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久喜市教育委員会令和４年２月定例会 

 

開催月日 令和４年２月２４日（木曜日） 

開催場所 鷲宮総合支所３階 庁議室１・２ 

開会時刻 午前１０時００分 

閉会時刻 午前１０時５８分 

 

久喜市教育委員会令和４年２月定例会議事日程 

第 １ 署名委員の指名 

    書記の指名 

    会議時間の決定 

第 ２ 前回会議録の承認 

第 ３ 教育長報告 

    ア 令和４年度久喜市一般会計補正予算（第１号）（案）に係る意見聴取について 

    イ 久喜市スポーツ推進審議会の答申について 

第 ４ 議事 

    議案第 ７号 第２期久喜市スポーツ推進計画（案）について 

    議案第 ８号 久喜市私立幼稚園施設整備費等補助金交付要綱の一部を改正する 

           告示について 

    議案第 ９号 久喜市私立幼稚園児健康診断補助金交付要綱の一部を改正する告 

           示について 

    〔追加項目〕 

    議案第１０号 久喜市立小・中学校県費負担教職員の人事に関する内申について 

第 ５ その他 

    次回定例会について 

配布資料 議案書、議案参考資料、追加議案書、教育長報告 

会議の公開・非公開 一部非公開（人事案件のため） 
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教育長及び出席委員 ４名 

  教育長  柿 沼 光 夫       教育長職務代理者  諸 橋 美津子 

  委 員  山 中 大 吾            委 員  小野田 真 弓 

 

欠席委員 なし 

 

事務局 

  教育部長       野 原   隆 

  教育部副部長     吉 澤   勉 

  参事兼教育総務課長  榊 原 俊 彦 

  参事兼指導課長    川羽田 恵 美 

  参事兼中央公民館長  須 田   諭 

  学務課長       関 口 智 彰 

  学校給食課長     折 原   誠 

  生涯学習課長     坂 東 勝 則 

  文化財保護課長    堀 内 謙 一 

  スポーツ振興課長   鈴 木 洋 寿 

 

  教育総務課 

  課長補佐兼係長    森 田 和 美 

  担当主査       関 口 慎 吾 

 

傍聴者 なし 
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               午前１０時００分 

    ◎開会の宣言 

○教育長（柿沼光夫） 皆さん、おはようございます。２年以上にわたります新型コロナウ

イルス感染症でございますが、第６波におきましても新たな感染者は減少傾向にあると

言われておりますが、まだまだ収束を見通せる状況ではないと考えます。そのようなこと

から、今年度の卒業式についても、時間の短縮、参加者の人数制限等の感染対策を講じて

の実施となります。 

  このような中、世界的にはポストコロナ、ウィズコロナ時代を見据えた社会の在り方が

模索されています。教育委員会といたしましても、このことを踏まえ、ポストコロナにお

ける教育の在り方、学びの在り方を検討しているところでございます。 

  それでは、早速ではありますが、始めさせていただきます。 

  ただいまの出席者は、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令和４年２月定例会

を開会いたします。 

    ◎開議の宣告 

○教育長（柿沼光夫） これより直ちに本日の会議を開きます。 

    ◎議事日程の報告 

○教育長（柿沼光夫） 本日の議事日程につきましては、当初議案３件、教育長報告２件の

審議、報告等を予定しておりましたが、議案１件の追加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〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  それでは、議案第 10号 久喜市小・中学校県費負担教職員の人事に関する内申につい

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 

○教育長（柿沼光夫） 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、山中委員と小野田委員にお願いいたします。 

    ◎会議録作成者の指名 

○教育長（柿沼光夫） 会議録作成者は、教育総務課、関口担当主査にお願いします。 

    ◎会議時間の決定 

○教育長（柿沼光夫） 会議時間につきましては、本日の日程が全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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○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、本日の日程が全て終了するまでといたします。 

    ◎前回会議録の承認 

○教育長（柿沼光夫） 日程第２、前回会議録の承認を求めます。 

  令和４年１月 24 日に開催いたしました令和４年１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〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、会議録につきましてはご承認いただきました。 

  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、お手元の日程のア及びイの２件でございます。 

    ◎教育長報告 ア 

○教育長（柿沼光夫） 初めに、ア、令和４年度久喜市一般会計補正予算（第１号）（案）

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。 

  教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（榊原俊彦） それでは、教育長報告アの令和４年度久喜市一般会計

補正予算（第１号）（案）に係る意見聴取につきましてご説明申し上げます。 

  このたびの補正予算案につきましては、久喜市議会２月定例会に提案されているもの

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条の規定に基づき、教

育に係る部分につきまして、１月 27日付で梅田市長より意見聴取の諮問があり、回答期

限が同日となってございましたことから、教育長専決にて原案に同意する旨、答申させて

いただいたものでございます。 

  それでは、補正予算（案）につきましてご説明させていただきます。お配りしておりま

す別冊資料の令和４年度久喜市一般会計補正予算（第１号）を御覧ください。初めに、教

育総務課が所管する補正予算（案）でございます。 

  補正予算書の 14ページをお開きください。10款教育費、２項小学校費、１目学校管理

費、小学校維持管理事業、補正額 6,577万 7,000円の増額でございます。内訳でございま

すが、初めに 10節需用費 1,214万 2,000円の増額でございます。内容といたしましては、

各小学校における施設設備等の修繕を実施するための費用でございます。 

  次に、12節委託料 679万 2,000円の増額でございます。内容といたしましては、新型

コロナウイルス感染症の感染防止対策として、来年度に大規模改造工事を予定しており

ます栗橋小学校及び休校を予定しております上内小学校を除く小学校のうち、トイレ洋

式化率が 40％未満の小学校９校について、洋式化率が 40％に達するよう、和式便器の一

部を蓋つきの洋式便器に改修するための設計業務委託料でございまして、新型コロナウ
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イルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施する予定でございます。そのほか、

本町小学校普通教室棟屋上防水改修工事設計業務委託料に関するものでございます。 

  次に、14節工事請負費 4,684万 3,000円の増額でございます。主な内容といたしまし

ては、先ほど委託料でご説明いたしました小学校９校のトイレ改修工事と本町小学校普

通教室棟屋上防水改修工事の費用でございます。 

  続きまして、16 ページから 19 ページでございます。３項中学校費、１目学校管理費、

中学校維持管理事業、補正額 4,802 万 8,000 円の増額でございます。内訳でございます

が、初めに 10節需用費、628万 8,000円の増でございます。内容といたしましては、各

中学校における施設設備等の修繕を実施するための費用でございます。 

  次に、12節委託料 391万 4,000円の増額でございます。内容といたしましては、小学

校と同様に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたしまして、ト

イレの洋式化率が 40％未満の中学校５校について、和式便器の一部を蓋つきの洋式便器

に改修するための設計業務委託料でございます。 

  最後に、14節工事請負費 3,782万 6,000円の増額でございます。主な内容といたしま

しては、先ほど委託料でご説明いたしました中学校５校のトイレ改修工事の費用でござ

います。 

  以上が教育総務課が所管する補正予算の概要でございます。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） 続きまして、教育長報告アのうち学務課の所管部分につきまして

ご説明をいたします。 

  補正予算書の 18ページ、19ページをお開きいただきたいと存じます。一番下のところ

にありますが、10款教育費、４項幼稚園費、１目幼稚園費、事業番号５、幼稚園運営事業

25 万 4,000 円の増額でございます。こちらにつきましては、新型コロナウイルス感染症

対策のため、次亜塩素酸による除菌が可能な空気清浄機を購入するための費用でござい

まして、国から交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し

て購入する予定でございます。 

  学務課からの説明は以上でございます。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） 教育長報告アのうち指導課に関連するものといたしまし

て、予算書 16、17ページを御覧ください。10款教育費、２項小学校費、３目学校管理費、

事業番号３番、情報教育機器維持管理事業、17節備品購入費、02機械器具費、ＯＡ機器、

補正額 3003万円の増額でございます。こちらは、大型提示機を小学校の特別教室に１校

当たり２台ずつ、計 42台配置するものでございます。特別教室につきましては、１校当

たり６台の整備を国から示されておりますが、残りの台数につきましては令和５年度当

初予算以降で計画的に整備したいと考えております。 

  次に、予算書 18、19ページをお開きいただきたいと存じます。10款教育費、２項中学
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校費、３目学校管理費、事業番号３番、情報教育機器維持管理事業、12節委託料、11業

務委託料、01ＯＡ機器設定業務委託料、補正額 19万 5,000円の増額でございます。令和

４年度児童生徒の増に伴い、児童生徒用端末から転用する指導者用端末が減少し、端末の

不足が生じることから、追加整備する指導者用タブレット端末の設定に係る業務でござ

います。こちらにつきましては、3,000円掛ける 59台掛ける 1.10の積算になっておりま

す。 

  事業番号、同じく 17節備品購入費、02機械器具費、01ＯＡ機器、2,609万 1,000円の

増額でございます。内訳でございますが、指導者用タブレット端末が７万 1,500円掛ける

59 台掛ける 1.10 の 464 万 350 円、大型提示機が中学校の特別教室に１校当たり３台ず

つ、計 30台配置するもので、65万円掛ける 30台掛ける 1.10の 2,145万円の予算となり

ます。大型提示機につきましては、こちらも小学校と同様、特別教室につきましては１校

当たり６台の整備を国から示されておりますが、残りの台数につきましては令和５年度

当初予算以降で計画的に整備したいと考えております。 

  指導課からは以上でございます。 

○教育長（柿沼光夫） ただいま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〕 

○教育長（柿沼光夫） 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。 

    ◎教育長報告 イ 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、イ、久喜市スポーツ推進審議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、スポーツ振興課長よりご説明いたします。 

  スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（鈴木洋寿） それでは、教育長報告イ、久喜市スポーツ推進審議会の

答申についてご説明申し上げます。 

  教育長報告１ページ、答申の写しでございます。久喜市スポーツ推進計画につきまして

は、現在の第１期計画の計画期間が令和３年度までとなっていることから、今年度は令和

４年度からの第２期計画の策定年度となっていたところでございます。このため、令和３

年５月 21日開催の第１回スポーツ推進審議会に第２期スポーツ推進計画の策定について

諮問したところでございます。 

  その後、３回の会議において基礎案を審議し、11月 15日に開催された第４回会議でま

とまった計画素案により、令和３年 12月１日から翌令和４年１月７日の期間でパブリッ

クコメントを行いました。そして、意見等に基づく修正を行った最終案について、令和４

年２月 17日の第５回審議会において本計画について適当との答申をいただきましたので、

ここに報告するものでございます。 

  以上でございます。 

○教育長（柿沼光夫） ただいま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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               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 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。 

  以上で教育長報告を終了いたします。 

  日程第４、議事に入ります。 

    ◎議案第７号 

○教育長（柿沼光夫） 初めに、議案第７号を上程し、これを議題といたします。 

  議案書の１ページを御覧ください。議案第７号について提案理由の説明を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（野原隆） 議案第７号 第２期久喜市スポーツ推進計画（案）につきまして、

提案理由の説明をさせていただきます。 

  第２期久喜市スポーツ推進計画（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、スポーツ振興課長よりご説明申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（鈴木洋寿） それでは、議案第７号 第２期久喜市スポーツ推進計画

（案）についてご説明申し上げます。 

  ページ数が多いことから、議案参考資料に基づき概要をご説明させていただきます。 

  議案参考資料の１ページからになります。まず、本計画の目的でございますが、少子高

齢化など社会構造や生活環境の大きな変化の中で、健康の維持やコミュニティの形成な

どの面において、スポーツの果たす役割はますます重要となっていること、また平成 29

年３月に策定した久喜市スポーツ推進計画の計画期間が令和３年度をもって満了するこ

とを受け、引き続きスポーツへの多様な関わり方を通じて市民が生涯にわたってスポー

ツに親しむことができる環境を整えていくため、本計画を策定するものでございます。 

  次に、計画期間につきましては、令和４年度から８年度までの５年間、根拠法令はスポ

ーツ基本法第 10条第１項でございまして、これは市町村の努力義務として策定が求めら

れているものでございます。 

  次に、４、第２期計画におけるスポーツの概念でございます。本計画におけるスポーツ

に含まれるものとして、法の考え方と同じく、競技としてのスポーツだけでなく、健康増

進のために行う運動やレクリエーション活動、さらに日常の中での通勤・通学や、仕事・

家事の合間の簡単な運動なども幅広く含むものと捉えております。計画案の４ページに

こちらを図式化したものを挙げさせていただいております。 

  そして、次の計画案の５ページにもあるのですが、スポーツとの関わり方について、す

るだけでなく、様々な関わり方があることを記載しております。第２期計画案の新たな視

点として、つくる、はぐくむスポーツが加わっております。これは、共生社会を見据えて、

誰もが参加しやすいよう、状況に応じてルールなどを見直す活動をするといった考え方

でございまして、全ての人が様々な形でスポーツに関わることで、スポーツの楽しさ、価
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値を共有することができることを期待しております。 

  次に、概要版の５、計画案ですと６ページから７ページになりますが、久喜市健幸・ス

ポーツ都市宣言との関わりでございます。令和２年３月８日に実施された宣言の趣旨と

本計画との関連性・位置づけを掲載しております。健幸は、誰もが輝き、健やかで幸せな

生活ができるまちを実現することであり、このための大きな手段として運動やスポーツ

があると定義しております。本計画は、健康づくり推進のための他の計画と等しい立ち位

置で、運動・スポーツの側面から市民の健康づくりを支えていく計画であることを示して

おります。 

  次に、概要版の６、本計画とＳＤＧｓについて、計画案ですと８ページになります。久

喜市では、令和３年７月に久喜市ＳＤＧｓ取組方針を定め、全庁的に推進しているところ

でございます。本計画におきましても、４つのゴールを定め、協働による持続可能なまち

づくりの一端を担うことを記載しております。 

  次に、概要版の２ページになります。７、本市のスポーツの主な現状と課題でございま

す。計画案では 10ページから 31ページになります。まず、スポーツ実施率でございます

が、令和２年度のアンケート調査では 53.4％となり、平成 27 年度の 50.3％から上昇し

ておりますが、計画目標の 65％には届かなかったこと、また運動しない理由として、年

をとったから、忙しくて時間がないから、機会がなかったという意見が多かったことを挙

げております。 

  次に、児童生徒のスポーツ実施状況でございますが、運動、スポーツが好きな児童生徒

の割合でございます。小学生は 90.2％、中学生になると 70.2％になることを挙げており

ます。 

  （３）、スポーツ施設の利用状況につきましては、計画案の 25、26ページに令和２年度

の利用者数を掲載しております。こちらは、令和元年度までは増加傾向で推移していたの

ですが、令和２年度以降は低下しております。利用者数を今後戻していくことが課題と捉

えているところでございます。 

  （４）、こうしたアンケートから見える久喜市の主な課題については３点挙げさせてい

ただいております。１点目として、スポーツ実施率に関しては、スポーツの定義が広いこ

とや、空いた時間に気軽に取り組める運動の情報について効果的に発信する方法を検討

する必要があること、２点目として、子供たちには体力向上に偏ることなく、運動体験が

生涯スポーツへとつながるよう、スポーツに親しめる環境づくりをしていく必要が今後

あること、３点目として、スポーツを行う場に関しては、スポーツ施設や社会体育施設、

学校体育施設について、より多くの市民が利用できるような方策を検討し、また適切な施

設整備を検討していく必要があることを挙げさせていただいております。 

  次に、概要の３ページ、計画案ですと 34ページになります。計画の基本理念でござい

ます。第１期計画と同じく、「いつでも・どこでも・だれでも・いつまでもスポーツを 生

涯スポーツ推進のまち・久喜市」とするものでございます。 
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  基本目標については３点ございます。このうち基本目標１、成人の週１回以上のスポー

ツ実施率と基本目標３、学校開放施設の利用者数と公共スポーツ施設の利用者数につい

ては、第１期計画と同じでございます。 

  基本目標の２につきましては、第１期計画では新体力テストの成績がよい児童生徒の

割合としておりましたが、審議会の意見を踏まえ、スポーツが好きな子供たちを目指して

生涯スポーツにつなげていく観点から、運動・スポーツが好きな児童生徒の割合に目標を

変更したところでございます。目標値につきましては記載のとおりでございます。現状か

ら見ると目標が高いのではといったご意見もございましたが、記載のとおりまとまった

ところでございます。 

  次に、概要版の４ページ、計画案ですと 36ページから 46ページでございます。３つの

基本目標を達成するための施策、取組みでございます。概要版には、第２期計画から新た

に追加されたものを中心に挙げさせていただきました。 

  最後に、概要版４ページの 11、計画案では 48ページから 50ページにあります計画の

推進体制・進行管理について、記載のとおりとし、51 ページ以降につきましては令和２

年度に実施したアンケート調査の結果を掲載し、全体の計画案とするものでございます。 

  以上でございます。 

○教育長（柿沼光夫） 議案第７号について質疑をお受けいたします。 

  諸橋委員。 

○委員（諸橋美津子） 基本目標やスポーツに対する取組み、ＳＤＧｓとも絡めて力を入れ

たいということが分かるのですけれども、計画案の 116ページにあるように健幸・スポー

ツ都市宣言をしたことを知っていますかというアンケートの中で知らなかった割合とい

うのがすごく高いようです。ですので、もう少し取組み自体を強化されるともっといいの

かなと思っています。期待しております。 

○教育長（柿沼光夫） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（鈴木洋寿） おっしゃられたとおり、久喜市健幸・スポーツ都市宣言

を知らないという方が多い状況でございます。令和２年度から看板を掛けたりロゴマー

クを掲げたりといった啓発をしてきたのですが、まだまだ周知が弱いという部分がござ

います。令和２年度、令和３年度と、新しい事業、例えば動画を使った情報発信ですとか、

フェンシングの体験イベント、手話ダンスのオンラインイベントなどを実施してきまし

たが、大規模なイベントではなかったので、あまり宣伝できていないところではあります。

今後考えておりますのは、ただ単にロゴマークとか看板とか、そういうことではなく、市

役所全体で取り組んでいるということがわかるように、高齢者を対象としたものであっ

たり、保健センターで行っている運動だったりといった事業も、都市宣言に関わる事業な

のですよということを事業と併せて周知していく、今後新しい事業をやるときには、併せ

て都市宣言をＰＲしていくということを念頭に置きながら取り組んでいけたらと考えて

おります。 
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○教育長（柿沼光夫） ほかにございますか。 

  山中委員。 

○委員（山中大吾） 今後新しいスポーツ施設を造っていく計画で、スケートボードパーク

みたいなものができるようなお話も耳にするのですが、それは本当に行っていくのか、そ

してまた新たな施設を造っていくにあたって、どのような形で決まっていくのか、市議会

議員さんからの要望なのか、それとも市民にアンケートを取った結果の上で、そういう施

設を造っていくのか、方向性を教えてください。 

○教育長（柿沼光夫） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（鈴木洋寿） 新しいスポーツ施設の要望の中で、スケートボードパー

クやバスケットボールのスリー・オン・スリーといったストリートスポーツも含めて、

様々なご要望が上がってきているところでございます。市議会２月定例会で議案が可決

されますと令和４年度からスポーツ振興課は市長部局に行きますけれども、その中の総

合運動公園の見直しという部分の中で先ほどおっしゃったような施設については検討さ

れていく予定でございます。 

  その他、硬式の野球場、サッカー場、ラクビー場など、久喜市は専用のグラウンドがご

ざいませんので、そういったことも課題としてあるのですけれども、そういった施設にな

ってきますと、新たに土地をどこか見つけて造るというのは、費用的にも、また場所的に

も難しいところでございますが、審議会もございますので、様々なところでお話を聞きな

がら検討していくことになると考えております。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにございますか。 

  市議会の２月定例会で審議をいただいて、スポーツ事業が市長部局に移行するという

ことですけれども、この基本目標の２の部分というのは、具体的にどういうふうな扱いに

なるのか説明してもらえますか。 

○スポーツ振興課長（鈴木洋寿） 学校体育という部分を前回の計画の中でも入れさせてい

ただいておりまして、今回スポーツ推進審議会の中に校長会の委員さんがおりますので、

そちらの意見も踏まえて今回も入れさせていただいた経緯がございます。この計画は、久

喜市と久喜市教育委員会の計画となっておりますので、スポーツが好きな子の割合を増

やす取組みなどを、学校も含めて全体で考えながら取り組むことになると思いますけれ

ども、位置づけとしては、教育委員会が中心になっていただく目標ということで挙げさせ

ていただいたところでございます。 

○教育長（柿沼光夫） 分かりました。連携がうまくいくようにお計らいいただければと思

いますので、よろしくお願いします。 

  ほかにありますか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 特にないようですので、以上で質疑を打ち切ります。 

  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。 
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               〔「異議なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第７号 第２期久喜市スポーツ推進計画（案）については、全員の賛成を

いただきましたので、原案どおり可決いたしました。 

    ◎議案第８号 

○教育長（柿沼光夫） 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。 

  議案書の２ページを御覧ください。議案第８号について提案理由の説明を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（野原隆） 議案第８号 久喜市私立幼稚園施設整備費等補助金交付要綱の一部

を改正する告示について、提案理由の説明をさせていただきます。 

  久喜市私立幼稚園施設整備費等補助金交付要綱の一部を別紙のとおり改正することに

ついて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。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） それでは、議案第８号 久喜市私立幼稚園施設整備費等補助金交

付要綱の一部を改正する告示につきましてご説明申し上げます。 

  議案書の２ページをお開きください。併せまして、議案参考資料の５ページ目、新旧対

照表がございますので、こちらを御覧いただければと存じます。今回の改正につきまして

は、久喜市補助金等の見直し方針に基づきまして、市税の滞納がないこととする要件を補

助金交付要綱に明記するべきとの指摘を市長部局から受けましたことから、所要の改正

を行うものでございます。 

  それでは、改正内容につきまして順次ご説明申し上げます。なお、条番号の繰下げの改

正がありますことから、新旧対照表に沿ってご説明をさせていただきます。 

  まず、第２条でございます。新設する改正後の第３条におきまして、市内に所在する私

立幼稚園との規定を行いますことから、文言の整理を行うものでございます。 

  次に、第３条でございます。補助対象を明確にするため、第３条を新設し、第１号とし

て、市内に所在する私立幼稚園であること、第２号として、市税を滞納していないことを

規定するものでございます。 

  次に、改正後の第４条から第６条につきましては、第３条の新設に伴い、これまでの条

番号が１つずつ繰り下がるものでございます。内容の変更はございません。 

  次に、改正後の第７条につきましては、条番号を１つ繰り下げるとともに、第３条の規

定を満たしているかどうかを確認するため、市税の納付状況等を確認する規定を追加す

るものでございます。 

  次に、新旧対照表の６ページを御覧いただきたいと存じます。改正後の第８条から第 10

条につきましては、同じく条番号の繰下げでございます。なお、改正後の第９条におきま

しては、第１号中に改正前の第３条を参照する規定がありますことから、こちらにつきま
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しても１つ繰下げて第４条と改正するものでございます。 

  次に、同じく見開きページですが、新旧対照表の７ページを御覧いただきたいと存じま

す。補助金の交付申請書であります様式第 1号につきまして、申請者の押印を省略し、条

番号を改正後のものに整理するとともに、中段あたりですが、「なお、申請に当たっては

市が市税の納付状況等を確認することに同意します。」という文言を加える改正を行うも

のでございます。 

  次に、新旧対照表の８ページ、９ページを御覧いただきたいと存じます。８ページに記

載しております様式第２号、また９ページに記載しております様式第３号につきまして

も、同様に様式中の条番号を改正後のものに整理するものでございます。 

  以上が議案第８号 久喜市私立幼稚園施設整備費等補助金交付要綱の一部を改正する

告示につきましての説明でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたし

ます。 

○教育長（柿沼光夫） 議案第８号について質疑をお受けいたします。 

  山中委員。 

○委員（山中大吾） 市税を滞納していないことという内容を今回明記していますけれども、

今までは滞納していても交付していたということなのですか。それとも、今までも市税の

滞納がないことを確認するような取り扱いはしていたけれども、それが明確になってい

ないから今回載せたということなのか、教えてください。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） 実務上は、実際に申請を受けたときに私どものほうが口頭で市税

の滞納がないか確認をさせていただいてはおったのですが、その根拠がきちんとしてい

ないということで、それを明記するべきという指摘を受けましたことから、今回改正をさ

せていただくところでございます。 

○教育長（柿沼光夫） 山中委員。 

○委員（山中大吾） では、もし滞納していた場合は交付していなかったということでよろ

しいでしょうか。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） その場合は、教育委員会内での協議という形にはなろうかと思い

ますが、交付するのに適切ではないという形になったであろうと考えてはおります。実際

にはそういうことはなかったのですけれども、今回きちんとこちらを規定することによ

りまして、根拠を明確にするというものでございます。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにございますか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 特にないようですので、以上で質疑を打ち切ります。 

  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〕 
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○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第８号 久喜市私立幼稚園施設整備費等補助金交付要綱の一部を改正す

る告示については、全員の賛成をいただきましたので、原案どおり可決いたしました。 

    ◎議案第９号 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、議案第９号を上程し、これを議題といたします。 

  議案書の６ページを御覧ください。議案第９号について提案理由の説明を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（野原隆） 議案第９号 久喜市私立幼稚園児健康診断補助金交付要綱の一部を

改正する告示について、提案理由の説明をさせていただきます。 

  久喜市私立幼稚園児健康診断補助金交付要綱の一部を別紙のとおり改正することにつ

いて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。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） それでは、議案第９号 久喜市私立幼稚園児健康診断補助金交付

要綱の一部を改正する告示につきましてご説明申し上げます。 

  議案書の６ページをお開きください。併せまして、議案参考資料の 10ページ、新旧対

照表をお開きいただきたいと存じます。今回の改正につきましては、先ほどの議案第８号

と同じく、補助金の交付要綱に市税の滞納がないこととする要件を明記する改正でござ

います。 

  それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。なお、条番号の繰下げ改正があ

りますことから、先ほどと同じく新旧対照表に沿ってご説明させていただきます。また、

改正内容が先ほどの議案第８号と同じでありますことから、説明を一部簡略化させてい

ただきたいと存じます。 

  まず、第２条でございますが、第３条の新設に伴う文言の整理でございます。次に、第

３条でございます。補助対象を明確にするため、第３条を新設し、議案第８号と同様の規

定を行うものでございます。 

  次に、改正後第４条から第９条につきましては、第３条の新設に伴い、条文中に規定さ

れている条番号も含めまして、条番号を１つずつ繰り下げるものでございます。なお、改

正後の第６条につきましては、市税の納付状況等を確認する規定を追加するものでござ

います。 

  次に、新旧対照表の 12ページを御覧いただきたいと存じます。12ページに記載の様式

第１号につきましては、議案第８号の改正と同様に、申請者の押印省略、条番号の整備、

そして市税の納付状況等の確認に対する同意の文言を加えるものでございます。 

  最後になりますが、新旧対照表の 13 ページ、14 ページを御覧いただきたいと存じま

す。様式第２号及び様式第３号につきましても、同様に条番号を改正後のものに整理する

ものでございます。 
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  以上が議案第９号 久喜市私立幼稚園児健康診断補助金交付要綱の一部を改正する告

示につきましての説明でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたしま

す。 

○教育長（柿沼光夫） 議案第９号について質疑をお受けいたします。 

  小野田委員。 

○委員（小野田真弓） 議案第８号の補助金の様式には限度額が明記されていましたが、こ

ちらの補助金というのは、園児の人数に応じて変化するということで、上限はなしなので

しょうか。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） 補助金交付額の上限額ということで、こちらは今回の改正には直

接含まれていないのですけれども、もともとの規定がございまして、私立幼稚園が実施す

る健康診断の経費の２分の１であって、限度額を 10 万円としてございます。こちらは、

改正はないため、現在の規定のままという形になるところでございます。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにございますか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 特にないようですので、以上で質疑を打ち切ります。 

  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〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第９号 久喜市私立幼稚園児健康診断補助金交付要綱の一部を改正する

告示については、全員の賛成をいただきましたので、原案どおり可決いたしました。 

  次の議案第 10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〕 

○教育長（柿沼光夫） 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〕 

○教育長（柿沼光夫） 暫時休憩いたします。 

               午前１０時４５分  休  憩 

 

               午前１０時４５分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 

    ◎議案第１０号 

○教育長（柿沼光夫） それでは、議案第 10号を上程し、これを議題といたします。 

  追加議案書の１ページを御覧ください。議案第 10号について提案理由の説明を求めま

す。 
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  教育部長。 

〔非公開案件につき省略、全員の賛成により原案どおり可決〕 

○教育長（柿沼光夫） 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〕 

○教育長（柿沼光夫） 暫時休憩いたします。 

               午前１０時５６分  休  憩 

 

               午前１０時５６分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 

  以上をもちまして本日提出いたしました議案の審議は全て終了いたしました。 

    ◎その他 

○教育長（柿沼光夫） 日程第５、その他の次回の定例会についてでございます。 

  開催日の案について事務局よりご説明いたします。 

  教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（榊原俊彦） 次回定例会につきましてご提案申し上げます。 

  次回は、令和４年３月 22 日火曜日午後１時から、会場は鷲宮総合支所４階 407、408

会議室で開催することをご提案申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） ただいま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〕 

○教育長（柿沼光夫） それでは、次回の定例会は３月 22日火曜日、時間は午後１時から、

会場は鷲宮総合支所４階、407、408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。 

               午前１０時５８分 

    ◎閉議、閉会 

○教育長（柿沼光夫） これをもちまして久喜市教育委員会令和４年２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。 
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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。 
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