
会 議 の 名 称 平成２４年第９回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２４年７月２６日（木曜日）

開始・終了時刻 午後１時３３分から午後３時０６分まで

開 催 場 所 久喜市役所　第３会議室

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、髙木学、坪井喜代子各委員、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、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、朝武社会教育主事兼生涯学習課課長補佐、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　江面第二小学校児童数の推移等に関する懇談会について

　　　イ　久喜市教育委員会表彰について

　　　ウ　久喜市教育活動指導員の委嘱について

　　　エ　久喜市におけるいじめの状況について

　　　オ　市内桜田小学校における事故（熱中症）について

（４）議事

議案第４５号　久喜市学校給食審議会委員の委嘱について

議案第４６号　久喜市障がい児就学支援委員会委員の委嘱について

議案第４７号　久喜市栗橋町史編さん委員会委員の委嘱について

議案第４８号　久喜市立図書館協議会委員の委嘱について

議案第４９号　久喜市立小・中学校通学区域に関する規則の一部を
　　　　　　　改正する規則について

議案第５０号　久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関する
　　　　　　　条例について

（５）協議事項

　　　久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関する規則に
　　　ついて

（６）その他

　　　次回定例委員会について

配 付 資 料 議案書、議案参考資料、協議事項資料、教育長報告書、追加教育長報告書

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。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
９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、髙木委員、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６月２７日に
開催いたしました、第８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）
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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 　本日は当初、３件の報告を予定しておりましたが、追加にて２件の
報告がございます。「久喜市におけるいじめの状況について」及び
「市内桜田小学校における事故（熱中症）について」を追加いたしま
すことから、合わせて５件の教育長報告がございます。

鹿児島委員長 　はじめに、ア「江面第二小学校児童数の推移等に関する懇談会につ
いて」、報告をお願いします。

吉田教育長 　それでは、江面第二小学校につきましては、以前にもお話させてい
ただいた経緯があったかと思いますが、子どもの数が年々減ってまい
りまして、このままでいきますと、いよいよ来年度から２年生と３年
生が複式学級にならざるを得ないという状況がございます。

　教育委員会事務局では、それをなんとか回避すべきだという考え方
がございまして、それを一方的に進めるということではなく、当事者
である保護者の方や地域の方々からしっかり意見を聞いたうえで教育
委員会の会議にお諮りをし、そして決めていただきたい、というよう
な考えがございまして、都合３回に分けて懇談会を開催したところで
ございます。
　内容につきましては、担当課長からご報告を申し上げます。

学務課長 　懇談会におきまして、保護者や学校関係者から出されました意見に
つきましては、お手元の資料に掲載のとおりでございます。

　江面第二小学校では、児童数が減尐傾向にあります。今後、このま
まの児童数で推移した場合、平成２５年度においては２年生と３年生
の合計が１５人となります。県の学級編制基準による複式学級の標準
人数であります１６人を下回ることになりまして、平成２５年度から
平成２８年度まで複式学級の適用となる状況がございます。

 　複式学級になりますと、異なる学年が一つの学級で教育活動を行う
こととなります。このため、保護者や学校関係者を対象に懇談会を３
回開催いたしまして、近年の江面第二小学校の児童数の推移が減尐す
る傾向となることを説明いたしました。また、今後このままの児童数
で推移した場合、制度上、平成２５年度から複式学級が適用となるこ
とも説明いたしました。

　保護者や学校関係者からは、児童数が減尐することにより、子ども
たちの学習面や生活面における不安や心配、また、ご自身のＰＴＡ活
動や学校行事への参加なども含めまして、複式学級を回避してほしい
という意見や要望が多く出されました。

　教育委員会では、懇談会で出されました意見や要望を参考に、より
よい教育環境を提供するため、子どもたちの学力面や生活面及び学校
運営全般を含めまして、総合的に検討を行ってまいります。以上でご
ざいます。

吉田教育長 　補足でございますが、複式学級を回避するための小規模特認校制度
につきましても併せてご意見を伺いました。ぜひやるべきだという積
極的な意見もございましたが、大方の意見は、制度を導入したことに
よって児童数が増え、複式学級が解消できるという見込みはあまりな
いのではないかとのことでした。
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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。

（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 　続きまして、ウ「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 　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。

鹿児島委員長 　再開いたします。

鹿児島委員長 　続きまして、エ「久喜市におけるいじめの状況について」、報告を
お願いします。

吉田教育長 　現在、大きな社会問題となっておりますいじめの問題でございま
す。それでは、わが久喜市についてはどういう状況であるかというこ
とにつきまして、概要をご説明させていただきたいと思います。個々
のケースになりますと個人情報の関係もありますので、本日は概要に
ついての報告をさせていただきます。担当課長からご説明をいたしま
す。

参事兼指導課長 　それでは、久喜市におけるいじめの状況についてご説明をさせてい
ただきます。文部科学省が実施しております、児童生徒の問題行動等
生徒指導上の諸問題に関する調査におきまして、各学校から報告が
あった件数についてご提示させていただきました。
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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）

　まず、いじめを認知した学校数といじめの認知件数でございます
が、小学校におきましては２３校中は８校でございます。そして、そ
の８校においていじめの認知件数は１２件となります。同様に平成２
３年度につきましては、２３校中３校がいじめを認知し、件数も３件
となっております。

　中学校におきましては、平成２２年度１１校中５校がいじめを認知
し、件数としては２１件、平成２３年度につきましては、４校で認知
し、件数については１３件、いずれも減尐の傾向をたどっておりま
す。
　そこで報告が上げられましたいじめの状況につきましてですが、小
学校の平成２２年度の１２件中解消したものが１１件、また、いじめ
に遭ったお子さんがほかの学校に転学とすることになったものが１件
ございまして、合計１２件となります。平成２３年度につきまして
は、解消しているものが２件、一定の解消が図られたけれども、継続
支援中というものが１件でございます。この継続支援中というのは、
本年度にまたがっておるというものでございます。合計が先ほどの件
数３件となります。

　中学校につきましては、平成２２年度、平成２３年度ともに、すべ
てにおいて当年度のうちに解消しているとの報告を受けております。
なお、本年度にまたがりまして継続支援中の経緯についてでございま
すが、これにつきましては、そこにも示させていただきましたが、加
害者の児童に厳重指導をし、また、学級編制において別のクラスとな
るように配慮するとともに、仲のよい友達をこの被害にあったお子さ
んのクラスに複数配置することによって、６月３０日現在では、解消
が図られたとの報告を受けております。以上です。

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 　認知した件数についてですが、学校はどのようにこの件数を把握し
ていますか。

参事兼指導課長 　本人からの訴えや、他の保護者からの報告、または学級担任がその
場を目視して発見するなど、様々なケースがございます。

鹿児島委員長 　児童・生徒への定期的な聞き取りなどは行っていますか。

参事兼指導課長 　学校によってでございます。

鹿児島委員長 　頻度はどうですか。

参事兼指導課長 　これも学校によってでございます。
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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 　こういう時期ですから、具体的に学校に指示するなり、校長先生と
相談する必要がありますね。
　やはりいじめは社会の縮図ですから、いつ起こるかわからない。学
校も一生懸命やっているけどわからないことがあるかもしれない。そ
れでも尐なくとも、学校は努力をしなければならない。
　ですから、発生したときは教育委員会は学校をサポートしてあげな
ければなりませんし、こういう時期だからこそ校長先生とよく相談す
ることが必要だと思いますよ。

吉田教育長 　これにつきましては、８月２７日に校長会の開催を予定していま
す。今回の一連のいじめ問題につきまして、教育委員会事務局としま
しては、いろいろ情報収集をし、それを独自に検証し、対応していく
ということを、前回の校長会においても話をしています。
　そのような中で８月２７日の校長会では、アンケートを定期的に実
施するか、あるいはどのような方法があるか、というのを各学校で
やってもらう方向で進めていただくようにしたいと考えております。

榎本委員 　学校の先生が取り組んでいただくのは、非常にありがたいことだと
思いますが、お子さんをお持ちの保護者の集まりであるＰＴＡ連合会
とも連携をとっていただきたいと思います。連絡体制もしっかりして
いますし、いろいろな情報が入ってくるのではないかと思います。

髙木委員 　この認知件数については、低すぎるかなと思うんですけど、この文
部科学省の調査にあたっては、何がいじめなのか、例えばけんかとい
じめの区切りのようなものは明確化されていたのですか。

参事兼指導課長 　基本的には、被害に遭ったお子さんがいじめと感じたら、すべてい
じめということで定義されております。

吉田教育長 　ただし、何回もであったり、ある程度継続的に行われているという
ことであれば、やはりこれはこの調査の報告に上がってこなければな
らないものとなります。

鹿児島委員長 　やはり、いじめをなくすというのは難しいですけど、抑止力と言い
ますか、親も見ているんだ、地域も見ているんだということは大事だ
と思いますね。
　それに、一生懸命取り組んでいる学校は、認知件数も当然上がって
くると思いますよ。ただ、大事なのは解消率のほうであって、解消率
を重視したほうがいいと思うんですよ。

髙木委員 　やはり新聞報道等を見ていると、被害者が亡くなってしまうケース
などでは、単にいじめというよりは、非行グループ的なものがお金を
取ったりだとか、ぶったりだとか、いわゆる暴力行為的なものが関係
しているのではないかと思います。

　いじめだけをピックアップするというのは難しいと思いますので、
むしろ学校は、非行を行うようなグループをピックアップしていくこ
とが必要ではないかと思います。

‐6‐



発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

　いじめの被害者から追っていくだけでは難しいのではないかと思い
ます。

吉田教育長 　分類でいくとまさにそのとおりです。暴力行為となると、いじめに
は入ってこなくなってしまいます。もしかすると、その暴力行為はい
じめと密接に関係している中で起きているのかもしれない。暴力行為
の中身を見ると、いじめの要素が入っていることもある。学校から上
がってくるものは、暴力行為や非行問題行動、窃盗などいろいろな分
類に分かれていますので、純粋ないじめとなってしまうと、このよう
な件数になってしまうことがあります。

榎本委員 　いじめが原因で不登校になって、学校にいかなくなってしまった場
合はどうなるんですか。学校に来ていれば、先生が見ることができる
と思うんですけど。

鹿児島委員長 　最近はテレビなどで、いじめられたら学校に行かなくていいと言う
評論家もいますね。

吉田教育長 　不登校になる、ならないというところでいじめというのは大きな要
素であると思いますが、一番あってはならないのは、教師が行為を見
て見ぬふりをしてしまうということです。

鹿児島委員長 　それはとても大事なことですよ。まさにそこは、学校の風土の問題
であって、そういうことは校長先生にきちんと言わなくてはならない
ところですよ。

吉田教育長 　例えば、乱暴な子ども達が２０人も３０人もいて、校内を我が物顔
で歩いたりする、そして何かをする、そういうことを教師が見て見ぬ
ふりをしてしまうということがある。
　そういうことがあると、子ども達からは、俺達は何をやってもいい
んだというふうに思われてしまいます。いじめにも近いものがあると
思います。

鹿児島委員長 　教師も人間ですから、自分が正義感ぶってやると、自分だけやられ
てしまう、自分の身が危うくなるということを考えてしまうかもしれ
ないですよ。ですから、そういったことに対しては、複数の教師で対
応する、なにかあったら校長が責任を取る、そしてその校長を教育委
員会が支えるということが必要だと思いますね。

　あれだけ報道されれば現場は悩んでると思いますね。
　とにかく、教育委員会は学校がピンチのときはサポートするという
スタンスを明確にしておくべきだと思います。

　校長先生は孤独なんですから、頼る人がいないんですから。

吉田教育長 　いろいろな面からもサポートしていきたいと思います。
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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）

榎本委員 　我々教育委員はこの場では声を発しますけれども、校長先生が孤独
だというところで、教育委員が直接校長先生と話しをすることはでき
ないんですか。

鹿児島委員長 　何かの行事で行ったときには、できるだけ話しをするように心掛け
てください。

吉田教育長 　今回のような重大な件のときは、私達教育委員会事務局だけでなく
て、教育委員さんにもご協力いだたいたほうがいいと思います。

榎本委員 　なにかあってから動くというのではなく、なにもないときから動く
ということがやっぱり大事だと思います。

吉田教育長 　そういうことからも、学校訪問もありますので、教育委員さんに学
校を見ていただきたいと思います。

榎本委員 　学校訪問で行きますよ、という感じで行くのはいいと思うんですけ
ど、普段の時に行くというのはどうでしょうか。

吉田教育長 　教育委員として行かれるのは、結構なことだと思いますよ。

鹿児島委員長 　榎本委員さんは元ＰＴＡですから、ＰＴＡの組織から耳に入ったこ
とを事務局の指導主事に言ってあげる、といったこともひとつの手だ
と思いますよ。

髙木委員 　私達も勉強したいので、具体的な事例がありましたら、教えていた
だきたいですね。

鹿児島委員長 　教育委員会でも真剣に議論することが大切ですね。

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 　続きまして、オ「市内桜田小学校における事故（熱中症）につい
て」、報告をお願いします。

吉田教育長 　追加の教育長報告の２ページになりますが、今回、桜田小学校の児
童が熱中症のような症状を起こしまして、救急車で搬送されたという
ことですので、その事故の内容につきまして、担当課長からご報告申
し上げます。
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参事兼指導課長 　それでは、桜田小学校における事故についてのご報告です。医師の
診断では熱中症であるという診断は下っていません。症状が、熱中症
と似通っていることから、報道等では熱中症とされているところも一
部あったようでございます。

　事故の概要ですが、７月１９日木曜日、３校時の学級活動終了後、
４人の児童が体調不良を訴え、保健室で休養をとった後、その症状か
ら判断し、救急車を要請しました。救急車が２台派遣されまして、児
童２名は済生会栗橋病院へ、もう２名は土屋小児病院へ搬送されまし
た。この４人はそれぞれの病院におきまして治療を受けまして、落ち
着いた状況となりましたので、３人はその日のうちに保護者と帰宅い
たしました。残りの１名につきましては、症状は落ち着いているもの
の、念のために経過観察の入院となったものでございます。

　事故後の経過でございますが、事故当日に帰宅した３人につきまし
ては、翌日の朝、元気に登校し、終業式に参加したとのことでござい
ます。入院していた児童１名につきましては、その後回復に向かい、
７月２０日金曜日のうちに無事退院をいたしました。ただ、この日は
終業式であったために、残念ながら学校への登校はできなかったとい
うことでございます。

　なお、この事故を受けまして、事務局といたしましては、７月５日
と７月１９日の２回、校長会を開催し、熱中症対策についての資料を
活用して、その防止について指導してまいりました。また、７月１９
日の校長会は午前中に実施しておりましたが、本件発生の報告を受
け、同じく１９日の午後に、市内の小・中学校に対しまして、「熱中
症による事故防止の徹底について（依頼）」ということで文書を送付
し、再度指導を行ったところでございます。

　なお、この件につきましては、テレビではＮＨＫとテレビ埼玉、ま
た、新聞では翌日の読売新聞と埼玉新聞で報道がなされたところでご
ざいます。以上です。

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。

吉田教育長 　髙木先生、児童４人の中で１人が痙攣のような症状を起こしたとの
ことですが、症状の見極め方や処置の仕方などは一応指導しているの
ですが、実際、学校でどこまで手当てができるのかというのはいかが
ですか。

髙木委員 　難しいですよね。厳密な熱中症というのは、脱水症状が強くなって
汗が出せなくなるために、体温調節ができなくて高体温になる症状の
ことですが、そこまでいくケースというのはほとんどないんですよ。

　体調が悪かったりとか、風邪をひいているとかで熱があったりし
て、そして学校の朝礼で１０分、１５分立っていると気持ち悪くなっ
たりする。　今の子はほとんどが自律神経失調症ですから、そういう
ものが熱の影響で出やすくなっているという程度のものが熱中症とさ
れているものです。本当の熱中症で痙攣を起こすというのは、これは
命に関わるものです。
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　対策といっても、この暑さの中では、誰であっても気分が悪くなる
のを回避するのは難しいことですから、まず、水分補給をまめにする
ということを指導徹底させるということ、それから、１時間、１時間
半やったら休憩をさせ体を冷やすということ、それから、体調不良を
感じたら速やかに申し出られるような環境をつくるということではな
いかと思います。
　こんな暑さで気分が悪くなるのは当たり前だなということですか
ら、事後処置が大切だと思います。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございませんか。

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 　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。

【会議の非公開】

鹿児島委員長 　議案第４５号から第４８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 　はじめに、「議案第４５号　久喜市学校給食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４６号　久喜市障がい児就学支援委員会委員
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４７号　久喜市栗橋町史編さん委員会委員の
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）
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鹿児島委員長 　続きまして、「議案第４８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、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。

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４９号　久喜市立小・中学校通学区域に関す
る規則の一部を改正する規則について」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、本規則の一部を改正する規則についてでございます。こ
れは具体的には、鷲宮地区にある通学区域でございます。内容につき
ましては担当課長が説明いたします。

学務課長 　久喜市立小・中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則に
ついてでございます。お手元に配布してある資料ですと、議案参考資
料になりますけれども、そちらの新旧対照表をご覧いただきたいと思
います。

　地域の子どもは地域で育てるという趣旨の下に、平成２３年度に栗
橋地区と鷲宮地区で実施しておりました学校選択制を廃止したわけで
ございます。その際に、生徒の交通安全に充分配慮した上で、弾力化
を廃止するような意見が出されました。その意見を受けまして、特に
さいたま栗橋線を渡って鷲宮中学校に通学します西大輪１丁目から西
大輪５丁目までの地区につきましては、規則上は鷲宮中学校の学区で
ございますが、特例措置といたしまして、鷲宮東中学校へ転入学がで
きるということで、規則の中に調整区域としまして、別表第２に組み
込んでいたものでございます。

　しかし、この特例が地域に根差した学校づくりという、弾力化廃止
の考え方と矛盾するのではないかという意見がありまして、また、議
会の常任委員会でも質疑があったわけでございます。
　また、西大輪地区の保護者の方からも不安を感じているというよう
なご意見もありまして、このたび、充分検討をいたしまして、廃止す
るものでございます。

　なお、特例措置を廃止いたしますけれども、現行の規則の中でも保
護者の要望に応えられるのではないかと考えております。
　また、今回議案を提案するにあたりまして、ＰＴＡの会長や学校に
もご意見を伺っていることをご報告申し上げます。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第４９号について、質疑をお受けいたします。
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鹿児島委員長 　ずいぶん早急にやっていただいて、現場のほうは喜んでいるのでは
ないですか。結構な話しだと思います。

吉田教育長 　このことについては、西大輪の１丁目から５丁目ということで、意
外と区域が広いんですね。それから住宅もかなりある所です。通学に
はさいたま栗橋線を渡らなくてはならないのですが、同様の地区は久
喜南中学校などほかにもあります。

　当初は交通事情を勘案し、特例措置を設けてみたものの、やはり矛
盾点が出てきてしまったということ、それから、地域の子は地域で育
てるという基本方針に背いてしまう面もあるということがございまし
た。

　そして、３つ目としまして、今、現行の規則で対応できると説明し
ましたが、不登校であるとか、あるいはいじめとか、本人の状況や家
庭の状況などいろいろは状況によって学区外の学校に行くことができ
るようになっています。非常に幅広く、柔軟に対応できるようになっ
ていますので、何かあればそちらの規則で対応をさせていただくこと
の可能であるということで、今回の改正となっております。

鹿児島委員長 　やはり、現場の校長の意見もよく聞いてやってもらうとありがたい
と思います。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございませんか。

（質疑なし）

鹿児島委員長 　特にないようですので、以上で質疑を打ち切ります。

【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４９号　久喜市立小・中学
校通学区域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５０号　久喜市任期付市費負担教職員の任
用、給与等に関する条例について」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 　この条例を上程させていただいて、議決を求めることにつきまして
は、冒頭の報告でも申し上げましたとおり、江面第二小学校がこのま
までいきますと、来年度から複式学級になるということから、今まで
の単学年、単学級を維持するためには、教員がどうしても１人必要と
なります。しかし、県の規則によりまして、県からは教員が派遣され
ないということがございますので、そうなってきますと、市独自で教
員を採用しなければならないということになります。

　そういうことから、市費負担の教職員の任用、給与等に関する条例
を設けなければならないということがございまして、議決をお願いす
るものでございます。

　ちなみに、このようにして複式学級を回避するために市独自で教職
員を採用するというのは、おそらく埼玉県下初めてではないかと思わ
れます。

　また、栃木市と小山市では既に市単独で教職員を採用しているとい
うケースがございましたので、担当課長以下事務局職員が出向きまし
て状況などを聞いてきております。内容につきましては、それらを参
考にさせていただいておりますので、担当課長から説明を申し上げま
す。

参事兼指導課長 　それでは条例についてのご説明をさせていただきます。背景につき
ましては、ただ今、教育長から説明があったとおりでございます。

　なお、学級編制につきましては、これまで国の基準でなされてきた
ところでございますが、本年度４月１日より、国が定めております公
立義務諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を
改正する法律が施行されたために、市町村教育委員会が地域や学校の
実情に応じ、より柔軟に学級を編制することが可能となりました。具
体的には、本市において市費負担教職員を任用することによって、学
級編制を市独自で行い、編制後、事後の届出を県教育委員会に行うこ
とによって、本来、２学年で構成される複式学級を回避し、それぞれ
単独の学年で学級を編制することができるようになることに基づくも
のでございます。

　条例の内容でございますが、こちらの項目立てにつきましては、先
進的に取り組んでおります栃木市・小山市の条例を参考にさせていた
だいております。また、中身の諸手当、給料、手当の額につきまして
は、埼玉県の学校職員の給与に関する条例、また、義務教育諸学校等
の教職員の給与等に関する特別措置に関する条例に順ずるように策定
したものでございます。

　第１条では、この条例制定の根拠となる法律を明示し、制定の趣旨
が市費負担教職員の任用、給与等に関する必要な事項を定めることに
あることを示しました。

　第２条では、任用は教育委員会による選考となることを示しまし
た。

　第３条では、任用期間を１年以内とし、５年を超えない範囲で継続
できることを示しております。これは、複式学級回避という目的か
ら、年度ごとに児童生徒数が変動し、状況が変わりうることからも、
地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に準じた内容
となっております。
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　第４条から第１６条までは、給料と諸手当等についての規定を示し
ております。特に、給料、教職員調整額、教員特殊業務手当、教育業
務連絡指導手当、義務教育等教員特別手当につきましては、埼玉県の
学校職員の給与等に関する条例と義務教育諸学校の給与等に関する特
別措置に関する条例に示された小中学校教諭に準じた内容・額となっ
ております。

　また、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉
手当につきましては、久喜市一般職職員の給与に関する条例に準ずる
ことを示してあります。

　本市で採用する職員でございますので、原則、久喜市一般職職員の
給与に関する条例に準じ、市の条例に示されていない教職員特有の内
容につきましては、県の条例に準じるものとなっております。

　第１７条では欠勤した場合、第１８条では休職した場合、給与の減
額及び支給につきましては、久喜市一般職職員の給与に関する条例に
準じることを示してあります。

　また、第１９条ではこの条例に定められたもののほか、必要な事項
は教育委員会規則で定めることを示しました。この内容につきまして
は、久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関する規則として
定めてまいる予定であり、本日の協議事項とさせていただいていると
ころでございます。以上でございます。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第５０号について、質疑をお受けいたします。

鹿児島委員長 　採用方法はどのように行うのですか。

参事兼指導課長 　筆記試験としまして、論文、小論文ないしは教職に係るペーパーテ
スト、並びに面接を予定しております。

鹿児島委員長 　応募者の見込みはどうですか。

参事兼指導課長 　まだなんとも言えないところでございますが、夏に県の採用試験が
終了いたしますので、その結果発表と同時期に募集をかける予定でご
ざいますので、応募があるかと予想しております。

鹿児島委員長 　複式に係る独自採用は県内では初めてかもしれませんが、例えば教
育特区等で市独自に採用しているところはあるかと思います。できる
だけいい人材を採用できるように、実施している団体の状況について
も確認したほうがいいかもしれませんね。

吉田教育長 　新卒者だけを対象にするということではありませんので、経験者の
方でも有能な方がいればその方にお願いするということもあるという
ことです。

坪井委員 　採用は来年度からを予定しているのですか。
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参事兼指導課長 　はい、平成２５年４月からの採用を予定しています。

坪井委員 　この条例は、今後議会に上程するのですか。

吉田教育長 　はい、条例の制定には議会の議決が必要となりますので、本日議決
をいただければ、９月の議会に上程する予定です。

坪井委員 　採用を予定しているのは何人ですか。

吉田教育長 　複式学級を回避するためですから１人です。

榎本委員 　任期は１年ですか。

吉田教育長 　とりあえず１年です。よければその後継続することができます。

榎本委員 　江面第二小学校の来年、再来年の見通しはどうですか。

参事兼指導課長 　複式学級となるのは、今の１年生が２年生から５年生になるまでの
４年間です。平成２５年度から平成２８年度までです。

榎本委員 　市費負担教職員を２人、３人と増やさなくてはならない可能性はあ
りますか。

吉田教育長 　当面はないです。

榎本委員 　先ほど採用は新卒者に限らないとありましたが、新卒者と経験者で
は初任給に何号給くらいの差がありますか。

参事兼指導課長 　それにつきましては、この後ご協議いただきます規則のほうに定め
てございますが、経験に応じて給与のほうは変わってくる予定でござ
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 　特にないようですので、以上で質疑を打ち切ります。

【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）
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鹿児島委員長 　異議なしと認めます。よって、「議案第５０号　久喜市任期付市費
負担教職員の任用、給与等に関する条例について」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。

【協議事項】

鹿児島委員長 　続きまして日程第５、協議事項でございます。

鹿児島委員長 　協議内容は、「久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関す
る規則について」でございます。教育長の提出理由の説明を求めま
す。

吉田教育長 　それでは協議事項でございます。内容につきましては、担当課長が
申し上げます。

参事兼指導課長 　それでは、ご協議いただきます規則でございます。この規則は、第
１条で示しておりますが、議案第５０号として上程いたしました、久
喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関する条例第１９条の規
定に基づき、市費負担教職員の給与等に関し、必要な事項を定めるも
のでございます。

　この規則に示されました給料の号給の算出方法、諸手当の額につき
ましては、埼玉県の学校職員の給与に関する条例、義務教育諸学校等
の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例、また、学校職員
の特殊勤務手当に関する条例及び規則に準じた内容となっておりま
す。

　規則の内容について、要点をご説明いたします。第２条では、給料
の号給を、任用する教職員の経験年数に応じて算出する方法を示しま
した。また、昇給は久喜市一般職職員の給与に関する条例に準じるこ
とを示してあります。さらに、特別支援学級の担任などに支給する給
料の調整額の月額を示したところでございます。

　第３条では、条例第１１条で示しました教員特殊業務手当の額を、
業務内容ごとに示しました。第４条では、教育業務連絡指導手当が支
給される対象、並びに支給額について示しました。第５条では、勤務
時間の割り振り変更を適正に行うことで、原則として時間外勤務を命
じないこと、また、時間外勤務を命じなければならないと判断する基
準について示したものでございます。第６条では、さらに、この規則
に定めるもののほかに必要な事項は別に定めることを示したものでご
ざいます。以上です。
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教育部長 　補足させていただきますと、今後の流れでございますが、先ほどの
議案第５０号の条例を今回９月の議会に上程させていただきます。こ
の条例を議会で議決いただければ、協議いただきますこの規則の趣
旨、根拠ができますので、この規則は条例制定後、改めて議案として
提出させていただく予定です。ただ、条例と規則の両方を見ませんと
内容が把握しづらいということがありますので、今回、協議事項とし
て規則を提出させていただいたものでございます。

鹿児島委員長 　ただ今の報告に対しまして、ご意見・ご質問をお受けいたします。

鹿児島委員長 　規則第２条に特別支援学級の担任などに支給する給料の調整額の月
額が１万円とありますが、これはどのように算出されたのですか。

参事兼指導課長 　これは、県の特別支援教育に直接携わる者への調整額に準じたもの
でございます。

鹿児島委員長 　ほかにご意見・ご質問はございませんか。

（なしとの声あり）

鹿児島委員長 　ご意見・ご質問なしとの声がありましたので、意見・質問を打ち切
ります。

鹿児島委員長 　それでは、ただいまの内容を踏まえまして、再度の検討をお願いす
るとともに、後日議案として改めてご審議いただきたいと思います。

【次回定例委員会の開催】

鹿児島委員長 　続きまして、日程第６、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 　それでは、次回の８月の定例教育委員会につきまして、事務局案を
申し上げます。第１案としましては、８月２２日の水曜日、第２案と
しましては、８月２４日の金曜日、時間はいずれも午後１時３０分を
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、第１案で都合の悪い方は
いらっしゃいますか。

（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、８月２２日、水曜日。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。
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【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９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　髙木　　学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　坪井喜代子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　森田　洋輔

平成２４年　８月２２日
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