
会 議 の 名 称 平成２４年第８回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２４年６月２７日（水曜日）

開始・終了時刻 午前９時３５分から午後１０時４５分まで

開 催 場 所 久喜市鷲宮総合支所　庁議室１・２

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、坪井喜代子各委員、吉田耕治教育長

欠 席 委 員 氏 名 髙木学委員

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年６月定例議会市政に対する質問（教育関係）に
　　　　　ついて

　　　イ　久喜市教育活動指導員の委嘱について

　　　ウ　久喜市教育委員会表彰について

（４）議事

議案第３７号　久喜市教育振興基本計画策定委員会委員の委嘱に
　　　　　　　ついて

議案第３８号　久喜市立小・中学校学区等審議会委員の委嘱について

議案第３９号　久喜市幼児教育研究協議会委員の委嘱について

議案第４０号　久喜市教育集会所運営委員会委員の委嘱について

議案第４１号　久喜市公民館運営委員の任命について

議案第４２号　久喜市教育振興基本計画策定委員会への諮問について

議案第４３号　久喜市教育研究会助成金交付要綱の制定について

議案第４４号　久喜市文化財指定・認定基準の制定について

（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。早速ではありますが、これより定例委員会を
はじめさせていただきます。本日は髙木委員が欠席のため、ただ今の
出席委員は４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８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、
久喜市教育委員会会議規則第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、坪井委員にお願いいたします。

【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。

（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５月２１日に
開催いたしました、第７回定例委員会の会議録につきましては、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。
　お手元の会議録にご異議ございませんでしょうか。

（異議なしとの声あり）

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。

様式第２号（第４条関係）

‐2‐



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 　はじめに、ア「平成２４年６月定例議会市政に対する質問（教育関
係）について」、報告をお願いします。

吉田教育長 　非常にたくさんの議員の皆様方からご質問を頂きましたので、あら
かじめ委員の皆様方には、配布をさせていただいておるところでござ
います。
　このため、１つひとつについてご報告申し上げますと時間がかかっ
てしまいますことから、非常に恐縮ではございますが、既に目を通し
ていただいているかと思いますので、主な点につきまして、私の方か
ら一括でご報告をさせていただきたいと思います。

　まず、今回の質問で非常に多かったものが、京都府の亀岡市や千葉
県の館山市で登校中の子供達の列に車が突入するという悲惨な事故が
ありましたので、そういうことを踏まえました、子供たちの通学路の
安全確保に関する質問でございました。合計で５人の議員さんから質
問が出たところでございます。

　教育委員会の方では、学校を主体に定期的に通学路の点検を実施し
ているのですが、緊急に再度点検をしまして、危険な箇所等について
の報告していただいたうえで、所管する部署である生活安全課にとり
まとめて報告したところでございます。報告数は小・中学校合計で１
５５件です。これは、前々から報告いただいているのと重複していま
す。

　改善にあたっては、県道と市道との関係があって、市道については
対応できるものはすぐに対応できるのですが、県道については県の方
で対応するということがありまして、見通しが悪いとか、あるいはラ
インが消えているとか、そういったものについて出来るものは対応し
てもらっているという状況です。

　それから、福島の原発事故に関係して、放射能汚染の関係において
も質問をいただいております。現在は定期的に放射線量の測定をして
いること、それからいわゆるホットスポットと呼ばれている、学校の
雨どいの下の辺りに、測定値が高かった部分があり、その部分につい
ても定期的に測定をして、問題が無いか確認をするということをやっ
ている旨を答弁しております。

　それからもう１点、学校給食の食材の測定ということなのですが、
以前にも報告させていただいた部分もあるかと思いますが、現在県で
購入した測定器が、宮代町役場に設置されておりまして、そちらに週
１回食材を持ち込んで測定をしております。その結果は全部不検出と
いう状態です。

　また、このたび国民生活センターから機器の貸与がございます。９
月ごろに貸与される予定でございます。そうしますと、久喜市だけで
機器を使えるようになりますので、ほとんど毎日となりますが、食材
の測定をしていく予定です。

　このように食材の測定を毎日するとなると、人員が必要がとなりま
すので、今回補正予算を組ませていただいて、業務委託にて測定を専
門にやってもらうといった、そういう体制をとっていきたいと考えて
おります。
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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）

　そういうことから、今は、この食材、この食材というように測定し
ていますが、これからは全食といいますか、全部を測定することも可
能になってきますので、それも視野に入れて、実施するというような
内容で答弁しております。このようなことで、質問者の方々にはご理
解いただいたと思っております。

　それから、次に大きなものとしては、学期制でございます。学期制
については、春山議員さんからの質問でございます。

　今までの会議の中身をみると、２学期制と３学期制についてのメ
リット・デメリットであるとか、そういうことについての意見交換が
非常に多くて、これから先どうするのかということがちょっとよく見
えませんというような主旨の質問でした。

　学期制については、今年はいよいよ具体的に入ってもらうというこ
とから、７月に第１回の会議を開きますが、その後、２学期制から３
学期制に移行した市や町ということで、２ヶ所を選び学期制検討委員
会の委員さん方に視察をしていただくことを予定しています。

　その後、ＰＴＡをはじめとする様々な方の関心が非常に高いもので
すから、そういう方々に集まってもらって、フォーラムを開きたいと
いうふうに思っております。そして、その場で２学期制っていうもの
はどういうものなのか、３学期制っていうものはこういうものなのか
と、メリットやデメリットなどといったものが色々あるでしょうか
ら、そういうものを公開で議論ができる、討論ができるような、
フォーラムを予定しているということを答弁しております。その後、
多くの皆さん方がご理解いただいた段階でアンケートを実施したいと
いうふうに考えております。

　アンケートは、教職員や保護者、子供達、ただし低学年は難しいか
もしれませんが、ピックアップして行いたいと考えています。かなり
大規模なアンケートになると思いますが、それを集約して、それを次
の学期制検討委員会にお出しして、本格的に議論を進めていただきた
いという予定でおります。

　そのようなことから、今年度中にある程度の方向性を出していただ
ければというふうに、事務局としては考えております。２学期制にす
るのか、３学期制にするのか、あるいはもっと違う方法で何かある
か、またそれができるのか。その辺の方向性を出していただきたいと
考えております。

　そして、方向性が出されましたら、これは来年度までかかってしま
うと思いますが、授業日を確保するために、開校記念日はどうするの
か、夏休みとか冬休みといった長期休業を尐し短縮して授業日数を
もっと確保するとか、あるいは土曜授業はどうするのとか、そういっ
た色々なことが具体的に出てきますので、そういうことについて議論
していただいて、そして、来年度の中くらいかあるいは、その手前く
らいまでには、どちらかに統一をして、こういう内容でこういうよう
にすべきであるということを意見書としていただければと思います。

　そして、意見書としていただいたものを教育委員会として検討した
うえで、教育委員の皆さんにお諮りをし、議論していただき、議決を
いただけましたら、今度はこういうふうにしていきますよということ
を公表した後、実施ということになります。
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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）

　それから、学校給食でございますが、これにつきましては栗橋地区
から選出されております田村議員さんからの質問です。栗橋南小学校
の校舎建て替えに関係したものでございます。今年の９月から工事期
間中は鷲宮学校給食センターで給食を作って提供することが決まって
おりますが、その後の建て替え終了後の措置をどうするかというよう
なことが質問の主旨でございました。

　これにつきましては、工事期間終了後に自校方式とするか、それと
もセンター方式とするかを、学校給食審議会の方に諮問をして、今検
討していただいている最中です。そのため、事務局としては、こうし
たいああしたいと言えない状況にありますので、答弁としてはその両
方を今事務局としては考えておりますというふうに答弁をいたしまし
た。

　ところが、栗橋南小のＰＴＡの方々からは、一時的であれ鷲宮学校
給食センターから提供されるということから、どうやら教育委員会は
センター方式に切り換えてしまうのではないだろうかという心配もい
ただいております。

　このようなことから、あくまでも教育委員会側としましては、どち
らにも対応出来るように考えていかないといけないかなというふうな
立場でいかなければならないと思っております。

　その他のことについては、様々な質問があった訳ございますけど
も、そのあたりにつきましては、お読みいただいたうえで省略させて
いただきたいと思います。

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 　学期制検討委員会で視察に行くのはどのあたりですか。

吉田教育長 　事務局として考えていますのは、熊谷市と本庄市です。熊谷市は２
学期制をずっと続けています。それから本庄市は、昨年２学期制から
３学期制に移行しました。本庄市は、従来の３学期制ではなく、新し
い形の３学期制ということで、新３学期制というふうに呼んで、移行
しております。熊谷市も本庄市も両方近いですから、一地域で視察が
できるということでいいかなと考えております。

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３７号から第４１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）
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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 　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。

鹿児島委員長 　それでは、イ「久喜市教育活動指導員の委嘱について」、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３７号　久喜市教育振興基本計画策定委員会委
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、全員賛成により原案どおり可決）

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第３８号　久喜市立小・中学校学区等審議会委
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、全員賛成により原案どおり可決）

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第３９号　久喜市幼児教育研究協議会委員の委
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、全員賛成により原案どおり可決）

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第４０号　久喜市教育集会所運営委員会委員の
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、全員賛成により原案どおり可決）

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第４１号　久喜市公民館運営委員の任命につい
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。
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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）

（非公開案件につき省略、全員賛成により原案どおり可決）

鹿児島委員長 　これをもちまして、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。

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第４２号　久喜市教育振興基本計画策定委員会
への諮問について」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。

吉田教育長 　それでは、先ほど策定委員会委員の委嘱を議決いただいたところで
ございますけれども、策定委員会を今月末に開催する予定でございま
す。
　その第１回の久喜市教育振興基本計画策定委員会におきまして、こ
の基本計画の策定について諮問をさせていただきたいというふうに思
います。
　この諮問につきましては、委員長名でお願いしたいというふうに
思っておりますことから、議決をお願いしたいというふうに思いま
す。詳しい内容等は担当課長がご説明いたします。

教育総務課長 　議案第４２号　久喜市教育振興基本計画策定委員会への諮問につい
て、ご説明申し上げます。この諮問につきましては、本市の教育の振
興のための施策に関する基本的な計画を定めるにあたり、久喜市教育
振興基本計画策定委員会条例第２条の規定に基づき、諮問するもので
ございまして、久喜市教育委員会より久喜市教育振興基本計画策定委
員会に意見を求めるものでございます。

　議案書の１２ページの諮問書を朗読いたします。「久喜市教育振興
基本計画について（諮問）、久喜市教育振興基本計画策定委員会条例
第２条の規定に基づき、久喜市教育振興基本計画について、貴委員会
の意見を求めます。」という内容でございます。
　なお、先ほど教育長の方からお話しがございましたが、第１回目の
策定委員会を６月２９日に開催いたしますので、委員の委嘱後にこち
らの諮問をする予定でございます。以上でございます。

吉田教育長 　諮問については、２行と簡単なんですけれども、諮問の書式がこの
ようなものになっていますことをご理解いただきたいと思います。
　実際にどういう内容について審議していただくかとか、そのような
ことついては、私の方から詳しく策定委員会において説明させていた
だきたいと思っています。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第４２号について、質疑をお受けいたします。

鹿児島委員長 　策定委員会は何回くらい開催するのですか。

‐7‐



発言者 会議のてん末・概要　
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教育総務課長 　６回を予定しております。

吉田教育長 　かなりこまめにやっていかないと難しくなりそうです。また、アン
ケートが必要になるかと思いましたので、事務局側で実施させていた
だいておりますが、進捗状況はどうですか。

教育総務課長 　アンケート調査は終了しておりまして、現在、集計作業を行ってい
るところでございます。

鹿児島委員長 　どのような方を対象にアンケートを実施しましたか。

教育総務課長 　小学生５年生、中学生２年生の各学校１クラスの児童生徒及びその
児童生徒の保護者。それと、小・中学校全教職員。加えて、市立幼稚
園の保護者及び教職員を対象にアンケート調査を行ったところでござ
います。

坪井委員 　一般の方は対象とならなかったのですか。

教育総務課長 　一般の方は対象となっていませんが、アンケートの実施に併せまし
て、教育関係団体への意見聴取ということで、各団体に意見の募集を
お願いしているところでございます。
　また、素案が出来上がった時点で、パブリックコメントを実施して
いきたいと考えております。

吉田教育長 　パブリックコメントは、市民の方々に広く公表して意見をいただく
という、そうした仕組みですので、そこでもまた意見を出していただ
きたいと思っております。

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。

【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。

鹿児島委員長 　異議なしと認めます。よって、「議案第４２号　久喜市教育振興基
本計画策定委員会への諮問について」は、全員の賛成を頂きましたの
で、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４３号　久喜市教育研究会助成金交付要綱の
制定について」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。
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吉田教育長 　久喜市教育研究会というのは、先生方が組織して研究会をやってい
るものでございます。そこの研究会に対しまして、教育委員会の方か
ら助成金を交付するということになっておりますが、これまでこの要
綱が合併した後はっきりしておりませんでしたので、改めてこの要綱
を制定したいというふうなことで、議決についてお願いしたいと思い
ます。内容等につきましては、ちょっとあの説明が長くなるかもしれ
ませんが、担当課長からご説明を申し上げます。

参事兼指導課長 　久喜市教育研究会助成金交付要綱についてでございますが、これま
で合併後、久喜市教育研究会に対しての助成金は、久喜市補助金等の
交付に関する規則に基づきまして、予算措置を進めてまいりました。
ただ、合併後その手続き等につきまして、必要な事項をまとめた要綱
がございませんでしたので、年度ごとによって提出していただく様式
等が不統一でございました。そこで、そういった手続き上、様式等を
含めまして今後統一を図っていくという主旨で、新たにこの要綱を定
めたものでございます。１４ページから２１ページまでに渡る長いも
のでございますが、特にこれにつきましては、助成対象となる事業、
経費、助成金の額、交付の決定等につきましては、先ほど申し上げま
した補助金等の交付に関する規則に基づくものでございます。手続き
等として、交付申請書、決定通知書、実績報告書、確定通知、また請
求、それと添付書類等につきまして、５条から１１条に渡って規定し
たものでございます。そして、それぞれの様式につきまして１６ペー
ジから２１ページの様式で手続きを進めていただく、ということを規
定したものでございます。以上でございます。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第４３号について、質疑をお受けいたします。

坪井委員 　第２条に助成対象事業とありますが、何事業くらいあるのですか。

参事兼指導課長 　市教育研究会の方でございますが、理事会・部長会議、いわゆる代
表者の会議を除きますと、各教科等ですね、教科それと教育分野、例
えば進路指導ですとか、そういったもの含めますと数多く、５０事業
位はあがってくるかと思われます。

鹿児島委員長 　例えば小学校の英語活動とか、教科ごとにそういうのにはいくらま
で補助するのですか。

参事兼指導課長 　１つひとつの事業でございますか。

鹿児島委員長 　例えば、各教科でいくらとか。

参事兼指導課長 　過去の実績をみますと、研究会の全体の活動に対して５０パーセン
トから６０パーセントの割合で補助をするという形になっております
ので、その助成金の内訳については、教育研究会の方の予算作成の中
でお任せしています。１つの事業についていくらっていう算出ではご
ざいません。
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鹿児島委員長 　自分達の予算にプラスしてこれを申請して助成を受けるわけです
ね。

吉田教育長 　教育研究会への助成金はどれくらいになっているのかを説明しても
らえますか。

参事兼指導課長 　今年度につきましては、１６２万円の助成金を交付する予定でござ
います。

鹿児島委員長 　実績としては、大体この位ですか。

参事兼指導課長 　平成２３年度の助成金額は１３４万円でございました。

榎本委員 　申請すれば１００パーセント助成されるものですか。

参事兼指導課長 　事前に研究会長と教育委員会の方で、協議をいたしまして、その上
でこの申請額が決まりますので、ほぼ１００パーセント申請されたも
のが通るということになります。

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。

【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 　異議なしと認めます。よって、「議案第４３号　久喜市教育研究会
助成金交付要綱の制定について」は、全員の賛成を頂きましたので、
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４４号　久喜市文化財指定・認定基準の制定
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。

吉田教育長 　久喜市文化財指定・認定基準の制定について、でございますけれど
も、合併後につきまして、はっきり基準として制定していなかったも
のですから、今回きちんと制定をして、進めていきたいということが
ございまして、この指定・認定基準の制定につきまして議決をお願い
したいと思います。内容につきましては、担当課長からご説明申し上
げます。
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文化財保護課長 　資料の２３ページになります。これにつきましては、今後、新たに
文化財を市の指定とする際、指定の基準を明確化する必要があると考
え、文化財指定・認定基準の制定の議案を上程したものでございま
す。

　市の文化財認定につきましては、既に久喜市文化財保護条例の第５
条にございます。ただこの中では、「市にとって貴重なもの」という
ことだけ明言化しているものでございます。今回は、この「市にとっ
て貴重なもの」というのはどういうものなのかということを明確化し
たものでございます。

　この基準の内容につきましては、旧栗橋町、埼玉県等、他の自治体
の例を参考にしてつくったものでございます。なお、文化財保護審議
会で２回にわたり、ご検討をいただいたところでございます。以上で
す。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第４４号について、質疑をお受けいたします。

吉田教育長 　できれば、念のために大枠について、例えば、１番のところはこう
いうものだとか、説明をしてもらえますか。

文化財保護課長 　はい。２３ページから簡単に説明いたします。大きく４本の柱に分
かれます。まず１として有形文化財、２として無形文化財、３として
民俗文化財、４として記念物に分かれます。
　まず、有形文化財ですが、この中で特徴的なものにつきましては、
１の有形文化財というところでございます。本市に移入されたものに
ついては原則として１年以上経過したものを対象とする、ということ
にしています。美術・工芸品等については、個人で購入した場合もご
ざいます。中には、そういったものが指定となることがございます。
ただし、安定的にその所有者が保持するということを確認するために
も、１年以上というような明文をしております。これにつきまして
は、埼玉県に準じたものでございます。
　
　それから次のページ、この中で刀剣類につきまして、個人の刀剣に
ついては指定をしないということになっています。これは、２４ペー
ジの上の方からの（５）でございます。第１号及び第３号に掲げるも
ののうち刀剣類にあっては、原則として個人の所有にかかるものを除
くということで、特に美術・工芸品の中でも刀剣につきましては、マ
ニアの方がおられて、売買の対象となっています。もしそれを指定し
た場合でも、こういう世界は売買したものというのは表に出ませんか
ら、行政としては誰が所有しているのかわかなくなってしまったりす
る場合があります。ただ、基本的に、１度指定をかけてしまうとなか
なか指定解除にもできない、ということもございまして、恐らくこれ
は、文化財指定審議委員さんからご指摘をいただいたのですが、国に
おいても現在は刀剣類、個人所有の刀剣については指定していないん
だ、ということで本市につきましても、こういった基準を明文化して
おります。埼玉県と同様でございます。特徴的なものは以上でござい
ます。
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鹿児島委員長 　合併前に、それぞれの市や町で、既に指定なり認定されているもの
がありますよね。それは、引き継がれていますか。

文化財保護課長 　そのまま引き継いでおります。

鹿児島委員長 　引き継いでいるのですね。それで、新たに基準を設けたということ
ですか。

文化財保護課長 　はい。

鹿児島委員長 　合併前にはこのような基準はあったのですか。

文化財保護課長 　旧栗橋町にはございましたが、他の市町にはありませんでした。

鹿児島委員長 　なかったところはどのように指定や認定を行っていたのですか。

文化財保護課長 　指定にいたる時は、まず、その物件に対して専門家に調査をしてい
ただいて、その評価を得ます。その際に、町の指定文化財もしくは市
の指定文化財の指定に評価できるという明文をもらいます。そして、
教育委員会から文化財保護審議会に諮問をし、文化財保護審議会の中
でその調査書を検討して、また教育委員会に答申をするという過程を
経ていました。

鹿児島委員長 　その都度専門家に聞いていたのですね。

文化財保護課長 　はい。

榎本委員 　例えば自薦他薦ではないですけども、市のほうから調査するのと、
「これはどうでしょうか」というような、鑑定みたいなお願いをされ
るのでは、比率としてはどうですか。

文化財保護課長 　基本的には、こちらの方で調査をして、それが指定に値するかどう
か決めるということが多いと思います。ただ、他薦であって、うちに
こういう物があるよですとか、このお寺にこういう物があるよという
お話があれば、うちの方で調査に出向いて、また、必要に応じて専門
家の調査に入っていただいて、といったところになります。
　その他、例えば古民家を市内一帯で、まず基礎調査を実施する。そ
の中でこの基準に基づいて貴重でありそうな建物に調査をかける。そ
の調査の結果、重要な物であれば指定化をする、そういうようなこと
がございます。

榎本委員 　期間というのはやはり、始めから終わりっていうと、結構長くかか
りますよね。
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文化財保護課長 　ものによりますが、市内全域を対象とするとすれば、数年単位にな
ると思います。ただし、ピンポイントで文化財が出てきた場合は、す
ぐに調査に赴いてそのものの調査に繋げるということになります。
　基本的には、ある個人の方が推薦しますということではないです。
あくまでも教育委員会の方で審議をして、指定するものでございま
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。

【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 　異議なしと認めます。よって、「議案第４４号　久喜市文化財指
定・認定基準の制定について」は、全員の賛成を頂きましたので、原
案どおり可決いたしました。

【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】

鹿児島委員長 　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 　次回の定例会につきまして事務局としては、７月２６日の木曜日、
時間は午後１時３０分から、会場は市役所４階の第３会議室を考えて
おりますが、いかがでしょうか。

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）

鹿児島委員長 　それでは、次回の定例委員会は、７月２６日、木曜日。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。

【資料の訂正】

教育部長 　委員長、ちょっと。
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鹿児島委員長 　はい、どうぞ。

教育部長 　訂正を１点お願いしたいのでございます。教育長報告の資料の中の
１９ページでございます。議会の答弁の内容なのですが、１３段目の
測定結果でございます。最も数値の高い学校で、毎時０．０９２マイ
クロシーベルトというところです。この数字が誤っておりましたので
訂正をさせていただきたいと思います。

　毎時０．１１５マイクロシーベルトになります。議会の答弁では修
正したのですが、原本を修正してなかったものですから、ここの数字
が誤っておりまして、お詫びして訂正させていただきます。

吉田教育長 　この数値であっても、基準値以下ということですので、大丈夫かな
と思います。

鹿児島委員長 　最も高い学校はどこでしたか。

教育部長 　はい、申し上げます。これは、久喜中学校です。６月４日に測定、
中学校が０．１１５です。参考までに、その上小学校の０．０９９で
ございますが、これは栗橋南小学校のプールでございます。

鹿児島委員長 　わかりました。

【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８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　坪井喜代子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　森田　洋輔

平成２４年　７月２６日
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