
会 議 の 名 称 平成２３年第３回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２３年２月１６日（水曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後３時４５分まで

開 催 場 所 鷲宮総合支所３階庁議室

議 長 氏 名 鹿児島金衛委員長

出 席 委 員 氏 名 鹿児島金衛、榎本英明、小島博子、早川碩明各委員、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、駒井参事兼指導課長、井出参事兼生涯学習課長、青鹿
教育総務課長、松本学務課長、小林文化財保護課長、中山中央公民館
長、松田中央図書館長、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

　　　書記の指名

　　　会議時間の決定

（２）前回会議録の承認

（３）議事

議案第３号　平成２３年度久喜市教育行政基本方針（案）について

議案第４号　久喜市栗橋南小学校北校舎改築に伴う工事期間中に
　　　　　　おける学校給食の運営方法について

議案第５号　久喜市外国語指導助手就業規則について

議案第６号　久喜市公立学校教育研究員規程を廃止する訓令について

議案第７号　久喜市教科等研究委嘱事業委託実施要項を廃止する
　　　　　　告示について

議案第８号　久喜市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則に
　　　　　　ついて

議案第９号　久喜市学期制検討委員会委員の委嘱について

議案第１０号　平成２２年度久喜市一般会計補正予算（第５号）
　　　　　　（案）に係る意見聴取について

配 付 資 料 議案書、議案参考資料

会議の公開・非公開 一部非公開（人事案件及び審議・検討等情報のため）

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　

（１）署名委員の指名　　榎本委員、早川委員

　　　書記の指名　　　　教育総務課森田

　　　会議時間の決定　　議案等すべて審議終了まで

（２）前回会議録の承認　会議録を朗読、承認

（３）議事

鹿児島委員長 議事に際し、１件の追加議案の同意を求める。

（全員同意）

議案第１０号　平成２２年度久喜市一般会計補正予算（第５号）
（案）に係る意見聴取についてを追加議案とすることを決定。

議案第３号　平成２３年度久喜市教育行政基本方針（案）について

吉田教育長 議案の提案理由を説明。

教育総務課長 所管項目について、教育行政基本方針（案）を基に補足説明。

学務課長 所管項目について、教育行政基本方針（案）を基に補足説明。

参事兼指導課長 所管項目について、教育行政基本方針（案）を基に補足説明。

参事兼生涯学習課長 所管項目について、教育行政基本方針（案）を基に補足説明。

文化財保護課長 所管項目について、教育行政基本方針（案）を基に補足説明。

中央公民館長 所管項目について、教育行政基本方針（案）を基に補足説明。

中央図書館長 所管項目について、教育行政基本方針（案）を基に補足説明。

（質疑）

早川委員 教育指導計画の工夫・改善におけるシラバスの実施方法について質
問。

参事兼指導課長 従前より各学校はそれぞれの方法で実施しているので、平成２３年度
についても各学校長の判断によりそれぞれの方法で実施していただく
予定である。

早川委員 小学校３・４学年の社会科学習を補助する「社会科副読本」の作成ス
ケジュールについて質問。

参事兼指導課長 平成２４年度当初に配布できるように進めている。

榎本委員 服務規律の徹底に関する研修等の実施における、「６～９年経験者教
員服務研修」の概要について質問。

参事兼指導課長 年次に該当する教員を一箇所に集め、服務の研修を行うものである。

榎本委員 臨時採用教職員の採用の過程における、面接官等への民間人の登用の
有無について質問。

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）

参事兼指導課長 面接官等への民間人の登用はしていない。県費負担教職員である臨時
採用教職員の現行の採用システムにおいては、民間人を登用すること
は難しいが、研修等への民間人講師の招聘など、活用できる点を検討
していきたい。

榎本委員 放課後子ども教室（ゆうゆうプラザ）と学童保育の違いについて質
問。

吉田教育長 活動内容や活動時間が異なる。放課後子ども教室は講座を通じての体
験活動を目的としているが学童保育にはそのような講座はない。活動
時間についても、学童保育が月曜日から金曜日まで毎日実施している
が、放課後子ども教室は週１回から２回の実施となっている。

（採決）

鹿児島委員長 原案どおり可決してよいか確認。

全員賛成により原案どおり可決。

議案第４号　久喜市栗橋南小学校北校舎改築に伴う工事期間中に
　　　　　　おける学校給食の運営方法について

吉田教育長 議案の提案理由を説明。

学務課長 議案書及び議案参考資料を基に補足説明。

（質疑）

早川委員 久喜市学校給食審議会の答申の中に、審議の過程において単独校調理
場方式が望ましいという意見があったとの記載があるため、いま一度
単独校調理場方式のメリット・デメリットを確認したうえで議論を行
うことを要望。

学務課長 メリットとしては、食育の観点から常に温かい給食が提供できること
が挙げられる。デメリットとしては、調理場設置にかかる経費がかか
るとともに、調理場を設置した場合の設置場所から仮設校舎までの距
離がかなりあるため、運搬上の安全面、衛生面への問題が挙げられ
る。

吉田教育長 教育委員の方々には現地視察及び試食の結果で判断いただけるかと思
う。

早川委員 仮に調理場を設置した場合の費用について質問。

学務課長 既存の厨房機器を極力使用した上での設置費用は最低でも８，７００
万円程度としている。場合によっては億単位となる可能性もある。

榎本委員 鷲宮学校給食センターの候補が第２となっている理由について質問。

学務課長 鷲宮第１学校給食センターでは小学校向けの給食を調理し、鷲宮第２
学校給食センターでは中学校向けの給食を調理している。追加調理の
可能性及び整備のしやすさを考慮し、面積の広い鷲宮第２学校給食セ
ンターを候補にあげている。

吉田教育長 久喜市学校給食審議会の答申を尊重して議論を行うことを要望。

鹿児島委員長 久喜市学校給食審議会の答申を尊重して議論を行うことを確認。

（全員了承）



発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

鹿児島委員長 各調理場で調理された給食の温度について質問。

学務課長 菖蒲学校給食センターで調理した汁物は、調理時には８８．７度で配
食時には７２．８度であった。また。鷲宮学校給食センターで調理し
た汁物は、調理時には９４．３度で配食時には７６．０度であった。

教育部長 温かさの観点では、どちらも保温性の高い二重食缶を使用しており、
遜色はない。

鹿児島委員長 全面委託調理方式に移行した場合の保護者負担の増減について質問。

学務課長 全農食品に委託した場合は月額３００円増加の見込み、行田福祉セン
ターに委託した場合は月額２００円増加の見込みである。

鹿児島委員長 現行の給食費で全面委託調理方式とすることの可否、さらに、差額分
に公費を投入することの是非について質問。

学務課長 現行の給食費で全面委託調理方式にすることは不可能である。また、
給食費は食材料費であり、公費を投入することはできない。

吉田教育長 校舎の改築というのは、子どもや保護者の問題ではなく、行政側の問
題であるため、行政側のコスト面より保護者側の負担の増減を重視し
て議論を行うことを要望。

小島委員 給食費の値上げ回避や、距離等のことを考慮し、また、調理場を視察
したことを踏まえ、鷲宮第２学校給食センターにすることを要望。

鹿児島委員長 学校給食審議会の答申及び教育委員の各調理場視察を考慮して、菖蒲
学校給食センターと鷲宮第２学校給食センターの２つに絞って議論す
ることを確認。

（全員了承）

榎本委員 栗橋南小学校と各学校給食センターとの距離について質問。

学務課長 菖蒲学校給食センターから栗橋南小学校までは距離にして１９．５キ
ロメートル、時間にして約３５分である。また、鷲宮学校給食セン
ターから栗橋南小学校までは距離にして７．０キロメートル、時間に
して約１０分である。

教育部長 距離が近ければ、配送の出発時間を遅くすることができる。

吉田教育長 食中毒防止の観点からしても、調理から喫食までの時間は短いほうが
望ましい。

鹿児島委員長 鷲宮第２学校給食センターと比較し、菖蒲学校給食センターの導入年
度経費及びランニングコストが高い理由について質問。

学務課長 コンテナ及び食器の一部等の備品の購入や配送方法の違いにより高く
なっている。

早川委員 どちらの学校給食センターになった場合においても栗橋地区産農産物
が使用されるかについて質問。

学務課長 地産地消の観点からも、使用していきたい。



発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

早川委員 栗橋南小学校で勤務している調理員の処遇について質問。

学務課長 どちらの学校給食センターになった場合においても調理員の受入れは
可能である。

榎本委員 保護者負担の観点や距離の観点から判断し、鷲宮第２学校給食セン
ターにすることを要望。

早川委員 児童の安全・安心を第一に考え、鷲宮第２学校給食センターにするこ
とを要望。

鹿児島委員長 委員の挙手による採決としてよいか同意を求める。

（全員同意）

（採決）

鹿児島委員長 鷲宮第２学校給食センターに決定することに対し、委員の挙手を求め
る。

（全員挙手）

全員の挙手により、鷲宮第２学校給食センターに決定。

議案第５号　久喜市外国語指導助手就業規則について

吉田教育長 議案の提案理由を説明。

参事兼指導課長 議案書を基に補足説明。

鹿児島委員長 ＪＥＴプログラム等の直接雇用以外で勤務している外国語指導助手
を、契約終了後に直接雇用に切り替えることの可否について質問。

参事兼指導課長 直接雇用することは可能である。

榎本委員 外国語指導助手の直接雇用の計画人数について質問。

参事兼指導課長 ７人の直接雇用を計画している。

（採決）

鹿児島委員長 原案どおり可決してよいか確認。

全員賛成により原案どおり可決。

（暫時休憩）

（再開）

議案第６号　久喜市公立学校教育研究員規程を廃止する訓令について

吉田教育長 議案の提案理由を説明。

参事兼指導課長 議案書を基に補足説明。

鹿児島委員長 規程の概要について質問。



発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

参事兼指導課長 教職経験５年以上の教員を対象とし、個人単位で研究を行うものであ
る。平成２２年度においては予算措置がなかったため、委嘱も行って
いない。また、平成２３年度においても予算措置の予定はない。

鹿児島委員長 旧１市３町での実施状況について質問。

参事兼指導課長 旧１市３町での実績はない。

早川委員 提案制度との違いについて質問。

吉田教育長 本規程は研究を行う制度であり、提案制度ではない。

（採決）

鹿児島委員長 原案どおり可決してよいか確認。

全員賛成により原案どおり可決。

議案第７号　久喜市教科等研究委嘱事業委託実施要項を廃止する
　　　　　　告示について

吉田教育長 議案の提案理由を説明。

参事兼指導課長 議案書を基に補足説明。

（質疑なし）

（採決）

鹿児島委員長 原案どおり可決してよいか確認。

全員賛成により原案どおり可決。

議案第８号　久喜市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則に
　　　　　　ついて

吉田教育長 議案の提案理由を説明。

中央図書館長 議案書及び議案参考資料を基に補足説明。

（質疑なし）

（採決）

鹿児島委員長 原案どおり可決してよいか確認。

全員賛成により原案どおり可決。

鹿児島委員長 議案第９号については人事案件につき、また、議案第１０号について
は、久喜市審議会等の会議の公開に関する条例第５条第４号の審議、
検討等情報に該当することから非公開としてよいか同意を求める。

（異議なし）

非公開とすることを決定。

議案第９号　久喜市学期制検討委員会委員の委嘱について

吉田教育長 議案の提案理由を説明。



発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

参事兼指導課長 議案書を基に補足説明。

鹿児島委員長 委員の任期中に人事異動や役員交代があった場合の取り扱いについて
質問。

参事兼指導課長 新たな委員を選任することとなる。

榎本委員 委員の任期中の交代について、選出区分内においては充て職となるか
について質問。

参事兼指導課長 充て職ではなく、選出区分母体からの推薦を受け、新たに選任するこ
ととなる。

榎本委員 委員会の開催回数について質問。

参事兼指導課長 年度内に１回の開催を予定している。その後については未定である。

鹿児島委員長 実験校を設置するなど、時間をかけての研究を要望。

（採決）

鹿児島委員長 原案どおり可決してよいか確認。

全員賛成により原案どおり可決。

議案第１０号　平成２２年度久喜市一般会計補正予算（第５号）
　　　　　　（案）に係る意見聴取について

吉田教育長 議案の提案理由を説明。

学務課長 所管項目について、予算書（案）を基に補足説明。

参事兼指導課長 所管項目について、予算書（案）を基に補足説明。

文化財保護課長 所管項目について、予算書（案）を基に補足説明。

中央図書館長 所管項目について、予算書（案）を基に補足説明。

（採決）

鹿児島委員長 原案どおり可決してよいか確認。

全員賛成により原案どおり可決。

（非公開を解く）

（４）その他

次回の定例教育委員会は、３月１６日（水曜日）午後１時３０分開会
予定



発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

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　鹿児島金衛　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　榎本　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　早川　碩明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　森田　洋輔

平成２３年　３月１６日


