
会 議 の 名 称 平成２４年第１１回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２４年９月１９日（水曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後２時１３分まで

開 催 場 所 久喜市鷲宮総合支所　４０６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、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、青鹿教育総務
課長、斉藤学務課長、齋藤参事兼生涯学習課長、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

　　　久喜市教育委員会表彰について

（４）議事

議案第５３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５４号　久喜市立図書館郵送貸出しサービス実施要綱の一部
　　　　　　　を改正する告示について

議案第５５号　平成２５年度当初教職員人事異動の方針について

（５）その他

　　　次回定例委員会について

配 付 資 料 議案書、議案参考資料、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、ただ今より定例委員会
をはじめさせていただきます。本日は、髙木委員が所用のため欠席と
なっておりますことから、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１
１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、あらかじめ委員各位のお手元に配
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。
　本日は、榎本委員と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、よろしいでしょうか。

（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８月２２日に
開催いたしました、第１０回定例委員会の会議録につきましては、あ
らかじめ委員の先生方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。

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）

【教育長報告】

鹿児島委員長 　続きまして日程第３、教育長報告でございます。

【会議の非公開】

鹿児島委員長 　教育長報告につきましては、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。よろしいでしょう
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、「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 　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 　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５３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」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 　本規則の改正につきましては、一部の改正でございます。内容につ
きましては、中央図書館長より説明を申し上げます。

中央図書館長 　お手元の議案参考資料１ページの新旧対照表をご覧いただきたいと
思います。
　本年１０月１日に市制施行によりまして、白岡町が白岡市となりま
すので、久喜市立図書館管理運営規則第５条に記載されております
「白岡町」を「白岡市」へと変更するものでございます。以上です。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第５３号について、質疑をお受けいたします。
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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 　１０月１日に白岡市になることは決定ですか。

中央図書館長 　はい。告示されていますので決定です。

鹿児島委員長 　人口はどのくらいですか。

中央図書館長 　５万１千人弱だったかと思います。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございませんか。

（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５３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」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５４号　久喜市立図書館郵送貸出しサービス
実施要綱の一部を改正する告示について」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、久喜市立図書館郵送貸出しサービス実施要綱の一部を改
正する告示についてでございます。これにつきましても、中央図書館
長より内容について説明を申し上げます。

中央図書館長 　お手元の議案参考資料２ページの新旧対照表をご覧いただきたいと
思います。現行をご覧いただきますと、郵便事業株式会社のところに
アンダーラインが引いてございます。これは、平成２４年１０月１日
付けで、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律が施行されること
に伴いまして、郵便事業株式会社が郵便局株式会社と合併しまして
「日本郵便株式会社」となりますので、郵便事業株式会社を日本郵便
株式会社に文言を変更するものでございます。以上です。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第５４号について、質疑をお受けいたします。

鹿児島委員長 　変更点ではないのですが、文中にある「ポスパケット約款」とはど
のようなものですか。
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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）

　いわゆるゆうメール、昔で言うと簡易小包に関する約款のことで
す。図書館に来館できない方が図書館郵送貸出しサービスを利用する
際に図書のやりとりに用いる、心身障害者用ゆうメールに関する規定
が記載されています。なお、この心身障害者用ゆうメールの郵送料は
無料です。

鹿児島委員長 　図書館郵送貸出しサービスを利用されている方はどのくらいいます
か。

中央図書館長 　この制度は平成１５年から開始していますが、今までに５名の方が
登録されました。このうち、３名の方はお亡くなりになりましたの
で、現在の登録者数は２名です。
　利用状況といたしましては、平成１９年度までは登録された方のう
ち、１名の方がよく利用されていたのですが、ここ４年間は利用され
ていません。

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。

【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５４号　久喜市立図書館郵
送貸出しサービス実施要綱の一部を改正する告示について」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５５号　平成２５年度当初教職員人事異動の
方針について」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 　はい、それでは来年度当初の教職員の人事異動についての方針でご
ざいます。このたび、県の方から教職員の人事異動の方針について示
されたものでございますが、これを受けて本市としての教職員の人事
異動について方針を定めましたので、このことにつきまして議決をお
願いするものでございます。
　詳しい内容等につきましては、指導課長よりご説明を申し上げま
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）

参事兼指導課長 　はい。よろしくお願いします。資料につきましては、別途、机上に
配布させていただきましたＡ４版の２枚綴りのものでございます。タ
イトルが「平成２５年度当初教職員人事異動の方針について」の左と
じ資料１点でございます。１枚目が人事異動の方針、そして２枚目が
その人事異動方針の細部事項ということで、人事異動方針の細部につ
いての補足のものになってございます。

　これにつきましては、９月１日付けで埼玉県教育委員会が、県の人
事異動の方針につきまして告示されました。これを同じ方向性を持た
せるということで、ほぼ内容としては同一のものとなっております。

　ただし、久喜市としてのものでございますので、埼玉県で行われて
おります人事異動と異なる部分、例えば、教育水準といった時に、埼
玉県では埼玉県の教育水準という捉え方、表現をしておりますが、本
市のものにつきましては、市の教育水準といったかたちで、久喜市に
置き換えてございます。

　それとまた、初任者の採用、また管理職の選考等につきましては、
県のほうでは、候補者名簿を作成し、それに基づいて採用、登用のほ
うをしておるところでございますが、市ではこれは実施いたしません
ので、その部分を割愛してございます。

　では、それぞれの項目につきまして、出来るだけ簡潔にご説明させ
ていただきたいと思います。まず資料１ページ目、「平成２５年度当
初教職員人事異動の方針」でございます。まず１点目として基本方針
でございます。こちらにつきましては、埼玉県と歩調を同一にすると
いうことで、最初の２行に示しました県の教育プランを踏まえてとい
う表記を、県に合わせさせていただいたところでございます。

　そして、５点基本方針がございます。１点目、市内小・中学校の活
性化、教育効果を高めることを目的として、適材を適時に適所に配置
するということがございます。２点目が、人材育成を期して、人事異
動を推進する。３点目としまして、各学校の教職員組織の充実と均衡
化に努める。そのために出来る限り広域な人事の交流に努めていく。
４点目が、教育水準の向上を図るために、長期展望に立って計画的に
異動を実施する。５点目、定年退職者等の再任用教職員については、
県の方針に合わせて適切な配置に努めていく。これが基本方針となり
ます。

　また、退職につきましては２点。県の条例に基づくこと。また、勧
奨退職制度の活用を図ること。これにつきましての詳細につきまして
は、この後の細部事項の説明で触れさせていただきます。３点目、転
任・転補。転任につきましては、他市町との人事異動を意味します。
転補につきましては、久喜市内の人事異動を意味するところでござい
ます。

　こちらの方針につきましては、基本方針にもありましたが、適材を
適時に適所に配置するという旨を、（１）、（２）、（３）にそれぞ
れの目的として記しております。教職員の特性、能力、実績を配慮す
ることや、また、性別、年齢、教科の構成、魅力ある学校づくりの推
進、こういったことを目的として、今申し上げました適材適所を基本
方針とするということです。
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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）

　（４）につきましては、新規採用を早期に複数校経験するように積
極的に人事異動を行うということです。これも後ほど詳しく触れさせ
ていただきますが、新規採用の職員については、一定の期間内に経験
をさせるために、人事異動を積極的に行うということです。また
（５）番につきましては、逆で、同一校の勤続年数の長いものについ
ても、積極的に人事異動を行うという方針を示してございます。

　（６）につきましては、学級数、いわゆる児童生徒の増減に伴い、
学級数が増減いたします。この時、学級数が減った学校につきまして
は、その学級数に応じた教職員を配置しております都合上、人員が多
くなってしまいます。これを、人員が基準である定数を超えてしまう
ということで過員と表現してございますが、過員が生じた場合につい
ては、それを優先的に人事異動の対象とするという旨を示したもので
ございます。

　（７）につきましては、異校種、例えば、小学校の教員を中学校
へ。また、特別支援学校と異動を行う。人事の交流、こちらにつきま
しても、努めていく旨を７番に示してございます。（８）番、管理職
並びに主幹教諭につきましても、広域的な人事異動の対象とする旨を
示したものでございます。

　大きい４番として、さいたま市との人事交流でございます。さいた
ま市は県内にありますが、政令指定都市として位置づけられておりま
すので、教職員の人事につきましても、埼玉県とは独立して行ってお
るところでございます。従いまして、さいたま市との人事交流につき
ましては、さいたま市教育委員会と協議を重ねながら進めていく旨を
示したものでございます。以上が、久喜市人事異動の方針でございま
す。

　そして、この人事異動方針の細部を補足する、細部事項について触
れさせていただきます。
　先ほども申し上げました、１番の退職についてですが、県の条例に
従うということでございますが、これは（１）に示しました通り、定
年を６０歳とする。定年退職日は、定年に達した日以後における最初
の３月３１日とする旨を示したものでございます。

　（２）の勧奨退職でございますが、こちらは平成２５年３月３１日
現在、つまり来年度末において、満５０歳以上で６０歳未満、そして
勤続年数が２０年以上の者を対象として勧奨退職を勧めていくいうこ
とを示したものでございます。また、勧奨退職の手続き上ですが、こ
ちらの報告等につきまして、「教育長が定める期日」という指定がご
ざいますが、その期日を明示したところでございます。１２月８日ま
でに勧奨退職については、進めていくということになります。

　２番、転任・転補でございます。こちらについても要点のみを掻い
摘んでご説明させていただきます。（１）につきましては、転任・転
補は教職員の意向を把握して、異動方針に基づいて行う旨を示したも
のでございます。（２）につきましては、市町村間の異動を積極的に
行う。また、異校種間の人事交流に努める旨を示したものでございま
す。（３）につきましては、人事異動を原則として行わない職員を示
したものでございます。その職員でございますが、３つの基準がござ
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）

　１つ目はアとして、同一校在職３年未満の者。２つ目はイとして産
休・育休等を取得中及び妊娠中の者。３つ目はウとして休職中の者。
この３つの項目に該当する職員についての異動は、原則行わないもの
とする旨を示したものでございます。（４）、経験豊かな教員、特に
教頭候補者名簿等の登載者については、積極的にまた計画的に人事異
動を推進する旨を示したものでございます。

　（５）番につきましては、事務職員の異動につき、特に、その経歴
といいますか経験も事務能力も高い事務主幹については、同一校には
複数配置することがないように留意する旨を示したものでございま
す。（６）、学校栄養職員につきましては、単独実施校・共同調理場
との間での異動を積極的に推進する旨を示したものでございます。
（７）、基本方針で示しました、新採用教員の異動についてでござい
ます。多様な経験を積ませるという意味合いから、採用後５年以内に
異動を行うことを原則としております。また、その異動につきまして
も、同一市町内でなく他市町との人事異動を行うことを原則とする旨
を示したものでございます。

　（８）、１校に長期勤務している職員の異動についてでございま
す。同一校の在職を１０年以内とする旨を示したものでございます。
特に、計画的にこの人事を行う上で、７年以上同一校に勤務している
者については、積極的に異動の対象とする旨を示したものでございま
す。ページが変わりまして、（９）、過員につきましても、特に市町
村間・教育事務所間、校種間、広域な異動を、重点的に行っていくと
いうことを示したものでございます。（１０）につきましては、管理
職の異動は、年齢・経験年数・特性等を考慮してバランスを考えて、
異動を行う旨を示したものでございます。特に、同一校で校長及び教
頭の同時異動、人事異動は行わないことを原則とする旨を示したとこ
ろでございます。

　（１１）につきましては、こちらにつきましては、免許外教科担任
の削減を図る旨を示したものでございます。特に、中学校につきまし
ては、その教科の教員免許状を所有する教員が、その授業を担当する
ことを進めていくという背景に基づいたものでございます。（１２）
につきましても、魅力ある学校づくりの推進については、市町村間の
いわゆる他市町との人事異動に努力する旨を示したものでございま
す。

　（１３）でございますが、小中一貫教育、また、小中の連携、こち
らを推進する意味で、小中間の異動に努める。県の方策としまして
は、Jプラン等を始めとする施策が示されておりますので、そちらを
積極的に活用する旨を示したところでございます。
　大きい３番につきましては、人事異動の方針と同様に、さいたま市
との人事異動について示したところでございます。大きい４番につき
ましては、人事異動計画につきましては、長期展望に立った人事異動
計画の立案と実施に努力する旨を示したものでございます。
　雑駁な説明でございました。以上で、人事異動方針につきまして、
ご説明を終わらさせていただきます。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第５５号について、質疑をお受けいたします。
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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 　基本方針のところにある、再任用教職員は今年度何名いますか。

参事兼指導課長 　管理職はいませんが、一般教員が小学校に１名と中学校に１名いま
す。

吉田教育長 　今回も既に希望をとってまして、校長、教頭などの管理職からの希
望ま今のところありません。

鹿児島委員長 　管理職が再任用教職員となった場合の勤務校は、現在の在職校です
よね。

吉田教育長 　はい、そうです。ちなみに一般教員のほうでは５人ほど希望があり
ます。

鹿児島委員長 　そうですか。それから、その次の学校における同一校勤務年数の長
いものについてというのは何年ですか。

参事兼指導課長 　１０年です。ただし、７年以上の者については、積極的に行うとい
うことですので、７年になるとこの基準に該当します。

鹿児島委員長 　そうですね。５年から７年くらいで考えたほうがいいと思います
ね。

参事兼指導課長 　学校の方には、６年目の教員から計画的に、これについては考えて
いただくようにお願いしているところでございます。

鹿児島委員長 　やっぱり１０年は長いですよね。あと、７番の小学校、中学校、高
等学校等との人事交流、異校種交流、異校種人事ですね。これは今年
度ありましたか。

参事兼指導課長 　今年度はありませんでした。

鹿児島委員長 　小学校も中学校もですか。英語とかもありませんでしたか。Ｊプラ
ンはどうですか。

吉田教育長 　久喜地区ではＪプランをやっていました。理科の教員を小学校に入
れるとかです。また、旧の鷲宮町でも、英語の教員を小学校に入れる
とかをやってましたが、今年度はとうとうゼロになりました。

鹿児島委員長 　今は理科離れが叫ばれていますし、英語なんかも小学校の先生が免
許を持たずに教えるわけですから、長期的展望に立って交流を進める
ようにできたらいいと思います。あともう一つ、主幹教諭がいる学校
は何校ありますか。

参事兼指導課長 　ほぼ半数です。
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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 　半数だけですか。増員を県に希望できますか。

参事兼指導課長 　人数については県からの割当で決まっておりまして、こちらから何
人とかの希望を出すようなシステムにはなっていません。

吉田教育長 　できれば全校に配置したいのですが。

榎本委員 　新規採用後、早期に異動させるとありますが、細部事項では同一校
在職３年未満の者は異動させないとありますので、新規採用の方も３
年間は異動がないことになりますか。

参事兼指導課長 　基本的には４年目、５年目あたりで異動というようになります。

榎本委員 　新規採用で３年未満の先生でも担任となることはありますか。

参事兼指導課長 　はい、それは学校長の権限となりますので、学校長の判断で担任と
なることもあります。

榎本委員 　私たちのイメージだと、新規採用というと、４年生大学を卒業した
ばかりというのがあるんですけど、意外とそうでないケースもあるん
ですよね。

参事兼指導課長 　そうですね、大学を卒業してすぐではない方のほうが多い傾向がご
ざいます。

榎本委員 　そういう方でも３年間は異動させないと。

参事兼指導課長 　基本的にはそうです。

榎本委員 　基本方針にはないのですが、部活動のことは考慮されますか。

参事兼指導課長 　はい、部活動のことも考慮します。顧問の先生が異動することに
よって、指導できる先生がいなくなってしまうということも考えられ
ますので、校長先生の意向をよく聞きながら進めていきます。

坪井委員 　さいたま市との人事交流ですが、これは今年度からのものですか、
それとも今までもあったものですか。

参事兼指導課長 　今までもあったものでございます。これは、さいたま市が政令指定
都市となり、人事権が独立したことにより定められたものでございま
す。

坪井委員 　この人事交流の実績はどのくらいありますか。また、どのようなメ
リットがありますか。
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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）

参事兼指導課長 　本市においてはあまりありません。これは、一つにまず、本人の意
向を聞きますので、特にさいたま市内に居住されている方ですとか、
以前にさいたま市で勤務された方、また、逆にさいたま市に勤務され
ている方でこちらに居住されている方などが主に希望されるケースと
なりますので、基本的には人数としては尐ないという事情がありま
す。

　メリットとしましては、学校ごとにさまざまな特色がありますの
で、新しい視点でこちらの学校に来ていただいたり、あちらの学校に
行っていただいて、学校の気風を変える推進力となることができると
いうことがあります。

坪井委員 　それと、先ほど同一校在職３年未満は異動の対象とはならないとあ
りましたが、本人の意向なり、トラブルなりがあった場合も異動の対
象とならないのでしょうか。

参事兼指導課長 　これはあくまで原則でして、基本的には異動の対象とはならないの
ですが、特別な事情があった場合はこの限りではなく、県と協議をし
まして異動を行う場合もございます。

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５５号　平成２５年度当初
教職員人事異動の方針について」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、終了でございます。

【次回定例委員会の開催】

鹿児島委員長 　それでは日程第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。
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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 　次回の定例教育委員会でございますが、事務局といたしましては、
第１希望として、１０月２３日の火曜日、午後１時３０分から、第２
希望として１０月２２日の月曜日、午後１時３０分からを考えている
ところでございますが、委員さん方のご都合はいかがでしょうか。

鹿児島委員長 　ただ今、事務局より提案がありましたが、まず、第１案の１０月２
３日に都合の悪い方はいらっしゃいますか。特にいらっしゃいません
か。

鹿児島委員長 　特に都合の悪い方がいないようであれば、次回の定例委員会は、１
０月２３日、火曜日。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。
　髙木先生のご都合も確認しておいてください。

教育総務課長 　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１１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１０月２３日
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