
区、鷲宮東中学校、遠藤真二事務主幹を指名いたしました。
　次に、校区リーダーとして、久喜中学校区、久喜小学校、木村公一
事務主幹を、久喜南中学校区、久喜南中学校、米山京子事務主幹を、
久喜東中学校区、青葉小学校、野沢恵美子事務主幹を、太東中学校
区、太田小学校、蓮見友宏事務主任を、菖蒲中学校区、菖蒲中学校、
城田陽子事務主幹を、菖蒲南中学校区、菖蒲南中学校、関根葉末事務
主幹を、栗橋校区、栗橋西中学校、大島富美江事務主幹を、鷲宮中学
校区、鷲宮中学校、宮腰瑛里事務主事を、鷲宮東中学校区、鷲宮東中
学校、遠藤真二事務主幹を、鷲宮西中学校区、鷲宮西中学校、細井雅
美事務主幹を指名いたしました。
　以上でございます。どうぞ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。
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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

〔「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。

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25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25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25号　久喜市文化財保護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。
　文化財の活用について、別紙のとおり久喜市文化財保護審議会へ諮
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、文化財保護課長よりご説明申し上げま
す。

柿沼教育長 　文化財保護課長。

文化財保護課長 　議案第25号　久喜市文化財保護審議会への諮問についてにつきまし
て補足説明をさせていただきます。
　議案書の２ページをご覧ください。久喜市文化財保護審議会条例第
２条には、教育委員会が同審議会に諮問する内容が列記してありまし
て、その中の第６号に文化財の保存及び活用に関し必要と認める事項
とありますことから、今回はこの規定を活用して審議会の意見を求め
るものでございます。具体的には平成28年度新規設置の指定文化財説
明板の文章についてということで、市民の目に触れる指定文化財説明
板の文章につきまして、専門家の視点から幅広く調査、審議をしてい
ただき、正確でよりわかりやすい文章を作成して、新規設置に向けて
推進していきたいと考えているところでございます。よろしくご審議
のほど、お願い申し上げます。

【議案質疑】

柿沼教育長 　議案第25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

　これは、今まで説明板はなかったということですか、それとも、
あったものを新しくするということですか。
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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 　文化財保護課長。

文化財保護課長 　今回は新規設置ということで、全くないところに立てるということ
でございます。合併以降、順調に少しずつ付けていきまして、予算的
には今年度３件を予定しています。全体的には６割以上は大体立って
きていて、あとは、やはり所有者との関係で立てにくい場所とか、あ
るいは物がもうないとか、あるいは１回立てたのだけど、ちょっと外
してくれと言われたとか、そういうところも残ってきておりますの
で、10割というわけにはいかないとは思うのですが、限りなく10割に
近い形で説明板を今後も少しずつ立てていきたいと考えております。

柿沼教育長 　鹿児島委員。

鹿児島教育長
職務代理者

　６割ぐらいできてきたということですね。あと、一番新しい文化財
の指定について、合併になってからいっぱいあるのでしょうけれど
も、一番新しいのは何ですか。

柿沼教育長 　文化財保護課長。

文化財保護課長 　合併してからはまだ指定はございません。

鹿児島教育長
職務代理者

　指定はないのですね。わかりました。

柿沼教育長 　坪井委員。

坪井委員 　今回の諮問は、３件を一緒に行うわけですか。

柿沼教育長 　文化財保護課長。

文化財保護課長 　はい。３件ということで決裁を進めているところでございます。

柿沼教育長 　３件の内訳を、予定で良いですので教えてください。

文化財保護課長 　今、文化財保護課で考えているのが、西大輪神社に新しく県の指定
になりました砂丘、西大輪砂丘、これが昨年度の３月に新たに県指定
を受けましたので、ここについては早く立てたいということで考えて
おります。
　それから、もう一つが、同じく西大輪神社を基点に行っています
が、獅子舞ささら、これもまだ看板が立っておりませんので、西大輪
神社に合わせて２つを立てたいということで、今、所有者である雷電
社と協議をしているところでございます。
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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

文化財保護課長 　それから、もう一点が、鷲宮の正蓮寺というところにあります銅造
阿弥陀仏像、これについてもまだ看板がなくて、昨年度に実は立てる
ということでちょっと予定しておったのですが、本堂の改修が行われ
るということで、本堂の改修を待ってから立てようということで今年
度に予定しています。この３件を本年度予定しているところでござい
ます。

柿沼教育長 　ほかによろしいでしょうか。

〔「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25号　久喜市文化財保護審
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26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〕

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。

－6－



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 　それでは、議案第26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。

柿沼教育長 　議案第26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 　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。

教育副部長兼
教育総務課長

　次回の開催の予定でございますが、第４水曜日ということで、６月
22日水曜日の午後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。

〔「異議なし」と言う人あり〕

柿沼教育長 　それでは、次回の定例会は、６月22日、水曜日。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５月定例会を閉議、閉
会といたします。
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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

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　６月２２日
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