
会 議 の 名 称 平成２４年第６回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２４年４月１８日（水曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後２時０８分まで

開 催 場 所 久喜市立郷土資料館　視聴覚ホール

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、早川碩明、髙木学各委員、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

田中教育部長、松本教育副部長、山本参事兼指導課長、齋藤参事兼生
涯学習課長、青鹿教育総務課長、斉藤学務課長、丸山文化財保護課
長、中山中央公民館長、松田中央図書館長、関口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）教育長報告

　　　ア　平成２４・２５年度久喜市教育委員会研究委嘱について

　　　イ　久喜市スクールソーシャルワーカーの委嘱について

　　　ウ　久喜市教育委員会表彰について

（４）議事

議案第２４号　久喜市文化財保護審議委員の委嘱について

議案第２５号　久喜市立図書館協議会委員の委嘱について

（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２号（第４条関係）

会　　　　議　　　　録

会 議 次 第
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発言者 会議のてん末・概要　

【開会の宣言】

鹿児島委員長 　皆さん、こんにちは。早速ですが、定例委員会をはじめさせていた
だきます。ただ今の出席委員は５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２４年久喜市教育委員会第６回定例委員会を
開会いたします。

【開議の宣告】

鹿児島委員長 　これより直ちに本日の会議を開きます。

【議事日程の報告】

鹿児島委員長 　本日の議事日程につきましては、あらかじめ委員のお手元に配布し
たとおりでございます。

【会議録署名委員の指名】

鹿児島委員長  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、
会議規則第２３条第２項の規定により、委員長において指名させてい
ただきます。今回は、榎本委員、髙木委員にお願いいたします。
　なお、会議録の作成形式の変更につきまして、教育長より提案があ
るようですので、説明をお願いいたします。

吉田教育長 　それでは、ご説明させていただきます。今回は、４月に入り新年度
１回目の会議でございます。これまで会議録の作成につきましては、
要点・概要を掲載してきたところでございます。
　しかしながら、お手元にございます資料の新聞記事にもあるよう
に、要点・概要だけの掲載でよいのか問われているところでございま
す。
　このため、今回の会議より会議録の作成形式を全文掲載方式へ変更
させていただきたくご提案するものでございます。
　詳細につきましては、青鹿教育総務課長よりご説明いたします。

教育総務課長 　それでは、久喜市教育委員会定例会及び臨時会の会議録の作成形式
の変更につきまして、ご説明を申し上げます。
　会議録の作成形式には、発言をそのまま掲載する全文掲載方式と、
要旨及び大要を掲載する要点筆記方式の２種類がございます。
　現在、定例会及び臨時会の会議録につきましては、久喜市教育委員
会会議規則第２４条に基づき、要点筆記にて作成しているところでご
ざいます。
　会議規則第２４条には、会議録の記載事項が定められており、主に
教育長等の報告につきましては要旨を、また、議題及び議事につきま
しては、大要を記載しなければならないとされております。
　現在まで作成している会議録につきましても、この規定に基づき、
要点筆記にて要旨や大要を記載しているところでございます。
　しかしながら、本市における附属機関をはじめとする審議会等にお
きまして、全文掲載方式を採用している状況がございます。また、他
の教育委員会の会議録の作成状況を見ますと、都道府県及び政令指定
都市では７１．２パーセントが、市町村では、２４．７パーセントが
詳細な会議録を公開している状況がございます。

様式第２号（第４条関係）
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

教育総務課長 　このような中、市民に広く開かれた存在であります教育委員会とい
たしましても、会議の内容をすべて明瞭にし、伝えていくことが重要
と考えるところであり、本教育委員会において意思決定を行う定例会
及び臨時会につきましては、平成２４年度を機に全文掲載方式へ改め
ることとさせていただきたく、提案するものであります。
　なお、人事案件における個人情報や審議・検討等情報につきまして
は、従来どおり会議録にその旨を記載し、掲載は省略させていただく
ことに変更はございません。
　また、全文掲載方式におきましては、要点筆記方式と比較いたしま
すと会議録が長大になることが予想されます。このため、従来、行っ
ていました会議録承認時の事務局職員による会議録（案）の朗読につ
きましては、事前に全委員の方へ会議録（案）を送付いたしますの
で、省略させていただきたいと考えております。なお、会議録（案）
につきましては、会議の招集通知及び議案書等に併せて送付すること
を考えております。
　よろしくお願いいたします。

鹿児島委員長 　ただ今の説明に対しまして、ご質問をお受けいたします。

鹿児島委員長 　久喜市ではどのような審議会が全文掲載方式となっていますか。

教育総務課長 　農業委員会、選挙管理委員会、都市計画マスタープラン策定委員
会、給食審議会などが全文掲載方式となっています。また、学期制検
討委員会につきましては、２月の会議において次回より全文掲載方式
とすることとなっています。

吉田教育長 　重要度の高い審議会等は全文掲載方式へ転換している状況がござい
ます。

早川委員 　会議の録音はどうなっていますか。全文掲載方式は会議を録音しな
いと会議録の調製が難しいのではないかと思うんですけど。

教育総務課長 　以前より録音させていただいでおりますので問題ありません。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございませんか。

（なしとの声あり）

鹿児島委員長 　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。

鹿児島委員長 　ただいまの提案につきまして、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。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　異義なしと認めます。よって、今回より会議録の作成形式を全文掲
載方式に改めることといたします。

【会議録作成者の指名】

鹿児島委員長 　会議録作成者は、教育総務課森田主任にお願いします。

【会議時間の決定】

鹿児島委員長 　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、いかがでしょうか。
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 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】

鹿児島委員長 　日程第２、前回会議録の承認を求めます。平成２４年３月２１日開
催いたしました第５回臨時委員会の会議録につきまして、事務局より
朗読をお願いいたします。

（森田教育総務課主任、前回会議録を朗読）

鹿児島委員長 　ただ今、前回会議録を朗読していただきましたが、ご異議ございま
せんでしょうか。

（異議なし）

鹿児島委員長 　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】

鹿児島委員長 　日程第３、教育長報告でございます。

鹿児島委員長 　はじめに、ア「平成２４・２５年度久喜市教育委員会研究委嘱につ
いて」、報告をお願いします。

吉田教育長 　研究委嘱につきましては、市内小・中学校３４校のうちの９校程度
に対して、それぞれの課題の解決のために２年間研究していただき、
その成果の発表を行っていだだくものでございます。長年行ってきて
いるものでございます。
　このようなことから、小・中学校と事前の調整をした結果、今年度
と来年度の２か年について、新たに小学校６校と中学校３校の合計９
校に対して教育委員会から委嘱したものでございます。詳細につきま
しては、山本参事兼指導課長よりご説明いたします。

参事兼指導課長 　それでは、研究委嘱校についてご説明させていただきます。平成２
４年度・平成２５年度の教育委員会研究委嘱校につきましては、資料
のとおり小学校は久喜小学校、太田小学校、江面第一小学校、本町小
学校、菖蒲東小学校、栗橋南小学校の６校に、体力向上、外国語活
動、学力向上などで研究委嘱をお願いしたところでございます。ま
た、中学校につきましては、久喜東中学校、栗橋東中学校、鷲宮東中
学校の３校に、学力向上、道徳などで研究委嘱をお願いをしたところ
でございます。研究主題は資料のとおりでございます。

吉田教育長 　このほかに、昨年度と今年度の２か年にわたり研究委嘱をお願いし
ている学校が８校ありますよね。

参事兼指導課長 　はい、小学校につきましては、江面第二小学校、清久小学校、栢間
小学校、栗橋西小学校の４校です。そして、中学校につきましては、
太東中学校、菖蒲中学校の２校、このほか、小・中連携ということ
で、砂原小学校と鷲宮中学校が合同で研究を行っています。
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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 　ただ今の報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。

鹿児島委員長 　研究委嘱校への指導はどうなっていますか。

参事兼指導課長 　指導につきましては、事前及び発表当日、また、研究の過程におい
て適宜指導に加わるほか、各学校ごとにその研究主題に関する専門的
な外部指導者を招聘して行います。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございませんか。

（なしとの声あり）

鹿児島委員長 　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。

【会議の非公開】

鹿児島委員長 　教育長報告イ・ウ及び議案第２４号・議案第２５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。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　異義なしと認めます。よって、これより会議を非公開とさせていた
だきます。

鹿児島委員長 　それでは、イ「久喜市スクールソーシャルワーカーの委嘱につい
て」、報告をお願いします。

（非公開案件につき省略）

鹿児島委員長 　続きまして、ウ「久喜市教育委員会表彰について」、報告をお願い
します。

（非公開案件につき省略）

鹿児島委員長 　以上で教育長報告を終了いたします。

【議事・議案審議】

鹿児島委員長 　日程第４、議事に入ります。

鹿児島委員長 　はじめに、「議案第２４号　久喜市文化財保護審議委員の委嘱につ
いて」を上程し議題といたします。教育長の提案理由の説明を求めま
す。

（非公開案件につき省略）

【採　決】

鹿児島委員長 　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。
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　異義なしと認めます。よって、「議案第２４号　久喜市文化財保護
審議委員の委嘱について」は、全員の賛成を頂きまして原案どおり可
決いたしました。

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第２５号　久喜市立図書館協議会委員の委嘱に
ついて」を上程し、議題といたします。教育長の提案理由の説明を求
めます。

（非公開案件につき省略）

【採　決】

鹿児島委員長 　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。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　異義なしと認めます。よって、「議案第２５号　久喜市立図書館協
議会委員の委嘱について」は、全員の賛成を頂きまして原案どおり可
決いたしました。

鹿児島委員長 　以上で会議の非公開を解きます。暫時休憩いたします。

（暫時休憩）

鹿児島委員長 再開いたします。

【議案審議終了】

鹿児島委員長 　以上をもちまして、教育長から提出されました議案につきまして
は、すべて終了いたしました。

【次回定例委員会の開催】

　続きまして、日程第５、次回の定例委員会開催日でございますが、
いかがいたしましょうか。事務局より提案があればお願いします。

教育総務課長 　委員長及び委員長職務代理者の任期が１年となっておりまして、５
月２０日をもって任期が終了となります。このため、委員長の選挙及
び委員長職務代理者の指定を行う必要がありますので、５月２１日、
月曜日に開催したいと考えております。
　なお、会場につきましては、久喜市公文書館第３会議室を予定して
おります。

鹿児島委員長 　ただ今、事務局より提案がありましたが、いかがでしょうか。

（異議なしとの声あり）
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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 　それでは、次回の定例委員会は、５月２１日、月曜日。時間は午後
１時３０分から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】

鹿児島委員長 　これをもちまして平成２４年久喜市教育委員会第６回定例委員会を
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　鹿児島金衛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　榎本　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　髙木　　学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　森田　洋輔

平成２４年　５月２１日
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