
会 議 の 名 称 平成２４年第１３回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２４年１１月２２日（木曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後２時３５分まで

開 催 場 所 久喜市公文書館　第１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

　　　ア　平成２４年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書に
　　　　　ついて

　　　イ　「栗橋单小学校北校舎改築後における学校給食の運営方法
　　　　　について」に係る学校給食審議会の進捗状況について

　　　ウ　平成２４年度久喜市一般会計補正予算（第３号）（案）に
　　　　　係る意見聴取について

　　　エ　久喜市教育活動指導員の委嘱について

（４）議事

議案第５９号　久喜市日本語指導員の委嘱について

議案第６０号　久喜市公民館補助委員の任命について

（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。それでは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１３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 　直ちに会議を開きます。

【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項の規定によりまして、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１０月２３日
に開催いたしました、第１２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が、
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 　はじめに、ア「平成２４年度教育委員会の事務に関する点検評価報
告書について」、報告をお願いします。

吉田教育長 　それでは、点検評価報告書でございます。お手元にあるかと思いま
すが、前年度の教育委員会の事務に関する内容につきまして、点検・
評価をした結果の報告でございます。
　これにつきましては、法律の規定に基づき、点検・評価を行い、そ
の結果に関する報告書を作成し、議会に提出、また、広く公表するこ
ととなっております。

　また、点検・評価を行うにあたりましては、教育に関して卓越した
学識経験をお持ちの方にご意見を伺いながら進めたところでございま
して、今回は、元小学校長であり、大学の講師を務められていました
久喜地区の西崎道喜先生と、元小学校長で鷲宮地区の相澤勝壽先生に
お願いしたところでございます。
　内容等につきましては、教育総務課長より説明をさせていただきま
す。

教育総務課長 　それでは、教育長報告別冊の資料となっております、「平成２４年
度教育委員会の事務に関する点検評価報告書」をご覧ください。
　この事務に関する点検評価につきましては、地方教育行政の組織及
び運営に関する法律第２７条の規定に基づき、自らの権限に属する事
務の管理及び執行の状況について、前年度の事務事業を対象に点検・
評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとと
もに、公表することとされております。

　本市教育委員会では、毎年、進めるべき教育行政の基本方針とし
て、「久喜市教育行政基本方針」を、また、その基本方針の具体的な
取り組みとして、重点施策を定めております。このようなことから、
平成２４年度の点検・評価につきましても、平成２３年度の久喜市教
育行政基本方針に基づく重点施策の事務事業を対象に行ったものでご
ざいます。

　また、この報告書の構成につきましては、学校教育や社会教育など
におけるそれぞれの重点施策ごとに、具体的施策の取り組み状況と、
これに対する自己点検・自己評価について示したものでございます。
さらに、必要に応じて図表、グラフなどの関連資料も併せて掲載した
ものでございます。

　この報告書の作成にあたりましては、自己点検・自己評価した素案
を基に、過日１０月３１日に点検・評価に関する会議を開催したとこ
ろでございます。この会議には、ただ今教育長からも申し上げました
が、教育に関する学識経験者として、元公立小学校長・元埼玉大学非
常勤講師の西崎道喜先生と、元公立小学校長・元鷲宮町教育委員会委
員の相澤勝壽先生のお二人においでいだたきまして、ご意見、ご指導
をいただいたところでございます。これを踏まえまして、検討・修正
を行い、報告書を作成したものでございます。報告書巻末の４７ペー
ジには、お二人の先生の総括的なご意見・ご感想などを取りまとめ、
概要を掲載しております。
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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）

　４７ページをご覧いただきたいと思いますが、概要について申し上
げます。
　まず、学校教育の充実においては、学校・家庭・地域との連携につ
いて引き続き強化を図っていくことが必要であり、学校応援団やス
クールガードリーダーなど、組織同士の連携も図り、体制を充実させ
ていくことが重要である。

　それから、幼児教育の充実においては、市内の公立幼稚園と私立幼
稚園との連携が求められており、久喜市全体としての幼児教育の在り
方を検討することが必要である。
　次に、安全・安心な教育環境の整備においては、学校施設の耐震化
を平成２７年度までに完了することができるよう、引き続き計画的に
進めていくことが求められる。

　次に、人権を尊重する教育の推進においては、子どもの人権や、命
の大切さ、心の学習を加え、人を思いやる教育として充実させていく
ことが必要である。
　それから、生涯学習の推進においては、「まなびすとフォーラム」
や「まなびすと久喜」など特色あるこれらの事業を、久喜市内だけで
なく、市外に向けても広く発信することで、さらに発展していくこと
が望まれる。

　次に、スポーツ・レクリエーション活動の充実においては、参加対
象が特定団体等に偏ることのない、誰しもが自由に参加できるような
市主催事業の充実が望まれ、また、すでに統合された体育協会の一体
感を持った運営が求められる。
　それから、歴史・文化の継承と活用においては、市内各地区の文化
財を情報として発信することが重要であり、広く知られていない歴
史・文化を掘り起こし、ＰＲすることで、市の活性化も期待できる。

　これらのご意見をいただいたところでございまして、今後は、これ
らの意見を踏まえまして、教育行政重点施策や具体的取り組み内容の
充実に向け、取り組んで参りたいと考えております。
　報告書の個別具体的な内容説明につきましては、報告書を事前に委
員の皆様に配布させていただいておりますことから、お許しをいだだ
き省略させていただきたいと存じますので、ご理解いただきますよう
お願い申し上げます。以上、報告でございます。

鹿児島委員長 　ありがとうございました。ただ今の報告に対しまして、ご質問をお
受けいたしたいと思います。

鹿児島委員長 　この報告書の議会への提出は、終わっているのですか。

教育総務課長 　これからです。１１月議会の開会日に各議員へ配布する予定です。

鹿児島委員長 　あと、公表はどのような形で行っているのですか。

教育総務課長 　市のホームページに掲載し、公表することとしております。
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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）

鹿児島委員長 　内容について１点確認したいのですが、体育協会についてです。巻
末の学識経験者からの意見にも「すでに統合されていることから、一
体感を持った運営が求められます。」とありますが、現状はどうです
か。

参事兼生涯学習課長 　体育協会自体が、この５月に一つになったものでございまして、こ
れから体育協会一つとして、色々な事業をやっていきましょうという
段階でございます。現在は、企画委員会等を設けまして、ここで案を
出し合って、新たな主催事業に取り組んでいこうというのが現状でご
ざいます。

鹿児島委員長 　ということは、一つになったけれども、実際はまだそんなでもない
のですね。

参事兼生涯学習課長 　新たな動き出しというのは、まだないです。

鹿児島委員長 　わかりました。

吉田教育長 　統合のスキームとしましては、今までの４地区の体育協会の上に久
喜市体育協会を新たに作りまして、これまでの４地区の体育協会がい
わば支部のような形になって、統合ができた次第でございます。形が
できましたので、今後は生涯学習課長の話にもありましたとおり、一
体感を持った、久喜市体育協会全体としての動きをどうするのかとい
うのが課題です。

鹿児島委員長 　一つに統合するのも大変だったと思いますが、一体感をもった運営
についても、教育委員会として積極的な支援をお願いしたいと思いま
す。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございませんか。榎本委員どうですか。

榎本委員 　特にありません。

鹿児島委員長 　坪井委員はどうですか。

坪井委員 　幼児教育についてですが、幼稚園には公立と私立があり、私立の方
への市の関わりというのは就園奨励費があると思いますが、それ以外
にどのようなものがありますか。

学務課長 　健康診断実施における補助があります。

坪井委員 　事業面ですとか運営面で関わっているものはありますか。

学務課長 　特にはありません。

坪井委員 　意見として学識経験者の先生がおっしゃっていることは、事業面や
運営面でもっと連携を図るべきだということですか。
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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）

学務課長 　小学校入学時には公立幼稚園の卒園児も私立幼稚園の卒園児も一緒
になる訳ですから、義務教育の基礎と培う場としてもっと連携を図る
ことが必要ではないかということです。

吉田教育長 　ちょっと付け加えますと、小学校の方では、保育園と幼稚園と小学
校の連携というのを重視しようということがあります。これについて
は、幼児教育の充実に合せて教育行政の施策にも入れていますが、一
般的には保・幼・小連携と言われているものでございます。

　幼児教育において、事業運営面で教育委員会がリードして進めてい
く分野というのは、基本的には公立幼稚園となっており、私立幼稚園
について教育委員会が関与できる部分というのはあまりないというの
が現状となっています。しかし、小学校と幼稚園・保育園との連携に
おいては、公立・私立の分け隔てはありませんので、その部分では積
極的に連携を図っていだだきたいと考えております。公立幼稚園と小
学校との連携においては、例えば中央幼稚園と久喜小学校ですとか、
栗橋幼稚園と栗橋地区の小学校で行われておりますので、私立幼稚園
との連携も進んでいくことができればと思います。

鹿児島委員長 　以前やっていた私立幼稚園との年１回か２回の交渉は、今もやって
いますか。

吉田教育長 　なくなりました。今はやっていません。現在は幼児教育研究協議会
という附属機関がございまして、ここの委員さんに私立幼稚園の関係
の方も入っていただいております。

鹿児島委員長 　私立幼稚園は市内にいくつありますか。

教育副部長 　１３園あります。

鹿児島委員長 　公立幼稚園がない地区はどこですか。

吉田教育長 　菖蒲地区と鷲宮地区です。久喜地区には中央幼稚園があり、栗橋地
区には栗橋幼稚園があります。

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 　特にないようですので、以上で質疑を打ち切ります。

鹿児島委員長 　続きまして、イ『「栗橋单小学校北校舎改築後における学校給食の
運営方法について」に係る学校給食審議会の進捗状況について』、報
告をお願いします。
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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）

吉田教育長 　これにつきましては、学校給食審議会において色々と議論をしてい
ただきまして、昨日、鹿児島委員長に代わりまして私が答申をいただ
いてきたところでございます。内容につきましては、学務課長より説
明申し上げます。

学務課長 　昨日いただきました答申につきましては、写しをお手元に配布して
ございます。
　それでは、学校給食審議会の進捗状況について説明申し上げます。

　去る３月２８日に、栗橋单小学校北校舎の改築後における学校給食
の運営方法につきまして諮問いたしました。これを受けまして、８月
７日に第１回の審議会を開催いたしまして、以降、昨日の１１月２１
日まで５回の審議をいたしました。

　審議の内容といたしましては、お手元の資料にもございますけれど
も、食育面、運用面、体制面そして経費面など様々な観点から、民間
委託方式、共同調理場方式、卖独調理場方式につきまして比較検討を
行ってまいりました。

　まず、食育面に関してましては、調理員と日々触れ合うことができ
る点におきまして、卖独調理場方式が優れているものの、事業や体験
活動による食育は、どの方式でも学校において計画的に進められてい
るということがございます。また、食育は、本来家庭が中心となって
進めるもので、学校に期待することはいかがなものかというご意見も
ありました。

　また、運用面・体制面に関しましては、どの方式も大きな差はない
ことを確認しております。また、経費面につきましては、栗橋单小学
校だけを考えることではなく、市全体のことを考えたほうがよいので
はないかという意見がありました。

　このような中、第４回の審議会におきまして、次のような意見が出
されました。

　まず、第１点が今回の栗橋单小学校北校舎改築後の運営方法につき
ましては、今後審議する久喜市全体の学校給食の運営方法の中で一貫
性のある答申を出す必要があるのではないかという意見でございま
す。

　第２点は、そのためには、栗橋单小学校１校の問題とせず、まず久
喜市全体の学校給食の基本方針を策定し、その上で栗橋单小学校を含
めた久喜市全体の運営方法を審議するべきではないかという意見でご
ざいます。

　３点目につきましては、栗橋地区の中学校における運営方法でござ
いますが、こちらは行田の給食センターから配送されております。そ
して、鷲宮学校給食センターにつきましては、老朽化が進んでおりま
すので、その対処方法、さらに食器についても統一したほうがよいの
ではないかとの意見でございます。
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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）

　そして、この答申をいただくにあたりまして、昨日審議会を行った
訳でございますが、この答申を最終的に決定するにあたりまして、卖
独調理場方式が好ましいということで、文言を入れたらどうかという
意見もございました。また、ＰＴＡの理事会の総意があるということ
から、現状維持という文言を入れたらどうかという意見もございまし
た。

　これに対しまして、他の委員からはそれぞれの地区の想いはあるに
しろ、この場で急に卖独調理場方式が好ましいという文言を入れた
り、ＰＴＡの理事会の総意を基にした現状維持という文言を入れるこ
とは不適切ではないかという意見がありました。
　これらを踏まえまして、お手元にあります答申内容となりました。

　今後につきましては、教育委員の先生方にご相談し、ご意見を伺い
ながら、久喜市全体の学校給食の基本方針並びに運営方法を審議する
ための準備を行いまして、平成２５年３月を目処に学校給食審議会へ
諮問したいと考えております。以上でございます。

鹿児島委員長 　ただ今の報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。

吉田教育長 　補足させていただきますが、栗橋单小学校は現在、北校舎の改築中
です。改築が完了するのが来年の夏休み前でして、夏休み中にそちら
に引越しをします。それで、今回の学校給食審議会への諮問というの
は、この改築後の学校給食の運営方法についてだったのですが、この
答申の文言には、そのことは直接的には入っていません。

　今回の議論のポイントは、改築前は自校方式で調理場があったのだ
から、調理場をもう一度造って給食を提供するのか、あるいは新しく
全体の運営方針が決まるまでの間は、現在、鷲宮学校給食センターか
ら提供していますので、これを継続していくのか、ということでし
た。

　それで、今回の答申においては、文言には入っていませんが、その
新しい運営方針が決まるまでの間は、そのまま鷲宮学校給食センター
からの提供を継続するということの意味もあるんです。

　その代わりに、地域の実情等も考慮しながら検討していく必要があ
るとの一文が加えられましたことにより、各委員さんのコンセンサス
が得られましたので、このような答申となったということでございま
す。

鹿児島委員長 　そうですか、そのことは答申を読んだだけではわからないですね。
北校舎改築後はどうするのかというのを諮問したんですよね。けれど
も、議論が色々出てそれに対する結論が出なかったと。
　それで、実際の議論での意見として、卖独調理場方式とその他の方
式の割合はどうでしたか。
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学務課長 　そうですね、卖独調理場方式につきましては、地元である栗橋の委
員さん３人とその他２、３人の委員が支持していました。あとの委員
さんは、やはりこの問題は久喜市全体のことを考えた中で決定したほ
うがいいという意見をお持ちのようでした。ここで運営方法を決めて
しまうと、この後で決めていく久喜市全体の方針と異なることにもな
りかねず、それはどうかということもあり、そのような中ではなかな
か運営方法を決めづらいというような感じでした。

鹿児島委員長 　ただ、これは難しい課題ですけど、やがては決めなくてはならない
課題ですからね。今回は、たまたま先に延びただけですから、よく協
議しながら進めていただきたいですね。

吉田教育長 　やはり、今後につきましては、新しい基本方針の策定でございま
す。先ほどからありますように、地区によって方式が異なる中で、そ
れぞれが良さを持ち、課題を抱えております。それをどのようにまと
めていくか、考え方と現状との間で非常に難しい問題となっていま
す。

　そういった意味では、また後にでも教育委員会でご協議をいただけ
ればと思っております。

鹿児島委員長 　運営方法を統一するというのが、合併の時の調整方針だったので
しょうけど、いざ現実を見た場合は難しい面もありますよね。

吉田教育長 　いずれにしても、今後の基本方針や運営方針について、改めて学校
給食審議会へ諮問することとなります。

鹿児島委員長 　それが来年の３月ですか。

学務課長 　はい、いまのところ来年の３月を目標としております。いずれにし
ましても諮問にあたりましては、基本方針の考え方を内部で検討いた
しまして、また、予算の関係もありますので、財政課とも協議をいた
しまして、ある一定の方向が出ました時点で、教育委員会に議案とし
て提出したいと考えています。

鹿児島委員長 　これは、なかなか難しい課題ですから、タイミングに合せて教育委
員会での協議をお願いします。

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。

鹿児島委員長 　続きまして、ウ「平成２４年度久喜市一般会計補正予算（第３号）
（案）に係る意見聴取について」、報告をお願いします。
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吉田教育長 　それでは、また補正予算でございますが、第３号の案でございま
す。これにつきましては、各担当課長より内容の説明をさせていただ
きます。

教育総務課長 　それでは、ページを追いまして所管課ごとに説明させていただきま
す。

学務課長 　まず、学務課から説明申し上げます。歳入でございます。予算書１
０ページ、１１ページをお開きいただきたいと思います。中段の１３
款、国庫支出金の小学校費補助金でございます。内容につきまして
は、要保護児童への就学援助に係る特別支援教育就学奨励補助金でご
ざいます。対象者の増に伴いまして、２万３千円を計上させていただ
いております。

　次に下段になりますけれども、中学校費の補助金でございます。こ
ちらにつきましても、要保護生徒への就学援助に係る特別支援教育の
就学奨励費の補助金ということで、やはり対象者の増によりまして、
１７万３千円を予算措置させていただいております。

　そして下段になりますけれども、県の支出金でございます。３番と
しまして、小学校費補助金でございます。こちらにつきましては、東
日本大震災によりまして、被災児童の就学援助の補助金でございま
す。こちらにつきましても、対象者の増によりまして２６万３千円を
予算計上させていただいたものでございます。

　次に中学校費の補助金でございます。こちらにつきましても、東日
本大震災によります被災生徒の就学援助に係る補助金でございまし
て、対象者の増によりまして１５万５千円を計上させていただいてお
ります。

　いちばん下になりますけれども、幼稚園費の補助金でございます。
こちらにつきましても、東日本大震災によりまして久喜市に避難し幼
稚園に就園する園児の保護者への就園支援に対する補助金ということ
で、こちらにつきましては、新たに対象者が発生した関係で５１万９
千円を予算計上させていただいております。

　続きまして歳出になります。１６ページと１７ページの下になりま
す。児童生徒安全事業でございます。こちらにつきましては、３年を
かけまして専門業者による小中学校の遊具の点検を実施しておりま
す。今回、遊具を点検した結果、必要な修繕の費用として１７６万３
千円を計上させていだだいております。また、点検の結果、使用を禁
止している遊具の撤去として、工事費用１３万７千円を予算計上させ
ていただいております。

参事兼指導課長 　続きましてその下にございます、１１番の教育活動補助事業でござ
います。こちらにつきましては、中学校部活動等で関東大会や全国大
会等への参加に対しまして補助金を支出してきたところでございま
す。今回、栗橋東中学校のマーチングバンドが全国大会に出場するこ
ととなりましたことから、２５０万円の予算を組まさせていただきま
した。以上です。
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教育総務課長 　続きまして１８ページ、１９ページをお願いいたします。上の方に
なりますが、小学校校舎改修事業、１，８６０万円の計上でございま
す。こちらにつきましては、清久小学校には校舎が２棟ございまし
て、その内の１棟の校舎から、今年の夏に雤漏りが発生しました。調
査しましたところ、屋上のコンクリート防水が劣化し、剥離している
状態でございましたので、今回、全面防水工事を実施するものとし
て、委託料２６０万円及び工事請負費１，６００万円を計上するもの
でございます。

学務課長 　続きまして、小学校要・準要保護児童就学援助事業でございます。
２６万３千円を予算計上させていただいております。内容につきまし
ては、東日本大震災によりまして被災し、久喜市に一時的に避難して
いる被災児童を対象に、学用品費や通学用品費、給食費、校外活動費
等への必要な援助を保護者の方に行うものでございます。年度当初に
対象者を５人として見込んでおりましたところ、対象者が９人となり
ましたので、今回不足分を予算計上するものでございます。

　続きまして、小学校特別支援教育就学奨励事業でございます。６万
７千円を予算計上させていただいております。こちらにつきまして
は、特別支援学級に通学する児童の保護者に対しまして、就学奨励補
助を行うものでございます。年度当初対象者を５４人で見込んでおり
ましたが、対象者が５８人となりましたので、不足分を予算措置する
ものでございます。

　続きまして、中学校要・準要保護生徒就学援助事業でございます。
２１５万円を予算計上させていただいております。内容につきまして
は、東日本大震災によりまして被災し、久喜市に一時的に避難してい
る被災生徒を対象に、学用品費や通学用品費、給食費、校外活動費
等、必要な援助を行うものでございます。年度当初に対象者を３人で
見込んでおりましたが、補助対象者が５人となりましたので、１５万
５千円を予算措置するものでございます。また、準要保護の生徒を対
象に学用品費や通学用品費、給食費、校外活動費を援助しております
が、年度当初４０３人を見込んでおりましたが、補助対象者が４３４
人となりましたので、その分の不足額１９９万５千円を予算計上する
ものでございます。

　続きまして、中学校特別支援教育就学奨励事業でございます。４９
３万円を予算計上させていただいております。こちらにつきまして
は、特別支援学級に通学する生徒の保護者に対しまして、就学奨励補
助を行うものでございます。年度当初対象者を２０人で見込んでおり
ましたが、対象者が２８人となりましたので、不足分につきまして予
算を措置するものでございます。

　最後になりますけれども、幼稚園就園奨励費補助事業でございま
す。５１万９千円を予算計上させていただいております。内容につき
ましては、東日本大震災によりまして被災し、久喜市に一時的に避難
している被災園児の保護者を対象に援助を行うものでございます。年
度当初に対象者が把握できませんでしたが、新規の対象者が３人とな
りましたので、その分につきまして予算措置するものでございます。
以上でございます。

鹿児島委員長 　ただ今の報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。
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鹿児島委員長 　清久小学校の雤漏りですけど、改修で何とかなりそうですか。

教育総務課長 　はい。屋上の全面改修、防水工事を実施します。

吉田教育長 　遊具の修繕について、例えばどのようなものを修繕するのかなど、
ポイントがあれば補足をお願いします。

学務課長 　遊具の修繕及び撤去につきましては、まず本町小のジャングルジム
付き滑り台が腐食していますので、滑り台を撤去します。ジャングル
ジムにつきましては錆びがありますので、塗装等を行います。その他
の学校では、特に鉄棒につきまして、だいぶ腐食が進んでおりますの
で、塗装や一部の撤去を行います。

鹿児島委員長 　鉄棒なんかは腐食が進みますからね。

榎本委員 　修繕は保護者の方たちと一緒に行うのですか。

学務課長 　業者が行います。

榎本委員 　菖蒲東小なんかでは、保護者の方も一緒にというようなこともあり
ますが。

吉田教育長 　中にはそういったボランティアベースでやっていただいている所も
ありますが、教育委員会では３年に１回遊具の点検を専門業者にお願
いし行っています。今回はその結果を基に修繕を実施するものですの
で、業者が修繕を実施します。

教育副部長 　３年に１回というのは、３年をかけてすべての遊具を点検するとい
うことです。３年前から市独自で点検をして、その結果必要な所は修
繕していこうと進めていたものです。地元の方もボランティアで色々
とやっていただいているかと思います。

吉田教育長 　学校の方でもかなり頻繁に点検をしておりまして、基本的には毎日
点検するようにやっていただいています。ただ、今回に関しては専門
業者による点検の結果によるものでございます。

鹿児島委員長 　大事なことですね。どこかで事故が起きて、新聞報道があってから
緊急に点検するのではなく、日常的に点検することは非常に大切です
ね。

榎本委員 　遊具なんかは使用する頻度が高いので、点検は重要だと思うんです
けど、この他の例えば学校敷地の境界にあるブロック塀や鉄の柵など
の管理はどのようにしていますか。遊具と同じ扱いですか。

教育総務課長 　ブロック塀や柵は、遊具とは別に学校施設の一部として管理してい
ます。学校の方で点検し、これは危険だとか連絡がありましたら、修
繕等の対応をします。
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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。

【会議の非公開】

鹿児島委員長 　教育長報告エ及び議案第５９号並びに議案第６０号につきまして
は、人事案件でありますので、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、エ「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 　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５９号　久喜市日本語指導員の委嘱について」
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６０号　久喜市公民館補助委員の任命につい
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。

（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。
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【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、すべて終了でございます。

【次回定例委員会の開催】

鹿児島委員長 　日程第５、次回の定例委員会開催日でございます。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１２月の定例教育委員会ですが、事前に委員の皆さんのご都
合を伺っておりますので、１２月２０日の木曜日、午後１時３０分か
ら、場所は鷲宮総合支所４階会議室で行いたいと考えていますが、い
かがでしょうか。

鹿児島委員長 　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、１２月２０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。

【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１３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１２月２０日
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