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久喜市教育委員会令和４年３月定例会 

 

開催月日 令和４年３月２２日（火曜日） 

開催場所 鷲宮総合支所４階 ４０７・４０８会議室 

開会時刻 午後１時００分 

閉会時刻 午後３時０４分 

 

久喜市教育委員会令和４年３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 久喜市教育委員会会計年度任用職員の採用について 

    イ 令和４年２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 令和４年２月定例議会提出議案・議決結果（教育委員会関係）について 

    エ 久喜市障がい児就学支援委員会の答申について 

    オ 令和３年度教職員人事評価結果について 

    カ 令和３年度久喜市立中学校卒業生の進路状況について 

第 ４ 議事 

    議案第１１号 久喜市教育委員会事務局組織規則及び久喜市生涯学習推進会議幹 

           事会規則の一部を改正する規則について 

    議案第１２号 久喜市教育委員会事務専決規程等の一部を改正する訓令について 

    議案第１３号 教育財産の用途廃止について（久喜市立菖蒲南中学校） 

    議案第１４号 久喜市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則の一部を改正する規 

           則について 

    議案第１５号 久喜市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の一部を改正する 

           規則について 

    議案第１６号 久喜市立小・中学校における学校運営協議会に関する規則の一部 

を改正する規則について 

    議案第１７号 久喜市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令について 

    議案第１８号 久喜市スポーツ推進委員に関する規則等を廃止する規則について 

    議案第１９号 久喜市スポーツ推進計画策定庁内会議規程を廃止する訓令につい 

           て 

    議案第２０号 久喜市Ｂ＆Ｇ栗橋海洋クラブ補助金交付要綱等を廃止する告示に 

           ついて 
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    議案第２１号 教育財産の用途廃止について（社会体育施設） 

    議案第２２号 久喜市教育委員会会計年度任用職員の採用について 

    議案第２３号 久喜市教育委員会臨時的任用職員の人事について 

    議案第２４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２５号 久喜市共同学校事務室の室長及び副室長並びに久喜市共同学校事 

務室全体連絡会議の責任者及び副責任者の指名について 

    〔追加項目〕 

    議案第２６号 久喜市教育委員会事務局職員の人事について 

    議案第２７号 久喜市共同オンライン分教室に関する規則について 

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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               午後 １時００分 

    ◎開会の宣言 

○教育長（柿沼光夫） 皆様、こんにちは。本日は季節外れの雪が降る足元の悪い中であり

ますが、ご出席いただきましてありがとうございます。早いもので今年度最後の定例会と

なりました。新型コロナウイルス感染症対策のためのまん延防止等重点措置は、昨日をも

って解除されました。しかしながら、新規感染者数も減少傾向にあるとはいえ、多い状況

でございますので、今後も感染対策を講じながら教育活動を進めることが必要と考えま

す。 

  そのような中でありますが、先週３月 15 日に中学校の卒業式、３月 19 日には市立幼

稚園の卒園式が行われ、明後日の３月 24 日には小学校の卒業式が予定されております。

コロナ禍の令和３年度も間もなく終わりますが、希望にあふれる新年度とするための準

備をしっかりしてまいりたいと考えております。 

  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３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 15件、教育長報告６件

の審議等を予定しておりましたが、議案２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 26号 久喜市教育委員会事務局職員の人事について及び議案第 27号 

久喜市共同オンライン分教室に関する規則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、諸橋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
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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〕 

○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２月 24 日に開催いたしました令和４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、アからカの６件でございます。 

  次の教育長報告ア、議案第 22 号から議案第 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。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。 

               午後 １時０３分  休  憩 

 

               午後 １時０３分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 

    ◎教育長報告 ア 

○教育長（柿沼光夫） 初めに、ア、久喜市教育委員会会計年度任用職員の採用についての

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。 

〔非公開案件につき省略〕 

  次の教育長報告イからカ、議案第 11号から議案第 21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〕 

○教育長（柿沼光夫） 暫時休憩いたします。 

               午後 １時０７分  休  憩 
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               午後 １時０７分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 

    ◎教育長報告 イ 

○教育長（柿沼光夫） それでは、イ、令和４年２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。 

  教育部長。 

○教育部長（野原隆） それでは、教育長報告イ、令和４年２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、ご説明申し上げます。 

  お手元の教育長報告資料の２ページから 21ページまでに、教育委員会に関する質問事

項とその要旨、質問に対する答弁をそれぞれ掲載してございます。質問者は全体で 22名、

うち教育委員会に関する質問者は 15名でございました。 

  質問の概要につきましては、多い順から、生涯学習施設に関することが３件、通学路に

おける交通安全対策に関することが２件、学校給食に関することが２件、公民館に係る公

共施設個別施設計画に関することが２件、女子栄養大学との連携協定に関することが２

件、南栗橋のサスティナブルシティに関することが２件、小・中学校等の維持管理費削減

の取組みに関することが２件、パートナーシップ宣誓制度に関することが２件、新型コロ

ナウイルス感染拡大への対応に関することが１件、図書館に関することが１件、食育の取

組みに関することが１件、集会所に係る個別施設計画に関することが１件、森永製菓株式

会社との連携協定に関することが１件でございます。 

  本来であれば、一つ一つの質問内容と、それらに対する答弁内容につきまして説明申し

上げるべきところではございますが、事前に資料を配付させていただいておりますこと、

また時間も限られておりますことから、個別の説明につきましては省略させていただき

たいと存じます。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○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 ウ 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、ウ、令和４年２月定例議会提出議案・議決結果（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。 

  教育部長。 

○教育部長（野原隆） それでは、教育長報告ウ、令和４年２月定例議会提出議案・議決結

果（教育委員会関係）につきまして、ご説明申し上げます。 
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  お手元の教育長報告資料の 22ページをお開きください。２月定例議会へ上程された議

案のうち、教育委員会に関係する議案につきましては、久喜市議会の議案番号第１号、第

７号、第 14号、第 16号、第 17号、第 32号の合計６件でございます。この議案６件につ

きましては、令和４年３月２日の議会最終日におきまして、全て原案どおり可決をいただ

いたという内容でございます。 

  なお、議案第 14 号及び議案第 17 号につきましては、スポーツに関する事務の市長部

局への移管に関する議案でございまして、教育委員会に対し、市長及び市議会から意見徴

取があり、委員の皆様にご意見を頂戴いたしまして、異議なしと答申した経緯がございま

す。両議案とも市議会令和４年２月定例会において可決されましたことから、来年度より

スポーツに関する事務について、学校体育を除き市長部局に移管されることが決定とな

りましたが、教育委員会といたしましても、引き続き連携して取り組んでまいります。 

  以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○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 エ 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、エ、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。 

  指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） それでは、報告エ、久喜市障がい児就学支援委員会の答

申についてでございます。 

  教育長報告 23ページを御覧ください。久喜市教育委員会では、久喜市障がい児就学支

援委員会条例第２条、就学支援委員会は、次に掲げる事業に関し、久喜市教育委員会の諮

問に応じ、その結果を報告するとあることから、市内在住の学齢児童生徒及び就学予定者

のうち、障がいのある幼児、児童及び生徒の就学に係る教育的支援に関することを審議す

るよう、令和３年８月 23日付にて諮問をいたしました。このたび令和４年２月４日付で

当該委員会から審議結果について答申をいただきましたので、その内容についての報告

をするものでございます。審議対象者につきましては 704名で、審議結果は御覧のとおり

でございます。以上、久喜市障がい児就学支援委員会の答申についてでございます。 

  実際の就学先につきましては、３月 18日現在、通常学級に 54名、特別支援学級の知的

に 190名、自閉・情緒の学級に 199名、弱視に１名、肢体不自由に１名、特別支援学校に

32名、通級情緒に 39名、通級ことばに 173名、その他というところで、こちらにつきま

しては特別支援学校以外の高等学校に 15 名となりました。この 15 名につきましては、

公立高校、公立定時制高校、通信制高校、サポート校になります。 

  なお、保護者の希望や転居等により、今後も実際の就学先につきましては多少の変動が
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あると考えております。よろしくお願いいたします。 

○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。 

  小野田委員。 

○委員（小野田真弓） この就学児というのは、公立の幼稚園とかではなく全部を含みます

か。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） 幼稚園、保育園や公立、私立は関係なく、久喜市立の小

学校に入る児童でございます。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにございますか。よろしいですか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） それでは、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 オ 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、オ、令和３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。 

  指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） 報告オ、令和３年度教職員人事評価結果についてでござ

います。 

  教育長報告 24ページを御覧ください。この令和３年度教職員人事評価は、埼玉県市町

村立学校職員の人事評価に関する規則に基づき、公正な人事管理に資するとともに、職員

の資質、能力の向上を図ることにより、学校の教育力を高め、もって職員が協力して児童

及び生徒を伸び伸びと健やかに成長させることを目的とするものでございます。 

  教職員の人事評価につきましては、２月１日を基準日に教職員の自己評価シートを基

に実施いたしました。一般教職員につきましては校長が最終評価者、教頭につきましては

指導課長が最終評価者、校長につきましては教育長が最終評価者として評価を実施し、全

ての評価結果につきまして、２月 17日に教育長が決裁を行い、同日、県教育局に報告す

るとともに、各校長から教職員に対しまして評価結果を通知しております。この評価結果

は、本採用者で、令和３年度の実働勤務が六月未満の者を除いた 576名でございます。 

  まず、表の上段、総合評価ですが、Ａ評価は 173人、30％、Ｂ評価は 403人、70％、Ｃ

評価、Ｄ評価はおりませんでした。 

  次に、表の下の段、チームワーク行動評価ですが、校長、教頭を除いた 510名が対象と

なり、Ａ評価は 508人、99.6％、Ｂ評価は２人、0.4％でございました。 

  なお、この評価に対する苦情はございませんでした。 

  以上、令和３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。 
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○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 カ 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、カ、令和３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。 

  指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） 報告カ、令和３年度久喜市立中学校卒業生の進路状況に

ついてでございます。 

  別紙を御覧いただきたいと思います。教育長報告カでございます。本日、別紙資料とし

て配付させていただきましたものは、３月 17日現在の進路状況でございます。卒業生は

1,189名でございます。進路が確定していない進路未定者は７名で、内訳は、高等学校等

に進学希望者は４名、就職希望が３名でございます。また、表にはありませんが、適応指

導教室通級生徒は７名で、全員の進学が決定しております。同様にフリースクールに通学

している生徒が５名おりましたが、全員の進路が決定しております。 

  報告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。 

  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１１号 

○教育長（柿沼光夫） 初めに、議案第 11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 11 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 11号 久喜市教育委員会事務局組織規則及び久喜市生涯学

習推進会議幹事会規則の一部を改正する規則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組織規則及び久喜市生涯学習推進会議幹事会規則の一部を、

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、教育総務課よりご説明申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） 教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（榊原俊彦） それでは、議案第 11号の久喜市教育委員会事務局組

織規則及び久喜市生涯学習推進会議幹事会規則の一部を改正する規則について、ご説明

申し上げます。 
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  令和４年４月１日付の機構改革により、学校における体育に関することを除いたスポ

ーツに関する事務を、教育委員会から市長部局に移管することを予定しておりますこと

から、必要な見直しを行うものでございまして、久喜市教育委員会事務局組織規則及び

久喜市生涯学習推進会議幹事会規則について、一括して一部改正するものでございます。 

  それでは、議案書１ページから２ページ、議案参考資料１ページから３ページを御覧

ください。初めに、改正規則第１条の久喜市教育委員会事務局組織規則でございます。

組織規則第３条第１項の事務局の組織から、スポーツ振興課の項を削除するものでござ

います。 

  次に、第２項についてでございます。こちらは、各課が所管する施設についての規定

でございまして、スポーツ振興課が所管する７施設を削除するものでございます。 

  次に、第４条の分掌事務についてでございますが、スポーツ振興課の事務分掌を削除

するものでございます。 

  次に、改正規則第２条の久喜市生涯学習推進会議幹事会規則でございます。幹事会の

委員のメンバーに変更はございませんが、このたびの機構改革によりスポーツ振興課が

市長部局の健康・子ども未来部所属となりますこと、及びスポーツ振興課のスポーツ企

画係がスポーツ企画推進係に名称変更となりますことから、現行の「教育委員会スポー

ツ振興課のスポーツ企画係長」を「健康・子ども未来部スポーツ振興課のスポーツ企画

推進係長」へ変更いたしまして、教育委員会の所属係長の上に順番を並び替える改正を

行うものでございます。 

  説明については以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） 議案第 11号について質疑をお受けいたします。 

               〔「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、議案第 11号 久喜市教育委員会事務局組織規則及び久喜市生涯学習推進会議

幹事会規則の一部を改正する規則については、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１２号 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、議案第 12号を上程し、これを議題といたします。 

  議案書の３ページを御覧ください。議案第 12 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 12号 久喜市教育委員会事務専決規程等の一部を改正する

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。 

  久喜市教育委員会事務専決規程等の一部を、別紙のとおり改正することについて議決
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を求めるものでございます。 

  議案の内容につきましては、教育総務課長よりご説明申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） 教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（榊原俊彦） それでは、議案第 12号の久喜市教育委員会事務専決

規程等の一部を改正する訓令について、ご説明申し上げます。 

  令和４年４月１日付の機構改革により、学校における体育に関することを除いたスポ

ーツに関する事務を、教育委員会から市長部局に移管することを予定しておりますこと

から、必要な見直しを行うものでございまして、久喜市教育委員会事務専決規程、久喜市

教育委員会公文例及び文書取扱規程、久喜市教育委員会公印規程、久喜市教育委員会表彰

規程及び久喜市教育振興基本計画庁内検討部会設置規程の５つの規程について、一括し

て一部改正するものでございます。 

  それでは、議案書３ページから４ページ、議案参考資料４ページから８ページを御覧く

ださい。初めに、改正訓令第１条の久喜市教育委員会事務専決規程でございます。第 12

条の課長専決事項から、スポーツ振興課長専決事項の規定を削除するものでございます。 

  次に、改正訓令第２条の久喜市教育委員会公文例及び文書取扱規程でございます。別表

（第３条関係）から、スポーツ振興課の規定を削除するものでございます。 

  次に、改正訓令第３条の久喜市教育委員会公印規程でございます。別表（第２条関係）

から、スポーツ振興課が所管する４施設の所長印を削除するものでございます。 

  次に、改正訓令第４条の久喜市教育委員会表彰規程でございます。第１条の趣旨では、

「この訓令は、久喜市の教育、学術、文化及びスポーツの振興発展に貢献し、他の模範と

なるべき功績のあった個人及び団体の表彰に関し必要な事項を定めるものとする」と規

定してございますが、このうちスポーツを削除するものでございます。 

  次に、改正訓令第５条の久喜市教育振興基本計画庁内検討部会設置規程でございます。

別表（第３条関係）は、部会員について規定しておりますが、スポーツ振興課長の規定を

削除するものでございます。 

  説明については以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） 議案第 12号について質疑をお受けいたします。 

               〔「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 12号 久喜市教育委員会事務専決規程等の一部を改正する訓令につい

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１３号 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、議案第 13号を上程し、これを議題といたします。 
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  議案書の５ページを御覧ください。議案第 13 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 13号 教育財産の用途廃止について（久喜市立菖蒲南中学

校）につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。 

  久喜市財産規則第 14 条及び同規則第 26 条の規定に基づき、別紙のとおり教育財産の

用途を廃止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、教育総務課長よりご説明申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） 教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（榊原俊彦） 議案第 13号 教育財産の用途廃止について（久喜市

立菖蒲南中学校）のご説明をさせていただきます。 

  議案書の５ページから８ページを御覧ください。菖蒲南中学校につきましては、令和

４年４月１日に菖蒲中学校と統合し、新たに菖蒲中学校を現在の菖蒲中学校の位置に設

置することに伴い、令和４年３月 31日をもって廃止となることから、久喜市財産規則第

14 条及び第 26 条に基づき、行政財産の用途を廃止いたしますことから、本会議におき

まして議案として提出させていただいたものでございます。 

  それでは、別紙の教育財産の用途廃止についてを御覧いただきたいと存じます。初め

に、１、教育財産の内容についてご説明いたします。所在地は、久喜市菖蒲町小林 110番

地でございます。名称は、久喜市立菖蒲南中学校でございます。 

  次に、土地でございます。筆数が多いため詳細は省略させていただきますが、久喜市

菖蒲町小林字森下 51番１、学校用地１万 665平方メートルほか 18筆で、合計２万 4,936

平方メートルでございます。 

  次に、建物でございます。８ページの配置図を併せて御覧ください。図面番号、名称、

構造、面積の順に申し上げます。図面番号①―１、①―２、管理特別教室棟、鉄筋コン

クリート造、３階建て、2,383平方メートル、図面番号①―３、管理特別教室棟、鉄筋コ

ンクリート造、３階建て、470平方メートル、図面番号②、技術棟、鉄骨造、平家建て、

324平方メートル、図面番号③、倉庫、鉄骨造、平家建て、156平方メートル、図面番号

⑥、石油倉庫、コンクリートブロック造、平家建て、８平方メートル、図面番号⑧、屋

内運動場、鉄骨造、平家建て、1,654平方メートル、図面番号⑩、石油倉庫、コンクリー

トブロック造、平家建て、５平方メートル、図面番号⑪、屋外便所、コンクリートブロ

ック造、平家建て、16平方メートル、図面番号⑫番、相談室、鉄骨造、平家建て、33平

方メートル、図面番号⑮、体育小屋、鉄骨造、平家建て、93平方メートルでございます。 

  続きまして、２、用途廃止の理由についてご説明いたします。用途廃止の理由は、令

和４年４月１日に菖蒲中学校と菖蒲南中学校を統合し、新たに菖蒲中学校を現在の菖蒲

中学校の位置に設置することに伴い、菖蒲南中学校については中学校として使用しなく

なるためでございます。 

  続きまして、３、用途廃止する期日についてでございます。用途廃止する期日は、令
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和４年３月 31日でございます。 

  説明は以上でございます。よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） 議案第 13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） 用途廃止というのは理解できるのですけれども、用途廃止した後とい

うのは、菖蒲南中学校はどこの管轄の扱いになるのか、お教えください。 

○教育長（柿沼光夫） 教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（榊原俊彦） ３月 31日に用途廃止をいたしまして、４月１日から

は普通財産という取扱いになります。ただ、今後土地と建物については、利活用等につ

いて引き続き検討してまいりますので、当面の期間については、一部敷地、建物を教育

委員会のほうで管理していくということになります。利活用がある程度進んできますと、

市長部局のほうに土地や建物等を引き渡すという予定でございます。 

○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 13号 教育財産の用途廃止について（久喜市立菖蒲南中学校）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１４号 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、議案第 14号を上程し、これを議題といたします。 

  議案書の９ページを御覧ください。議案第 14 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 14号 久喜市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則の一部

を改正する規則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。 

  久喜市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則の一部を、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 14号につきまして、ご説明申し上げます。 

  議案書の 10ページをお開きください。併せまして議案参考資料の９ページ、新旧対照

表のところを御覧いただきたいと存じます。 

  今回の改正につきましては、民法第４条の改正によりまして、成人年齢が 20歳から 18

歳となりますことから、入学準備金・奨学金に係る連帯保証人の年齢要件につきまして所

要の改正を行うものでございます。 
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  それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。第２条、第１号中「満 20歳以

上の者」を「成年に達した者」に改めるものでございます。 

  次に、附則でございます。この規則は、令和４年４月１日から施行するものでございま

す。 

  以上が、議案第 14号 久喜市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則の一部を改正する

規則につきましてのご説明でございます。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 14号について質疑をお受けいたします。 

               〔「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 14号 久喜市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則の一部を改正する

規則については、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１５号 

○教育長（柿沼光夫） 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 11ページを御覧ください。議案第 15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 15号 久喜市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の一

部を改正する規則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。 

  久喜市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の一部を、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 15号 久喜市立幼稚園管理規則の一部を改正

する規則の一部を改正する規則につきまして、ご説明を申し上げます。 

  議案書の 12 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

照表を御覧いただきたいと存じます。久喜市立幼稚園管理規則につきましては、令和３年

12 月の教育委員会定例会におきまして、幼稚園の休業日を減らし、市内小・中学校と同

じ休業日数とする改正案といたしまして、議案第 55号 久喜市立幼稚園管理規則の一部

を改正する規則をご議決いただいたところでございます。その際、規則の中に規定する第

１学期の終了日と第２学期の開始日につきましても、本来であれば併せて改正を行うべ

きところ、改正漏れがあったものでございます。誠に申し訳ございませんでした。今回の

改正につきましては、当該改正漏れの箇所について改正をお願いするものでございます。 

  なお、すでにご議決いただきました議案第 55号 久喜市立幼稚園管理規則の一部を改
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正する規則の施行日が令和４年４月１日でありまして、現時点では施行されておりませ

ん。そういった状態でありますことから、この一部を改正する規則の一部を改正する規則

といたしまして、今回議案を提出させていただいたものでございます。 

  それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。第６条第２項の改正規定中、第

１学期の終了日を現行の「８月 31日」から「８月 27日」に改めまして、併せて第２学期

の開始日を現行の「９月１日」から「８月 28日」に改めるものでございます。 

  次に、附則でございます。この規則は、公布の日から施行するものでございます。 

  以上が、議案第 15号 久喜市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の一部を改正す

る規則につきましてのご説明でございます。 

  なお、今後このような改正漏れがないよう厳重に注意してまいります。誠に申し訳ござ

いませんでした。 

  以上、よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） 議案第 15号について質疑をお受けいたします。 

               〔「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 15号 久喜市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の一部を改正す

る規則については、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１６号 

○教育長（柿沼光夫） 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 13ページを御覧ください。議案第 16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 16号 久喜市立小・中学校における学校運営協議会に関す

る規則の一部を改正する規則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・中学校における学校運営協議会に関する規則の一部を、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、指導課長よりご説明申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） 議案第 16号 久喜市立小・中学校における学校運営協

議会に関する規則の一部を改正する規則について、ご説明いたします。 

  議案書 13 から 14 ページを御覧ください。第 10 条第１項中の協議会の委員の任期に、

「２年」の次に「以内」を加えて改めるものでございます。令和４年度から、菖蒲中学校

と菖蒲南中学校が統合し、新校菖蒲中学校が設立され、また、上内小学校が休校となるこ
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とから、上内小学校の児童は鷲宮小学校に通学することになります。この改正を行うこと

で、令和４年度において委員が任期途中となる菖蒲中学校及び鷲宮小学校の学校運営協

議会に、閉校、休校となる学校の委員が同一の任期で合流することができ、協議会が円滑

に運営できることになります。今後、学校の再編が行われた場合にも適応できるものと思

われます。 

  また、太東学園の小・中学校３校につきましても、今回の任期を１年とし、令和５年４

月１日から市内全校が２年ごとの委嘱となるようにするものでございます。 

  ご協議のほど、よろしくお願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） 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〕 

○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 16号 久喜市立小・中学校における学校運営協議会に関する規則の一

部を改正する規則については、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１７号 

○教育長（柿沼光夫） 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 15ページを御覧ください。議案第 17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 17号 久喜市立小・中学校職員服務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。 

  久喜市立小・中学校職員服務規程の一部を、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、指導課長よりご説明申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） 議案第 17号 久喜市立小・中学校職員服務規程の一部

を改正する訓令について、議案書 15ページ、16ページを御覧ください。 

  令和３年３月 30日付により、埼玉県教育委員会教育長から小・中学校等職員の勤務整

理簿様式試案についてが示されました。これに伴い、出勤簿を勤務整理簿、職員出勤簿統

計表を職員勤務整理簿統括表として訂正するとともに、新たに出校時刻及び退校時刻の

記録を追加することについて議決を求めるものです。 

  また、令和３年 12月１日付で埼玉県教育局市町村支援部小中学校人事課長より、人事

関係事務手続書類の押印の廃止等についての中で、育児休業承認請求書、育児休業等変更

届、退職願などで押印記名を求めているものを、押印廃止で記名のみとすることが示され
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ました。これに伴い、様式の一部、休暇届簿、病気休暇簿、介護休暇簿、介護時間簿、部

分休業承認請求書につきましては、令和４年１月１日付で久喜市立小・中学校職員服務規

程を改正いたしました。 

  その他の様式につきましても、17ページから 52ページにございますように押印を廃止

するため、久喜市立小・中学校職員服務規程の一部を改正したいので、議決を求めるもの

でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） 議案第 17号について質疑をお受けいたします。 

  諸橋委員。 

○教育長職務代理者（諸橋美津子） 基本的なことを伺いたいのですが、先生方は出勤する

とタイムカードみたいなものを押されているのですか。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） ただいま話の中にありました出校時刻及び退校時刻の記

録につきましては、カードをパソコンかざすことで、何時に学校に入って、何時に学校を

退勤したか分かるようにしたシステムがございます。 

○教育長（柿沼光夫） よろしいですか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） それでは、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 17号 久喜市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令につい

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１８号 

○教育長（柿沼光夫） 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 53ページを御覧ください。議案第 18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 18号 久喜市スポーツ推進委員に関する規則等を廃止する

規則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委員に関する規則等を廃止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） 議案第 18号 久喜市スポーツ推進委員に関する規則等

を廃止する規則の内容についてご説明申し上げます。 

  議案書は 53、54ページになります。令和４年４月１日付の機構改革でスポーツ振興課

が市長部局に移管されることになりましたが、さきの久喜市議会２月定例会に関係条例
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案が上程されまして、去る２日に可決されたところでございます。このことを受けまして、

スポーツ振興課が所管する事務に関する規則についても、市長部局へ移行する必要がご

ざいます。移行に当たっては、教育委員会としての規則を一旦全て廃止し、市長の定める

規則として新たに制定、公布するものでございまして、54 ページにございます久喜市ス

ポーツ推進委員に関する規則以下４件の教育委員会規則を廃止するものでございます。 

  施行日は、令和４年４月１日でございます。 

  また、市長が定める規則につきましては、これまでの例規で教育委員会や教育長と記載

されていた部分について、市長に置き換えるなどの必要な改正を行い、教育委員会規則廃

止日と同日の施行日で市長部局から公布される予定となっております。 

  以上でございます。よろしくご審議のほど、お願いします。 

○教育長（柿沼光夫） 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〕 

○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 18号 久喜市スポーツ推進委員に関する規則等を廃止する規則につい

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１９号 

○教育長（柿沼光夫） 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 55ページを御覧ください。議案第 19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 19号 久喜市スポーツ推進計画策定庁内会議規程を廃止す

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を廃止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） 引き続き、議案第 19号の内容についてご説明申し上げ

ます。 

  55ページ、56ページになります。スポーツ振興課の移管にあたり、課が所管する教育

委員会規程１件につきましても、教育委員会規程としては廃止するものでございます。 

  施行日は、令和４年４月１日で、こちらにつきましても廃止と同日の施行日で、市長部

局から訓令が発出される予定となっております。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○教育長（柿沼光夫） 議案第 19号について質疑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） 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 19号 久喜市スポーツ推進計画策定庁内会議規程を廃止する訓令につ

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２０号 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、議案第 20号を上程し、これを議題といたします。 

  議案書の 57ページを御覧ください。議案第 20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 20号 久喜市Ｂ＆Ｇ栗橋海洋クラブ補助金交付要綱等を廃

止する告示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Ｂ＆Ｇ栗橋海洋クラブ補助金交付要綱等を廃止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） 引き続き、議案第 20 号についてご説明申し上げます。 

  議案書 57ページ、58ページになります。スポーツ振興課の移管にあたり、課が所管す

る久喜市Ｂ＆Ｇ栗橋海洋クラブ補助金交付要綱以下 10件の教育委員会要綱につきまして

廃止するものでございます。 

  施行日は、令和４年４月１日でございます。 

  市長部局からは、（１）久喜市Ｂ＆Ｇ栗橋海洋クラブ補助金交付要綱、（９）久喜市Ｂ＆

Ｇ栗橋海洋体験学習参加費補助金交付要綱を除く８件の要綱が、同日の施行日で告示さ

れる予定となっております。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○教育長（柿沼光夫） 議案第 20号について質疑をお受けいたします。 

               〔「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 20号 久喜市Ｂ＆Ｇ栗橋海洋クラブ補助金交付要綱等を廃止する告示

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２１号 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、議案第 21号を上程し、これを議題といたします。 
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  議案書の 59ページを御覧ください。議案第 21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 21号 教育財産の用途廃止について（社会体育施設）につ

きまして、提案理由の説明をさせていただきます。 

  久喜市財産規則第 14 条及び同規則第 26 条の規定に基づき、別紙のとおり教育財産の

用途を廃止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、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） 議案第 21号 教育財産の用途廃止について（社会体育

施設）について、ご説明を申し上げます。 

  議案書は 59 から 72 ページにわたります。令和４年４月１日付の機構改革に伴い、ス

ポーツ振興課が市長部局に移管されるにあたり、スポーツ振興課が所管する７つの社会

体育施設について、教育財産としての用途を廃止するものでございます。 

  まず、対象となる教育財産の内容につきましては、60、61 ページが菖蒲温水プールの

土地と建物、プール施設でございます。61ページ、配置図の点線内の部分となります。 

  次に、62、63ページ、鷲宮温水プールの土地と建物、プール施設でございます。63ペ

ージ、配置図の点線部分が土地、実線の部分が建物部分となります。 

  次に、64、65ページ、鷲宮体育センターの土地と建物、体育室でございます。対象部分

は、65ページ、配置図のとおりでございます。 

  次に、66から 68ページ、鷲宮運動広場の土地でございます。対象部分は、68ページ、

配置図のとおりでございます。 

  次に、69から 70ページ、南栗橋スポーツ広場の土地でございます。対象部分は、70ペ

ージ、配置図のとおりでございます。 

  次に、71から 72ページ、栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センターの土地及び建物、ここは体育室とプ

ール施設になります。対象部分は、72ページ、配置図のとおりでございます。 

  最後に、73から 74ページ、栗橋地区にございます緑１丁目テニス場の土地部分でござ

います。74ページのとおりでございます。 

  次に、75 ページ、用途廃止の理由でございますが、令和４年度の機構改革に伴い、ス

ポーツ振興課の所管の社会体育施設を市長部局に移管するためでございます。 

  最後に、用途廃止期日は令和４年３月 31日でございまして、廃止後は、令和４年４月

１日より市長部局の行政財産として引き継がれ、供用される予定となっております。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○教育長（柿沼光夫） 議案第 21号について質疑をお受けいたします。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） それでは、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 21号 教育財産の用途廃止について（社会体育施設）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 22 号から議案第 25 号につきましては、先ほどご了承いただきましたとお

り、非公開案件でありますことから、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。 

               午後 １時５６分  休  憩 

 

               午後 １時５６分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 

    ◎議案第２２号 

○教育長（柿沼光夫） それでは、議案第 22号を上程し、これを議題といたします。 

  議案書の 76ページを御覧ください。議案第 22号について提案理由の説明を求めます。 

  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〕 

    ◎議案第２３号 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、議案第 23号を上程し、これを議題といたします。 

  議案書の 100ページを御覧ください。議案第 23号について提案理由の説明を求めます。 

  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） 長くなりましたので、ここで 10分間暫時休憩といたします。 

               午後 ２時１７分  休  憩 

 

               午後 ２時３０分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） それでは、再開をいたします。 

    ◎議案第２４号 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、議案第 24号を上程し、これを議題といたします。 

  議案書の 102ページを御覧ください。議案第 24号について提案理由の説明を求めます。 

  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〕 

    ◎議案第２５号 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、議案第 25号を上程し、これを議題といたします。 

  議案書の 114ページを御覧ください。議案第 25号について提案理由の説明を求めます。 

  教育部長。 
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〔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〕 

    ◎議案第２６号 

○教育長（柿沼光夫） それでは、議案第 26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 26号について提案理由の説明を求めま

す。 

  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〕 

  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。 

               午後 ２時４９分  休  憩 

 

               午後 ２時４９分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 

    ◎議案第２７号 

○教育長（柿沼光夫） それでは、議案第 27号を上程し、これを議題といたします。 

  議案第 27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 27号 久喜市共同オンライン分教室に関する規則について

につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。 

  久喜市共同オンライン分教室に関する規則を、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、担当課長よりご説明申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） 議案第 27号 久喜市共同オンライン分教室に関する規

則について、ご説明いたします。追加議案書２ページから御覧ください。 

  最初に、久喜市共同オンライン分教室に関する規則についてでございます。３ページ以

降を御覧ください。趣旨につきましては、第１条にございますように、義務教育の段階に

おける普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律に基づき、中学校に登校す

ることが困難な生徒の学習の機会を確保するための久喜市共同オンライン分教室の運営

に関し、必要な事項を定めるものでございます。 

  定義は、第２条にございますように、共同オンライン分教室で、こちらに中学校に登校

することが困難な生徒に対し、インターネット回線を使用し、同時双方向型の授業を行う

ことをいうものでございます。 

  対象は、中学生となります。 

  中核校とは、共同オンライン分教室の運営に関して、中核を担う学校として久喜市教育
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委員会が指定する中学校をいいます。 

  共同オンライン分教室の運営につきましては、第３条にありますように、中核校が運営

します。 

  中核校が定める日課に従い、各教科の指導を行うほか、ホームルーム等の活動を行いま

す。 

  職員の配置及び職務につきましては、第４条にございますように、共同オンライン分教

室を運営するため、室長、副室長及び教員を置きます。 

  室長は、中核校の校長とし、副室長は、中核校の教員のうち、教育委員会が指定するも

のとします。 

  教員は、教育委員会との協議により、各中学校の校長が指定する者とし、その人数は、

中核校を除き、各中学校当たり１人以上とします。 

  室長は、共同オンライン分教室の事務を処理するとともに、副室長及び教員を指揮監督

します。 

  開室日及び開室時間につきましては、第５条にございますように、久喜市立小・中学校

管理規則第３条第１項に規定する休業日を除いた月曜日から金曜日までとします。 

  開室時間は、午前８時 30分から午後３時までとします。 

  通室の期間につきましては、第６条にございますように、通室を開始した日から、当該

年度の３月 31日までとします。 

  通室申込み及び申請につきましては、第７条にございますように、通室を希望する生徒

の保護者は、通室を円滑に開始するための共同オンライン分教室への仮通室について、生

徒が在籍する中学校の校長と面談を行うものとします 

  面談等を行った在籍校の校長は、当該生徒の仮通室について室長と協議し、室長が適当

と認めたときは、仮通室を認めます。 

  仮通室の期間は２週間としますが、室長が必要と認めたときは、仮通室を省略したり、

その期間を変更したりすることができます。 

  申請についての説明は、省略させていただきます。 

  報告につきましては、第９条にございますように、室長は、通室状況報告書により、各

生徒の通室及び学習の状況を教育委員会及び在籍校の校長に、学期ごとに報告いたしま

す。 

  通室の取扱いにつきましては、第 10条にございますように、在籍校における出席扱い

とします。 

  通室終了の手続につきましては、第 11条にございますように、室長または在籍校の校

長は、保護者から年度の途中で通室を終了したい旨の申出を受け、面談等を行い、通室を

終了することが適当と認めたときは、教育委員会に報告します。 

  教育委員会は、前項の報告を受けたときは、室長及び在籍校の校長と協議し、年度の途

中において通室を終了することが適当であると認めるときは、通室の終了を決定します。 
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  手続の説明は、省略します。 

  関係機関との連携につきましては、第 12条にございますように、中核校は、共同オン

ライン分教室の運営にあたっては、学校及び適応指導教室等の関係機関にも連携を図る

ものとします。 

  この規則は、令和４年４月１日から施行する予定でございます。 

  ７ページから 14ページは、様式となっております。 

  ご協議のほど、よろしくお願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） 議案第 27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） こちらは、学年ごとに教室が立ち上がるのか、それとも１年生、２年

生、３年生合同で教室が立ち上がるのか、教えてください。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） こちらの教室は、学年を分けずに１つのクラスに１年生

から３年生までが入って、基本的に個別の学習を実施する予定でおります。 

○教育長（柿沼光夫） 山中委員。 

○委員（山中大吾） そうすると、インターネットの画面上にクラスごとにみんなの顔が映

るわけではなく、先生と生徒で１対１の画面になるのか、それとも同じクラスにいる他の

子たちのワイプも出ているのか、どのような形で行う予定か教えてください。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） イメージとしましては、教員のほうからは全ての子ども

たちの学びの様子を見て、あの子が今鉛筆が止まっているなとか、何か困っているな、質

問がしたそうだな、などというところを把握して、個別に指導するという予定です。 

○教育長（柿沼光夫） 山中委員。 

○委員（山中大吾） ということは、先生からは全員の顔が見えている状態で、子どもたち

は先生のほうの教材であったり黒板であったり、資料が見えている状態だというイメー

ジでよろしいでしょうか。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） おっしゃるとおりのイメージを持っております。 

○教育長（柿沼光夫） 山中委員。 

○委員（山中大吾） 時間割については、全ての学年が同じ時間割で授業を行っていくとい

うことでよろしいですか。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） 基本的にはＡＩ型教材を使って学びをして、例えば月曜

日の１時間目が数学だとしたら、数学を担当する教員がそこの指導監督をするという方

法で行っていきます。 

○委員（山中大吾） ということは、数学を担当する先生が、中学校１年生から３年生まで
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の指導を行っていくというイメージでよろしいわけですね。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） おっしゃるとおりに、担当教科の教員が、その授業に出

ている全ての生徒のその教科を指導するというふうに考えております。 

○教育長（柿沼光夫） 山中委員。 

○委員（山中大吾） 質問多くなって申し訳ないのですが、生徒がカメラをオンにしなけれ

ばいけないのか、カメラオフのままでもいいのかというところのルールが規定されてい

ないかと思うのですけれども、なぜそのルールを設けないのでしょうか。私の個人的な見

解ではありますが、カメラをオフにしていると、何をしているか分からない状態だと思う

ので、そのあたりの規定を設けないのかどうかというのをお教え願えればと思います。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） 基本的には対面に近い形で顔が映るように実施したほう

がいいと考えておりますが、中には顔を出すことに抵抗ある子もいますので、そこは今後

検討していくとともに、子どもの学びの様子が見られるアプリもございますので、そうい

ったものを活用しながらやっていくことを考えております。 

○委員（山中大吾） 分かりました。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにございますか。 

  小野田委員。 

○委員（小野田真弓） これは中学校のその教科を担当する先生がやるということで、でも

ほかの生徒も通常の授業を受けているわけですよね。同じ時間にならないように、その先

生が空いている時間に組み込むという形になるのでしょうか。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） 来年度中学校が 10校ございますので、イメージとして

は、１校から１人、例えばＡ中学校からは国語の教諭、Ｂ中学校からは数学の教諭、Ｃ中

学校からは社会科の教諭というように時間割を担当しまして、オンラインで授業を担当

する場合は、自分の学校の授業に入らないように調整しまして、指導にあたるという形で

イメージしてい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。 

  諸橋委員。 

○教育長職務代理者（諸橋美津子） なかなかイメージが湧きにくいのですが、学年を分け

ないでやるとなると、子どもによって能力や進捗状況が違うと思いますが、それはどのよ

うに対応するのでしょうか。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） 基本的には、教員が黒板などを使用して指示をしてやる

のではなく、個別の課題に向かって学習をしていきます。その中でつまずいたところ、あ

るいは理解しにくいところの説明などを個別にやっていくというスタイルをイメージし
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ております。 

○教育長（柿沼光夫） 諸橋委員。 

○教育長職務代理者（諸橋美津子） 個別に教えてもらっている間は、それをほかの生徒も

聞くことができる状態なのでしょうか。 

○教育長（柿沼光夫） 指導課長。 

○参事兼指導課長（川羽田恵美） 例えば同じような学習の指導であったり、同じようなと

ころでつまずきが見られたりという場合は、複数名がその教員の話を聞くということも

考えられると思いますので、そこは運用しながら、どのような学習のスタイルがいいかと

いうところを検討していきたいと考えております。 

○教育長（柿沼光夫） 県教委からオンラインの担当の教員を配置していただいたので、そ

の先生が担任のような形をとるのか、まだどれぐらいの生徒が参加するかが分からない

ので、多くなった場合にはその先生が一緒にサポートするという形をとるのか、全教科の

配置があればよいのですが、県教委から配置があったのは１名だけでして、初めての試み

ですので、運用しながら検討を進めていきたいと考えています。 

  ほかにお聞きになりたいことはございますか。よろしいですか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 第１条にあるように、義務教育の段階における普通教育に相当する

教育の機会の確保等に関する法律というものができたのですが、不登校の子等、実際には

なかなか授業を受けられない子どもに焦点をあてるということで、これから新しく始め

ていきますので、よろしくお願いします。 

  それでは、以上で質疑を打ち切りたいと思います。 

  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 27号 久喜市共同オンライン分教室に関する規則については、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。 

  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４月 21日木曜日、午後１時 30分から、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） それでは、次回の提案でございますが、ご都合はいかがでしょう

か。 
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               〔「異議なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） それでは、次回の定例会は４月 21 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、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。 

               午後 ３時０４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。 
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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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