
会 議 の 名 称 平成２２年第１回臨時教育委員会

開 催 年 月 日 平成２２年３月２３日（火）

開始・終了時刻 午前１０時～午前１０時５０分

開 催 場 所 久喜市役所　第４会議室

議 長 氏 名 中山市長職務執行者、小林委員長

出 席 委 員 氏 名 小林徳雄、大熊芙美江、内田貞一、早川碩明、吉田耕治教育長

欠 席 委 員 氏 名 なし

説明者の職氏名 各担当課長

事 務 局 職 員 氏 名

立川教育部長、柿沼教育副部長兼生涯学習課長、青鹿教育総務課長、
松本学務課長、駒井指導課長、小林文化財保護課長、大塚中央公民館
長、松田中央図書館長、中山教育総務課課長補佐、大熊教育総務課課
長補佐兼総務係長、森田教育総務課主任

（１）署名委員の指名　　内田委員、大熊委員

　　　書記の指名　　　　教育総務課大熊

　　　会議時間の決定　　議案等すべて審議終了まで

 (２)　議事

議案第　１号　久喜市教育委員会委員長の選挙について

議案第　２号　久喜市教育委員会教育長の選任について

議案第　３号　久喜市教育委員会委員長職務代理者の指定について

議案第　４号　久喜市教育委員会委員の席次の決定について

議案第　５号　久喜市教育委員会公告式規則を含む４７件の規則に
　　　　　　　ついて

議案第　６号　久喜市教育委員会事務専決規程を含む１２件の規程
              等について

議案第　７号　久喜市立学校評議員要綱を含む４５件の要綱等に
              ついて

議案第　８号　久喜市日本語指導員の委嘱について

議案第　９号　久喜市立幼稚園長の任命について

議案第１０号　久喜市公民館長の任命について

議案第１１号　久喜市社会教育指導員の委嘱について

議案第１２号　久喜市プール指導員の委嘱について

議案第１３号　久喜市立学校の学校医・学校歯科医・学校薬剤師の
　　　　　　　委嘱について

報告第１号　久喜市育英資金基金条例を含む２６件の条例等について

配 付 資 料 議案書、条例の写し等

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２号（第４条関係）

会　　　　議　　　　録

会 議 次 第



発言者 会議のてん末・概要　

市長職務執行者 本日は、ご参集をいただきまして、ありがとうございます。
ただ今から久喜市の教育委員会を開会いたします。
新委員長が決定するまでの間、地方教育行政の組織及び運営に関する
法律施行令第１８条第３項の規定に基づき、私が会議を進行いたしま
すので、よろしくお願い申し上げます。
新市になって初めての教育委員会会議ですので初めに委員の紹介を行
いたいと思います。五十音順に委員の委員を紹介いたします。

（委員紹介）

市長職務執行者 続きまして事務局職員の紹介をお願いいたします。

（事務局職員自己紹介）

市長職務執行者 それでは、会議を進めます。
ただ今の出席委員は、五名であります。
定足数に達しておりますので、これより平成２２年久喜市教育委員会
第１回臨時委員会を開会いたします。

市長職務執行者 会議録署名委員の指名を行います。
本日の会議録署名委員を内田委員と大熊委員のお二人にお願いいたし
ます。

市長職務執行者 会議録作成者は、教育総務課大熊課長補佐にお願いします。

市長職務執行者 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、いかがでしょうか。

（異議なしの声あり）

市長職務執行者 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。

市長職務執行者 これより、議事に入ります。

市長職務執行者 議案第１号「久喜市教育委員会委員長の選挙について」を上程し、議
題といたします。議案の朗読をお願いします。
（事務局朗読）

市長職務執行者 議案の説明をお願いいたします。

教育総務課長 委員長の選挙につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する
法律第１２条第１項において、「教育委員会は、委員のうちから、委
員長を選挙しなければならない」と規定しております。このため、委
員長の選挙を求めるものでございます。
また、任期につきましては、同法施行令第１８条第２項において、規
定されているとおり、本日から市長選挙後最初に招集される議会の会
期の末日までとするものでございます。

市長職務執行者 ただ今の説明について何かご質問ありませんか。
それでは、質問がないようですので、本件久喜市教育委員会委員長選
挙については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条の
規定に基づき選挙を行います。
選挙の方法につきましては、いかがしたらよろしいでしょうか。

早川委員 指名推薦の方法がよい思います。

市長職務執行者 ただいま指名推薦というご意見がありましたが、いかがでしょうか。

（全員賛成）

市長職務執行者 それでは、指名推薦で行いますので、どなたかをご推薦願います。

吉田委員 小林委員がよいと思います。

様式第２号（第４条関係）



発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

市長職務執行者 ただいま、委員長に小林委員との推薦がありましたが、いかがでしょ
うか。
（全員賛成）

市長職務執行者 それでは、全員一致で小林委員を委員長に決定いたします。
新委員長が決まりましたので、以後の進行を小林委員長にお願いいた
します。ご協力ありがとうございました。
暫時休憩をいたします。

委員長 再会いたします。ただ今、委員長に選出されました小林でございま
す。

（小林委員長あいさつ）

これから会議の進行をつとめさせていただきますので、ご協力くださ
いますようお願い申し上げます。
それでは、議案第２号「久喜市教育委員会教育長の選任について」を
上程し、議題といたします。議案の朗読をお願いします。
（事務局朗読）

委員長 議案の説明をお願いいたします。

教育総務課長 教育長の選任につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する
法律施行令第１９条において、「市町村の設置があった場合におい
て、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命されるまでの間、新た
に市町村の設置に伴い選任された委員の互選により当該委員のうちか
ら定めた者を教育長とするものとする」と規定しています。
このため、教育長の互選を求めるものでございます。
また、任期につきましては、同法施行令第１８条第２項の規定のとお
り、本日から市長選挙後、最初に招集される議会の会期の末日までと
するものでございます。

委員長 ただ今の説明について何かご質問ありませんか。
それでは、質問がないようですので、本件久喜市教育委員会教育長の
選任についていかがしたらよろしいでしょうか。

早川委員 指名推薦の方法がよいと思います。

委員長 ただいま指名推薦というご意見がありましたが、いかがでしょうか。

（委員全員賛成）

委員長 それでは、指名推薦で行いますので、どなたかをご推薦願います。

早川委員 吉田委員がよいと思います。

委員長 ただいま、教育長に吉田委員との推薦がありましたが、いかがでしょ
うか。
（委員全員賛成）

委員長 それでは、全員一致で吉田委員を教育長に選任することに決定いたし
ます。
（教育長あいさつ）

委員長 次に、議案第３号  「久喜市教育委員会委員長職務代理者の指定につ
いて」を上程し、議題といたします。議案の朗読をお願いします。
（事務局朗読）

委員長 それでは、議案の説明をお願いいたします。



発言者 会議のてん末・概要　
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教育総務課長 委員長職務代理者につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関
する法律第１２条第４項において、「委員長に事故があるとき、又は
委員長が欠けたときは、あらかじめ教育委員会の指定する委員がその
職務を行う」と規定しています。
このため、委員長職務代理者の指定を求めるものでございます。
また、任期につきましては、第１号議案同様、本日から市長選挙後、
最初に招集される議会の会期の末日までとするものでございます。

委員長 ただ今の説明について何かご質問ありませんか。
それでは、質問がないようですので、本件久喜市教育委員会委員長職
務代理者の指定についていかがしたらよろしいでしょうか。

吉田教育長 指名推薦の方法がよいと思います。

委員長 ただいま指名推薦というご意見がありましたが、いかがでしょうか。

（委員全員賛成）

委員長 それでは、指名推薦で行いますので、どなたかをご推薦願います。

吉田教育長 大熊委員がよいと思います。

委員長 ただいま、久喜市教育委員会委員長職務代理者に大熊委員との推薦が
ありましたが、いかがでしょうか。
（委員全員賛成）

委員長 それでは、全員一致で大熊委員を委員長職務代理者に指定することに
決定いたします。
（大熊委員長職務代理者あいさつ）

委員長 次に、議案第４号　「久喜市教育委員会委員の席次の決定について」
を上程し、議題といたします。議案の朗読をお願いします。
（事務局朗読）

委員長 事務局案がありましたら、示していただきたいと思います。

教育総務課長 慣例により委員長を１番として、２番が委員長職務代理者、以下委員
五十音順に時計回りとする。但し、教育長は５番とする。

委員長 ただ今、事務局案が示されましたが、いかがでしょうか。

（委員全員賛成）

委員長 全員賛成により、決定とさせていただきます。
暫時休憩いたします。
＊各委員席を異動

再開いたします。

委員長 次に、議案第５号「久喜市教育委員会公告式規則を含む４７件の規則
について」を上程し、議題といたします。議案の朗読をお願いしま
す。
（事務局朗読）

委員長 議案の説明をお願いいたします。

教育総務課長 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第１項に基づき、
教育委員会の権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定するも
のでございます。
なお、久喜市教育委員会公告式規則を含む４７件の規則につきまして
は、お手元にご配布しました「議案第４号  資料  久喜市教育委員会
規則」をご参照いただきたいと存じます。



発言者 会議のてん末・概要　
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委員長 ただ今の説明につきまして何かご質問がございませんか。

（委員全員なし）

委員長 ご質問がないようですので、本件久喜市教育委員会公告式規則を含む
４７件の規則について原案のとおり可決する事にご異議ありません
か。

（委員全員異議なし）

委員長 異議なしと認めます。よって、議案第５号「久喜市教育委員会公告式
規則を含む４７件の規則について」は、原案のとおり可決されまし
た。
次に、議案第６号「久喜市教育委員会事務専決規程等を含む１２件の
規程について」を上程し、議題といたします。
議案の朗読をお願いします。（事務局朗読）

委員長 議案の説明をお願いいたします。

教育総務課長 教育委員会規程の制定については、地方教育行政の組織及び運営に関
する法律第１４条第２項において「教育委員会規則その他教育委員会
の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育委
員会規則で定める」と規定されています。
なお、久喜市教育委員会事務専決規程を含む１２件の規程等につきま
しては、お手元にご配布しました「議案第６号資料  久喜市教育委員
会規程等」をご参照いただきたいと存じます。

委員長 ただ今の説明について何かご質問ございませんか。

（委員全員なし）

委員長 ご質問がないようですので、本件久喜市教育委員会事務専決規程を含
む１２件の規程等について原案のとおり可決することにご異議ありま
せんか。

（委員全員異議なし）

委員長 異議なしと認めます。よって、議案第６号「久喜市教育委員会事務専
決規程を含む１２件の規程等について」は、原案のとおり可決されま
した。
次に、議案第７号「久喜市立学校評議員要綱を含む４５件の要綱等に
ついて」を上程し、議題といたします。議案の朗読をお願いします。

（事務局朗読）

委員長 議案の説明をお願いいたします。

教育総務課長 教育委員会要綱の制定については、地方教育行政の組織及び運営に関
する法律第１４条第２項において「教育委員会規則その他教育委員会
の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育委
員会規則で定める」と規定されています。

なお、久喜市立学校評議員要綱を含む４５件の要綱等につきまして
は、お手元にご配布しました「議案第７号資料  久喜市教育委員会要
綱等」をご参照いただきたいと存じます。

委員長 ただ今の説明について何かご質問ございませんか。

（委員全員なし）



発言者 会議のてん末・概要　
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委員長 ご質問がないようですので、本件久喜市立学校評議員要綱を含む４５
件の要綱等について原案のとおり可決することにご異議ありません
か。
（委員全員異議なし）

委員長 異議なしと認めます。よって、議案第７号「本件久喜市立学校評議員
要綱を含む４５件の要綱等について」は、原案のとおり可決されまし
た。
議案第８号から議案第１２号については、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。

（委員異議なしの声あり）

委員長 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。
次に、議案第８号「久喜市日本語指導員の委嘱について」（非公開）
を上程し、議題といたします。議案の朗読をお願いします。

（事務局朗読）

委員長 議案の説明をお願いいたします。

指導課長 （議案書に基づき説明する）

委員長 ただ今の説明について何かご質問ありませんか。

（委員全員なし）

委員長 よろしいですか。ご質問がないようですので、本件久喜市日本語指導
員の委嘱について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
（委員全員異議なし）

委員長 異議なしと認めます。よって、議案第８号「久喜市日本語指導員の委
嘱について」、原案のとおり可決されました。
次に、議案第９号「久喜市立幼稚園長の任命について」（非公開）を
上程し、議題といたします。議案の朗読をお願いします。

（事務局朗読）

委員長 議案の説明をお願いいたします。

学務課長 （議案書に基づき説明する）

委員長 ただ今の説明について何かご質問ありませんか。

（委員全員なし）

委員長 よろしいですか。ご質問がないようですので、本件久喜市立幼稚園長
の任命について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
（委員全員異議なし）

委員長 異議なしと認めます。よって、議案第９号「久喜市立幼稚園長の任命
について」は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第１０号「久喜市公民館長の任命について」（非公開）を
上程し、議題といたします。議案の朗読をお願いします。

（事務局朗読）

委員長 議案の説明をお願いいたします。

中央公民館長 （議案書に基づき説明する）

委員長 ただ今の説明について何かご質問ありませんか。
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（委員全員なし）

委員長 よろしいですか。ご質問がないようですので、本件久喜市公民館長の
任命について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
（委員全員異議なし）

委員長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１０号「久喜市公民館長の任
命について」は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第１１号「久喜市社会教育指導員の委嘱について」（非公
開）を上程し、議題といたします。議案の朗読をお願いします。

（事務局朗読）

委員長 議案の説明をお願いいたします。

教育副部長兼
生涯学習課長

（議案書に基づき説明する）

委員長 ただ今の説明について何かご質問ありませんか。

（委員全員なし）

委員長 よろしいですか。ご質問がないようですので、本件久喜市社会教育指
導員の委嘱について原案のとおり可決することにご異議ありません
か。

（委員全員異議なし）

委員長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１１号「久喜市社会教育指導
員の委嘱について」は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第１２号「久喜市プール指導員の委嘱について」（非公
開）を上程し、議題といたします。議案の朗読をお願いします。

（事務局朗読）

委員長 議案の説明をお願いいたします。

教育副部長兼
生涯学習課長

（議案書に基づき説明する）

委員長 ただ今の説明について何かご質問ありませんか。

（委員全員なし）

委員長 よろしいですか。ご質問がないようですので、本件久喜市プール指導
員の委嘱について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

（委員全員異議なし）

委員長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１２号「久喜市プール指導員
の委嘱について」は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第１３号「久喜市立学校の学校医・学校歯科医・学校薬剤
師の委嘱について」（非公開）を上程し、議題といたします。議案の
朗読をお願いします。

（事務局朗読）

委員長 議案の説明をお願いいたします。

学務課長 （議案書に基づき説明する）

委員長 ただ今の説明について何かご質問ありませんか。

（委員全員なし）
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委員長 ご質問がないようですので、本件久喜市立学校の学校医・学校歯科
医・学校薬剤師の委嘱について原案のとおり可決することにご異議あ
りませんか。

（委員全員異議なし）

委員長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１３号「久喜市立学校の学校
医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱について」は、原案のとおり可決
されました。
以上で、会議の非公開を解きます。
以上で、本日予定していました議案の審議はすべて終了いたしまし
た。
続きまして、報告事項が１件ございますのでご報告願います。
報告第１号  久喜市育英資金基金条例を含む２３件の条例について報
告願います。

教育総務課長 久喜市育英資金基金条例を含む２３件の条例については、議会の議決
を経て、久喜市が制定する法規でありますが、議会を招集する暇がな
いため、地方自治法第１７９条第１項の規定により久喜市長職務執行
者が専決処分したのでここに報告をするものでございます。
なお、久喜市育英資金基金条例を含む２３件の条例につきましては、
配布しました「報告第１号資料久喜市条例（教育委員会所管分）」を
ご参照いただきたいと存じます。

委員長 ただ今の説明について何かご質問ありませんか。

（委員全員なし）

委員長 ご質問がないようですので、本件久喜市育英資金基金条例を含む２３
件の条例については、報告のとおりご了解くださいますようお願いし
ます。

委員長 続きまして、次回の定例委員会の日程をお願いいたします。
何か事務局案がございましたら、よろしくお願いいたします。

教育総務課長 基本的には、毎月、第３金曜日の午後１時３０分開会でお願いしたい
と思っております。

委員長 それでは、次回の定例委員会は、４月１６日金曜日、午後１時３０分
でよろしいでしょうか。

吉田教育長 その日は、教育長会議が予定されておりますので、できましたら４月
１５日（木）でお願いできればと思います。

委員長 いががでしょうか。

（委員全員賛成）

委員長 それでは、次回の定例委員会は、４月１５日木曜日、午後３時３０分
といたします。場所は追って事務局からお知らせいたします。
これをもちまして、平成２２年久喜市教育委員会第１回臨時委員会を
閉議、閉会といたします。

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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　　小林　徳雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　　　大熊芙美江

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　　　内田　貞一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　　　大熊　伸晃

平成２２年　４月１５日


