
会 議 の 名 称 平成２４年第１２回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２４年１０月２３日（火曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後２時１５分まで

開 催 場 所 久喜市役所　第４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、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

　　　ア　久喜市教育活動指導員の委嘱について

　　　イ　久喜市教育活動支援員の委嘱について

　　　ウ　平成２３年度一般会計歳入歳出決算（教育費）について

　　　エ　平成２４年９月定例議会市政に対する質問（教育委員会
　　　　　関係）について

（４）議事

議案第５６号　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

議案第５７号　久喜市小学校外国語活動支援員規則について

議案第５８号　久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用
　　　　　　　弁償に関する条例の一部を改正する条例について

（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 ２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　

【傍聴者への告知】

鹿児島委員長 　開会前に、傍聴の皆様にお知らせいたします。
　本日は、教育委員会を傍聴くださいましてありがとうございます。
　教育委員会の会議は、原則公開でありますが、個人情報等が含まれ
る場合などは秘密会とし、会議を公開しないこととする場合がありま
す。
　その際は、一時退席をお願いすることとなりますので、あらかじめ
ご了承願います。

　
【開会の宣言】

鹿児島委員長 　それで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１２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、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、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９月１９日に
開催いたしました、第１１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。

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）

（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。

【会議の非公開】

鹿児島委員長 　教育長報告ア及びイにつきましては、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。傍聴人の皆さんは一時退席をお願いいたします。

（傍聴人退席）

鹿児島委員長 　それでは、ア「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。

吉田教育長 　教育長報告アとイにつきましては、関連がありますことから、一括
して報告させていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。

鹿児島委員長 　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。傍聴人の入室を許可いたします。

（暫時休憩、傍聴人入室）

鹿児島委員長 　再開いたします。

鹿児島委員長 　続きまして、ウ「平成２３年度一般会計歳入歳出決算（教育費）に
ついて」、報告をお願いします。

吉田教育長 　既に議会の常任委員会等でご審議いただいたものでございますが、
内容につきましては、教育総務課長よりご説明申し上げます。
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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）

教育総務課長 　それでは、平成２３年度一般会計歳入歳出決算のうち、教育費の歳
出について、総括的な数字となりますが、報告をさせていただきま
す。
　教育長報告資料の３ページをご覧ください。まず、教育費項目別決
算状況でございます。一般会計総額が４３１億９，１２３万５千円で
ございまして、前年度と比較いたしますと、７億４，８１５万１千
円、１．６９パーセントの減額となっております。その主な要因につ
きましては、議会費、民生費、農林水産業費、教育費が増加している
ものの、総務費、衛生費、土木費においては、人件費の減尐や委託
料、工事請負費、負担金、補助金などが減尐したため、全体としては
減尐したものでございます。

　このうち、教育費合計につきましては、４７億７，３６９万２千円
で、一般会計歳出総額の１１．０５パーセントを占めており、前年度
決算額より７，００２万３千円、約１．４９パーセントの増加となっ
ております。その主な要因につきましては、学校施設及び公民館の耐
震化整備事業をはじめ、教室への扇風機の設置、それからパソコン教
室へのエアコンの設置に伴う事業費の増加によるものでございます。

　教育費の内訳は、ご覧のとおりの決算費目ごととなっておりまし
て、教育費における割合としては、教育総務費が１３．３２パーセン
ト、小学校費が１４．７０パーセント、中学校費が１２．４３パーセ
ント、幼稚園費が５．８９パーセント、社会教育費が１８．５８パー
セント、それから保健体育費が３５．０８パーセントとなっておりま
す。

　この中で、保健体育費が３５．０８パーセントと大きくなっており
ますが、これは、社会体育施設の維持管理費の他に、小・中学校の学
校給食運営事業の費用として、１２億６，９３５万８千円が含まれて
いることによるものでございます。

　次に、教育費主要指標でございますが、人口一人あたりの教育費
は、平成２３年度が３万４８１円で、前年度対比５３２円の増となっ
ております。また、児童一人あたりの小学校費が９万６４９円で、前
年度対比１万９，３４２円の減、生徒一人あたりの中学校費が１４万
８，１８０円で、前年度対比２万６，５９６円の増となっておりま
す。

　このように、教育費全体としては若干ではありますが増加傾向にご
ざいます。参考までに他市の状況を申し上げますと、加須市が教育費
総額３９億円でございまして、一般会計における割合が１０．５パー
セントです。人口一人あたりの教育費が３万３，４００円でございま
す。それから、春日部市におきましては、教育費が５７億円、一般会
計における割合が９．１パーセント、人口一人あたりの教育費が２万
３，７００円でございます。それから越谷市におきましては、教育費
が１１３億円、一般会計における割合が１２．８パーセント、人口一
人あたりの教育費が３４，２００円となっております。以上、簡単な
報告ではございますが、よろしくお願いいたします。

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 　学校施設の耐震化の完了時期はいつまでとか、見込みはあります
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）

教育総務課長 　教育委員会としましては、平成２７年度までのできるだけ早い時期
に完了させたいと考えています。

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。

鹿児島委員長 　続きまして、エ「平成２４年９月定例議会市政に対する質問（教育
委員会関係）について」、報告をお願いします。

吉田教育長 　かなり多くのご質問をいただいたところでございますけれども、総
括して報告をさせていただきたいと思います。
　資料の順番にとらわれずに申し上げたほうがよろしいかと思います
が、今の時期なので、いじめ問題についての質問が非常に多くありま
した。合計で５人の議員の方から、久喜市におけるいじめの状況につ
いての質問がありましたので、その実態を申し上げました。

　その実態につきましては、昨年度の定例の調査では、数件と尐な
かったのですが、昨今のいじめ問題発生後に文部科学省が行った緊急
調査におきましては、１７件ということでございました。その１７件
の内容は、いやがらせを受けたとか、誹謗中傷があったとか、さまざ
までございました。また、ネットに関連する内容も１件ございまし
た。これらの１７件につきましては、対応いたしまして、すべて解消
しておりますが、このうち５件につきましては、解消しきれたどうか
はっきりしない部分がありますことから、継続的に見守ることとして
おります。

　いじめ問題の他には放射能の測定に関する質問や、学校給食の調理
方法に関する質問、学力向上に関する質問などがございました。

　この他、特徴的な質問として、脳脊髄液減尐症についての対応に関
する質問がございました。これは、交通事故やスポーツによる怪我に
伴って、脳の脊髄液が漏れ出し減尐することにより、頭痛やめまいが
生じるというもので、実際には原因不明とされ不登校につながること
もあり、このような場合に判明したときは、適切に対応してほしいと
いう旨の質問でございました。

　以上が主な質問でございますので、詳細につきましては、報告書を
ご覧くださいますようお願いいたします。

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 　髙木委員にお聞きしたいのですが、脳脊髄減尐症というのはよくあ
るものなのですか。
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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）

髙木委員 　症例としてはあります。骨が折れたことによって、そこから髄液が
漏れ出てしまうわけです。水漏れのような状況です。確かに、髄圧が
下がることによっていろいろな症状が出てくるのですが、この症例を
見つけることは非常に難しいことです。実際、漏れているのが見える
わけでもありませんし、ＣＴスキャンでも頭の水の量がわかるわけで
もありません。確実に診断するであれば髄圧を測る、背中から針を刺
して圧力を測るということになるかと思うんですけど、この髄圧も力
を入れたり力んだりすれば上がってしまうものですから、髄圧の低下
と症状の因果関係を特定することは非常に困難なことです。ですか
ら、簡単に診断できるものではなく、結果的に状況証拠からの推定診
断となってしまうことが多いのではないかと思います。

吉田教育長 　質問では、治療法としてブラッドパッチという方法を紹介していま
した。

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 　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５６号　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」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 　本規則につきましては、以前の定例会におきましても協議事項とし
てご審議いただいたものでございますが、このたび、本規則の基とな
る条例が議会にて議決いただきましたので、今回、規則につきまして
も上程し、議決をお願いしたいというものでございます。詳細につき
ましては、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、久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関する規
則についてご説明を申し上げます。ただ今、教育長からありましたと
おり、同条例が成立いたしました。その条例を補足するための規則で
ございます。
　まず、第１条でございますが、今申し上げましたとおり、条例を補
足する意味での必要な細部事項を定めるために、この規則が設けられ
る旨を示したものでございます。
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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）

　初任給や昇給等の基準について、第２条に示したところでございま
す。こちらにつきましては、県費負担教職員と同等のかたちで号級等
を決定していく旨を示したものでございます。また、条例の第５条第
４項で、特別支援学級等の特別支援教育に従事する職員に対して給料
の調整額を支給するとしておりますが、その額を県に準じたかたちで
１万円と定めているのが第２条第４項でございます。

　第３条につきましては、教員特殊業務手当についての額等を規定し
たところでございます。こちらにつきましては、非常災害、ないしは
校外活動等の特殊業務に対する手当でございます。

　続きまして第４条は、教育業務連絡指導手当の額を規定したところ
でござます。こちらにつきましても、県に準じたものでございます。
１日２００円でございます。

　第５条につきましては、正規の勤務時間を超える勤務等につきまし
て、原則時間外勤務は命じないものとする旨を規定しているところで
ございます。ただし、議案書４ページに示しました４項目につきまし
ては、県費負担教職員と同様の時間外勤務を命じることができる旨を
規定したところでございます。

　第６条には、この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定
めていく旨を規定したものでございます。

　議案書５ページにつきましては、先ほどの給与の号級等の決定に関
わる初任給基準表を別表１として、また、経験年数に合わせて給与の
額を決定するための換算表を別表２として、さらに、教育業務連絡指
導手当を支給する対象の職種を明らかにしたものを別表３として示し
てございます。以上でございます。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第５６号について、質疑をお受けいたします。

鹿児島委員長 　直接関係ないかもしれませんが、市費負担教職員の採用試験の日程
と応募状況はどうですか。

参事兼指導課長 　まだ募集はしておりません。１２月上旪から中旪にかけて採用試験
を実施する予定でおります。合否の最終発表は年明けの１月上旪を予
定しております。また、募集につきましては、広報や近隣の大学への
掲示等を行いまして１１月に実施する予定でございます。

鹿児島委員長 　応募資格はどのようになっていますか。

参事兼指導課長 　５０歳以下の小学校の普通免許を所有している者、または、平成２
５年春の取得見込みの者としております。年齢につきましては、県と
揃えております。

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）
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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 　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５６号　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」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５７号　久喜市小学校外国語活動支援員規則
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 　本規則につきましては、新たに制定するものでございます。内容に
つきましては、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、ご説明させていただきます。現在、久喜市では、小学校
の英語活動の充実に向けまして、臨時的職員として小学校英語活動日
本人指導助手を任用しているところでございます。今後、小学校英語
活動の一層の充実に向けまして、この職の職務内容や勤務条件等を見
直し、新たに非常勤特別職として、小学校外国語活動支援員という名
称で委嘱することといたしたく、そのために必要な事項を定めたもの
が、今回議案として上程いたしました「久喜市小学校外国語活動支援
員規則」でございます。

　非常勤特別職でございますので、規則による規定が必要となります
ことから、他の非常勤特別職として既に規定しております、久喜市教
育活動支援員規則等を参考に作成したものでございます。

　議案書別添の議案第５７号別紙をご覧いただきたいと思います。こ
ちらにつきましても概略につきましてご説明させていただきます。
　規則の第１条につきましては、この規則の制定の趣旨を定めたとこ
ろでございます。

　第２条では、小学校に支援員を設置する旨を規定したところです。

　第３条では、この支援員の業務を規定しております。これまでの小
学校英語活動日本人指導助手ですと、授業における学級担任の補助、
指導計画及び教材の作成、その他校長または学級担任が命じたものを
業務としていましたが、授業の計画並びに実施の支援・補助というこ
とに向けまして業務内容を見直したところでございます。

　第４条につきましては、教育委員会が支援員を委嘱する旨を規定し
てございます。

　第５条は職務上の地位として、非常勤の特別職とする旨を規定して
ございます。これまでは、臨時的職員でございました。
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　第６条の任期につきましては、１年以内とする旨を規定したところ
でございます。これまでは、臨時的職員でございましたので、前期と
後期に分けて任用をしておりました。そこが、１年を通してというこ
とに変わるところでございます。

　第７条につきましては、服務について教育委員会並びに配属されま
した学校長の指示に従って勤務を行う旨を規定したところでございま
す。

　第８条につきましては、勤務時間等について規定したところでござ
います。１日の勤務時間を５時間４５分と規定し、年間勤務日数を２
００日以内としたところでございます。この５時間４５分と申します
のは、外国語指導助手、ＡＬＴの勤務時間に合わせたものでございま
す。これは、業務内容がＡＬＴとの連携が非常に重要な意味を持ちま
すので、ＡＬＴと共に勤務を始め、勤務を終わることを意識したとこ
ろでございます。

　第９条につきましては、報酬でございます。勤務しなかった時間が
あった場合の減額規定を示したものでございます。なお、報酬の額に
つきましては、この後上程させていただきます、報酬条例で定めるこ
ととしております。

　第１０条につきましては、支援員を解任する場合の要件を規定した
ところでございます。

　第１１条につきましては、その他支援員の勤務条件に関し、必要な
事項は教育委員会が別に定める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５７号について、質疑をお受けいたします。

髙木委員 　何人くらいを委嘱する予定ですか。

参事兼指導課長 　現在、臨時的職員として５名任用しておりますので、同様に５名を
予定しております。

坪井委員 　この方たちは、学校からの要望で配置されるようになるのですか。
それとも何か配置する基準のようなものがあるのですか。

参事兼指導課長 　５名が巡回するようなかたちで、すべての小学校に出向くようにな
ります。

鹿児島委員長 　第３条の業務に「その他校長が必要と認める業務」とあります。以
前は「その他校長または学級担任が命じたもの」としていたようです
が、学級担任を削除した理由は何ですか。

参事兼指導課長 　これは、服務の管理責任者を校長としていることから、明記するに
あたって、監督権が校長にあることを明確に示したためでございま
す。
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鹿児島委員長 　その他校長が必要と認める業務で想定しているものに、どのような
ものがありますか。

参事兼指導課長 　活動記録の作成や、活動を研究紀要としてまとめるときに、その手
伝いをしてもらうようなことを想定しています。

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）

鹿児島委員長 　異議なしと認めます。よって、「議案第５７号　久喜市小学校外国
語活動支援員規則について」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５８号　久喜市の特別職の職員で非常勤のも
のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」
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。

吉田教育長 　先ほどの議案第５７号と関連した内容でございます。小学校外国語
活動支援員の報酬の金額を定めるための報酬条例の一部改正でござい
ます。内容につきましては、担当課長より説明を申し上げます。

参事兼指導課長 　議案第５７号で新たに非常勤特別職として、久喜市小学校外国語活
動支援員を規定いたしましたので、こちらの報酬につきまして、久喜
市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、
通称、報酬条例でございますが、こちらに位置付ける必要がございま
すことから、金額を規定したものでございます。

　議案参考資料の新旧対照表をご覧ください。左側の改正案にござい
ますとおり、小学校外国語活動支援員の報酬の額を日額６，４００円
として、追加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５８号について、質疑をお受けいたします。

（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。
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【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５８号　久喜市の特別職の
職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す
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。

【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 　それでは、次回の定例教育委員会の日程でございますが、事務局と
いたしましては、第１希望が、１１月２０日の火曜日、午後１時３０
分から、第２希望が１１月１４日の水曜日、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１１月２
０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
１月２０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。

【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１２回定例委員会
を閉議、閉会といたします。
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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１１月２８日
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