
会 議 の 名 称 平成２４年第１４回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２４年１２月２０日（木曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後２時４８分まで

開 催 場 所 鷲宮総合支所　４０４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
吉田教育長、田中教育部長、松本教育副部長、各担当課長及び関口教
育総務課課長補佐兼総務係長

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　久喜市教育振興基本計画の策定状況について

　　　イ　久喜市障がい児就学支援委員会への諮問について

　　　ウ　平成２４年１１月定例議会市政に対する質問（教育関係）
　　　　　について

（４）議事

議案第６１号　久喜市立栗橋南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

（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。お忙しい中、お集まりをいただきありがとう
ございます。ただ今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１４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、榎本委員と髙木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１１月２２日
に開催いたしました、第１３回定例委員会の会議録につきましては、
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。
　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】

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 　日程第３、教育長報告でございます。

鹿児島委員長 　はじめに、ア「久喜市教育振興基本計画の策定状況について」、報
告をお願いします。

吉田教育長 　それでは、担当課長であります教育総務課長よりご報告をさせてい
ただきます。

教育総務課長 　それでは、教育振興基本計画（素案）の策定状況について、ご報告
させていただきます。計画策定にあたりましては、本年６月に教育振
興基本計画策定委員会への諮問を行い、その後、８月、１０月、１１
月と、これまで計４回の策定委員会を開催し、貴重なご意見をいただ
きながら計画素案の検討を重ねているところでございます。

　本日は、１２月２６日に開催する、第５回策定委員会に提出する資
料を、教育長報告の別冊ということで、委員の皆様にお配りさせてい
ただきました。

　見出しが付いておりますが、まず資料１をご覧ください。これまで
の会議の進捗状況から、当初の予定を変更する必要が生じましたの
で、今月の策定委員会にスケジュールの変更について諮っていきたい
と考えております。当初の予定では、６回の策定委員会を開催し、平
成２５年３月の策定を目指しておりましたが、数々の貴重なご意見を
いだたき、慎重に審議を進める中で時間を要しているということか
ら、進捗が予定より尐し遅れている状況にあります。また、パブリッ
クコメントを実施する前に、再度計画案全体の審議を行っていただく
ことも考えまして、策定委員会の開催を２回程度増やす必要が生じた
ため、変更するものでございます。

　変更後の１２月以降のスケジュールにつきましては、１２月の策定
委員会にこれまでに提出している計画の修正案の他、新たに第３章と
して計画の推進（案）、また、資料編（案）を提案し、ご審議いただ
きます。その後、来年１月の第６回の策定委員会において、再度計画
全体の審議・確認をいただいたうえで、２月に計画案に対するパブ
リックコメントを実施したいと考えております。

　そして、３月の第７回策定委員会で、パブリックコメントに寄せら
れた意見を報告するとともに、最終的な審議をいただき、４月の策定
委員会で計画案の答申をいただきたいと考えております。

　計画案の答申後は、４月の定例教育委員会に計画案を提案させてい
ただきたいと考えております。それから、今回の１１月の市議会にお
いて、議員提案により、教育振興基本計画につきましても、議会の議
決事項として決定されたところでございますので、このようなスケ
ジュールから、来年の６月議会に計画案を上程していきたいと考えて
おります。以上が変更後のスケジュールでございます。

　次に資料２をご覧いただきたいと思います。こちらは、前回の第４
回の策定委員会で、委員さんからいただいた意見に対する考え方や再
度事務局として検討した内容を一覧にしたものでございます。このよ
うに、修正を加えた箇所につきましては、毎回の策定委員会で審議を
いただきまして、ご承認をいただいているところでございます。
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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）

　次に資料３をご覧いただきたいと思います。こちらは、意見を踏ま
え、修正後の総論（案）でございます。

　続いて資料４が、修正後の施策の展開のうち、基本目標のⅠからⅢ
までの部分でございます。

　資料の５が、修正後の施策の展開のうち、基本目標のⅣからⅦまで
の素案でございます。

　それから、資料の６になりますが、こちらは、計画の第３章、計画
の推進（案）、それと、資料の７の資料編につきましては、今回新た
に委員会に素案として提案するものでございます。これをもちまし
て、計画の素案につきましては、すべてを策定委員会に提案すること
となります。

　以上が１２月２６日開催の策定委員会においてご審議いただく内容
でございます。今後におきましても、定例教育委員会において計画の
内容や進捗状況について、適宜ご報告させていただきたいと考えてお
りますので、ご理解いただきますようお願いいたします。以上報告と
させていただきます。

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
受けいたします。

鹿児島委員長 　このパブリックコメントというのは、どうやって行うのですか。

関口教育総務課
課長補佐兼
総務係長

　市のホームページですとか、あとは公民館などの公共施設に計画案
や意見募集の用紙、意見箱を置きまして、ご意見をいだだくことにな
ります。ホームページでは、メールなどでご意見をいただくことにな
ります。

鹿児島委員長 　意見は集まりそうですか。

教育総務課長 　久喜市全体で行いますし、特に教育についてはわりと関心があるよ
うですので、意見が集まるのではないかと考えています。

鹿児島委員長 　メールのほうが来るかもしれませんね。公共施設に箱を置いただけ
では意見もあまり来ないでしょう。

吉田教育長 　パブリックコメントの実施方法が市で決まってまして、その方法に
従って行います。

鹿児島委員長 　方法が決まってるのですか。それなら問題ないですね。

吉田教育長 　すいません、ちょっと追加で説明させていただきたいのですが、教
育振興基本計画は、県内ではこれまで２０ちょっとの教育委員会で策
定済みとなっています。これらの策定にあたっては、議会の議決事項
になっていませんでしたので、教育委員会独自で作成し、それぞれの
定例の教育委員会なりで議決をいただければ、その後の市長決裁など
を経て策定となっていました。
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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）

　こちらとしましても、そのつもりで準備を進めていましたが、先ほ
ど教育総務課長が説明しましたとおり、議会のほうで、教育振興基本
計画も議決事項に加えるということになりました。これにつきまして
は、埼玉県もつい最近ですけど、教育振興基本計画が議決事項に加え
られたということがございます。

　また、３月の議会の文教常任委員会において、この教育振興基本計
画については、教育基本法で「計画を定めるよう努めなければならな
い」ということになっており、義務規定でなく、努力規定となってい
る。このようなことであれば、いつまでに作らなくてはならないとい
うことではないので、かといって内容はとても重要なことであるか
ら、平成２４年度中ではなく、もう尐しじっくりやったらどうか、と
いった意見もございました。

　そして、進めてみましたら、結果的には時間がかかってしまった。
そのようなことで、尐し策定が遅れますということを、先日の教育環
境常任委員会において、部長のほうから説明をさせていただきまし
て、議員さん方の了解をいただいたところでございます。

鹿児島委員長 　当初の案では平成２５年３月まででしたか。

教育部長 　そうですね。いずれにしても２月議会に上程するためには、１月末
には形がすべてできていないと間に合いません。当初の計画でも２月
議会は無理ということがございました。

鹿児島委員長 　いずれにしても、大事な計画ですから、時間をとって審議を進めて
いただいたほうがいいと思います。委員の先生方も気づいた点があり
ましたら、事務局へ言っていただきたいと思います。

吉田教育長 　予定としましては、４月の定例教育委員会で議決をお願いしたいと
考えておりますので、それまでに色々とご意見をいただければと思い
ます。よろしくお願いいたします。

髙木委員 　議会の議決対象となるということは、どのあたりの内容までが対象
となるのですか。場合によっては、内容の変更もあり得るのですか。

吉田教育長 　総合振興計画の議論でそのようなことがありました。詳細は部長の
ほうからお願いします。

教育部長 　まず議決案件として執行側が上程します。そして付託されれば、常
任委員会で審議することとなります。内容的には、議員さんから質疑
があって、説明して終わるのか、修正に至るのかということになりま
す。

　修正となりますと、これは執行側しかできませんので、上程した議
案の修正という文書を出すこととなります。あとは議会が付帯決議を
付けるというようなことも理論上はあります。

　ただ、基本的な流れとしましては、色々な疑義に対して説明をし、
納得していただいたうえで、議決をいただくということになるかと思
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）

鹿児島委員長 　総合振興計画はどうでしたか。

教育部長 　議会側の考え方は、議決については大綱的なものを議決するので
あって、一字一句を議決するものではないということでありますの
で、誤字ですとか脱字、また、意味の変わらない語尾や文言の修正に
ついては、軽微なものであれば議決してから印刷までの過程において
も良しとするということで合意を得ているということです。
　総合振興計画はそのような形で進めております。

吉田教育長 　総合振興計画は１１月の議会の上程されております。こんどの２１
日に採決されるわけですが、議論にあたっては特別の常任委員会が設
置されまして、そして各常任委員会を分科会としそれぞれの所管ごと
に審議が行われました。教育の分野については、教育環境常任委員会
で審議が行われました。

鹿児島委員長 　教育振興基本計画は、おそらく教育環境常任委員会で審議されるこ
とになりますよね。

吉田教育長 　そうですね。かなり細かい内容まで質疑があるかと思います。

鹿児島委員長 　計画の基本的な流れと言いますか、構えと言いますか、理念が間
違っていなければ大丈夫だと思いますよ。

吉田教育長 　そのあたりは大丈夫だと思います。さらに細かな文章の吟味も担当
課で徹底して行うように部長から指示を出しています。

鹿児島委員長 　事務方としてそれは当然ですね。何事も自信をもってやってくださ
い。それと、今の話だと、審議は決算委員会みたいな形になりそうで
すか。

教育部長 　そうですね。予算決算委員会が各常任委員会を分科会とする形式と
なっていますので、おそらくそれと同じような形で行われるかと思い
ます。

鹿児島委員長 　それでは、委員の先生もお忙しいとは思いますが、一度目を通して
いただきますようお願いいたします。

教育部長 　先ほど青鹿課長からも説明がありましたが、資料２にありますよう
に、策定委員会の委員さんから、大局的なものから細かいものまでか
なりの意見が出ておりまして、大変熱心に審議いただいております。
ご指摘などもいただきながら、かなりの修正を加えてきたところでご
ざいます。

　まだまだ見落としや漏れがあるかと思います。後から気づいたもの
がありましたら、ご指摘いただければ大変ありがたいと思っておりま
すので、よろしくお願いいたします。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございませんか。
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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）

（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 　教育長報告イにつきましては、個人情報が含まれていますことか
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「久喜市障がい児就学支援委員会への諮問につい
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たいと思います。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、ウ「平成２４年１１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 　それでは、かなりの数でございますので、私と部長の２人で説明さ
せていただきたいと思います。既に目を通していただいているかとは
思いますので、ポイントになるものに限って報告をさせていただきた
いと思います。

　お手元の教育長報告資料の２ページから始めたいと思います。盛永
議員からＡＥＤについての質問がございました。ＡＥＤは誰でもが操
作できるようにしておかなければならないんだ、ということと、ＡＥ
Ｄがとっさの時に使えるようにしておかなければならないんだ、とい
うことで、まさしくそのとおりでございます。

　そこで、学校で課題となっておりますのは台数と研修でございま
す。台数につきましては、各学校１台配置してあります。ただ、色々
な学校行事がありますので、学校によっては、外に持ち出したりとい
うようなことがあります。そのような場合ですと１台では足りないと
いうことがございます。このようなこともありまして、教育委員会と
しては最低２台必要ということで、財政当局などとも交渉を続けてき
ているところでございます。ただし、その結論はまだ出ていません。
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様式第２号（第４条関係）

　このＡＥＤにつきましては、健康医療課や消防署のほうで貸し出し
をしておりますので、現状としてはこれを積極的にどんどん活用する
ようにしたいと思っております。この間の校長会におきましても、積
極的に活用するように話しをしたところでございます。どんどん活用
して、それでもなお台数が足りなくなったときに、いよいよ教育委員
会として台数を増やすことができるのではないかと考えております。

　もうひとつは訓練のほうです。臨時の教職員であろうが、誰でもが
使える状態にしておかなくてはならないということがありますので、
年に１回だけの研修ではなく、年に何回も研修を実施し、操作訓練が
できる体制としてほしいとのことでございます。こちらにつきまして
は、お手元の資料のとおり答弁いたしまして、校長会においても指導
したところでございます。

　次はページをめくっていただきまして、６ページになります。春山
議員から、市長も学校訪問したらどうですかという提案がございまし
た。機会を捉えて行きたいというような前向きな答弁でございまし
た。また、その場合、教育委員会はどうするのという質問に対しまし
ては、しっかりと連絡をとって、訪問が実施される際には、調整をさ
せていただきますとお答えいたしたところでございます。

　続きまして、６ページから７ページあたりは、給食の関連でござい
ますので、部長から報告させていただきます。

教育部長 　資料６ページから７ページです。春山議員から学校給食審議会での
資料について、色々と疑義があるということで質問があったところで
ございます。これにつきましては、口頭で若干補足しなければならな
い内容も含まれていましたし、そのようなことから審議会の中でも委
員さんから色々と質問をいただいていた状況もありましたので、資料
作成が十分でなかったという答弁をしております。資料につきまして
は、情報公開で会議録とともに公開しているものですから、その公開
している資料だけ見た方が誤解することがないように、解説を別につ
けるという答弁をしたところでございます。

吉田教育長 　次の石田議員につきましても給食関連ですので、部長よりお願いし
ます。

教育部長 　はい。資料７ページの石田議員の質問でございます。石田議員が栗
橋地区出身の議員でございまして、栗橋地区小学校の自校方式の給食
には非常に関心が高いということから、特に栗橋南小学校の給食につ
いては自校方式を堅持してほしいという趣旨の質問がございました。
この栗橋小学校北校舎改築後の給食につきましては、前回の定例教育
委員会でもご報告させていただいておりますし、本日もこの後、議案
として提出しておりますので、ご議論いただく内容でございます。こ
れに対しまして答弁では、審議会に諮って、その意見を踏まえながら
教育委員会で決定していきますというような答弁をしたところでござ
います。
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吉田教育長 　続きまして、９ページをお願いします。斉藤議員から「ＣＡＰ」と
いうものを学校に導入したらどうかという質問がありました。この
「ＣＡＰ」というのは、子どもへの暴力防止運動のことなんですけ
ど、この取り組みをされているＮＰＯの方がいます。内容は、子ども
達がいざ暴力を受けた場合ですとか、性犯罪に遭いそうになったとき
に、どう防御し、どう逃げるかということを考えるプログラムだそう
です。

　これにつきましては、内容としましては優れたものなので、学校の
ほうに紹介していきたいと答弁したところでございます。ただ、学校
ではこのような関係のものを色々な形で既に行っておりますので、こ
こにＣＡＰを導入すると二重三重ということにもなってしまいますの
で、学校においてこれをカリキュラムに採り入れるというのは尐し辛
いかなという印象もあります。いずれにしましても学校のほうに紹介
しますということでお答えしております。

　続いての石川議員の質問につきましては、部長から報告いたしま
す。

教育部長 　資料の１０ページになります。石川議員から、各学校から出された
不審者情報の伝達がどのように行われているのかというものでござい
ます。例えば、学校で一斉に送るメールが発信する場所によって内容
が異なるといいますか、統一されていないように思われるものがあ
り、見方によっては危機感に差が出るというようなことから、情報の
伝達はどうなっているのかというものでございます。

　資料の質問事項１の（２）にありますように、各情報発信者によっ
て表現が違い、情報受信者に戸惑いがある。統一すべきであるが考え
を問うということでございます。教育委員会が受けた情報は、統一の
様式で各学校に流しているということと、各学校が発信する情報につ
いては、教育委員会である程度ひな型を用意して、なるべくそういう
ことがないようにしますという方向性の答弁をしております。

　続きまして、猪股議員の放射能から子どもを守るためにという質問
でございます。資料の質問の要旨の（１）のエとオを答弁したところ
でございますが、その前段としてア・イ・ウというのがございまし
た。こちらは、福祉部の保育園の給食で放射能が検出されたというよ
うな、丸ごとの給食食材の検査で７．３９ベクレルが検出されたこと
を報告した関係で質疑がございました。その中で、今の国の食材の基
準が、１キログラムあたり１００ベクレルとなっており、久喜市とし
ましてはこれをを使用する・しないの判断基準としておりますが、こ
れをもっと厳しくすべきではないかとのことでございます。

　これにつきましては、教育委員会も学校給食センターをはじめとし
て学校給食を担っておりますので、福祉部と調整をしまして、国が示
している乳児用の基準である、１キログラムあたり５０ベクレルにし
て、学校給食もやっていこうということで、１２月１日付けで改正を
したところでありまして、１２月４日の一般質問では、福祉部長から
その旨の答弁をしたところでございます。
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　それから、教育委員会が直接答弁した、どうもキノコ類の検査が尐
ないのではないかという質問でございますが、これは、使用する食材
の回数からいうと比率としてはそんなに低い訳ではなく、実態につい
て答弁しております。

　それから、教育委員会では食材の検査回数が非常に多く、検査業務
を委託という形で行っておりますことから、職員があまり手を掛けて
いないというか、委託まかせではないかという趣旨の質問がございま
した。これにつきましては、それぞれの検査における検体の用意から
最終的な記録報告までの中で、検査員には検査の部分を分担していた
だいているという答弁をいたしました。

　それから、検査の回数をもっと増やすべきだという質問に対しまし
ては、現状の１検体にかかる検査時間と教育委員会に割り当てられた
測定機器を使用できる時間帯から、現状以上の検査回数はなかなか難
しい状況であるとの答弁をしたところでございます。以上です。

吉田教育長 　次は資料１３ページの田村議員の質問でございます。学期制につい
てでございます。これにつきましては、毎回ご質問をいただいている
のですけど、実施している学校も多い３学期制のほうがやはりいいの
ではないかという意味合いの質問ではないかと思います。特に質問の
要旨の（７）になりますが、２学期制の場合は私立高校受験において
不利になるのではないかとの質問がございましたが、そのようなこと
は絶対にないと答弁しております。

　教育委員会としましては、この学期制につきましては、学期制検討
委員会で色々と検討していただいていますので、２学期制の良さや課
題点、また、３学期制の良さや課題点をそれぞれ踏まえ、中立の立場
で臨んで参りたいと考えております。

　続いていきます。資料１６ページになります。これは放射線の関係
なので、部長よりお願いします。

教育部長 　こちらは空中放射線量と、いわゆるホットスポットにおける放射線
量の測定の関係です。学校での測定にあたっては、１点でなく多点測
定してはどうかという趣旨の質問です。それから通学路を新たに測定
しましたので、その結果はどうであったかという質問でございます。

　多点測定に関しましては、ホットスポットを含めてかなりの箇所、
小・中学校と幼稚園の３６施設で３７３箇所で測定を行っております
との答弁をいたしました。それから２点目の通学路については、各学
校から希望があった８９箇所を測定しておりますが、質問の趣旨がそ
のうちの４小学校の結果がどうであったかとのことでありましたの
で、それぞれの測定数値を申し上げました。いずれも市が除染の対象
としている基準であります、毎時１マイクロシーベルト未満でありま
したので、除染等は行っておりませんということと、今後について
は、今年度にあと２回の測定を実施することを答弁しております。

吉田教育長 　続きまして資料１８ページになります。子ども大学久喜というのを
今年初めて東京理科大学で実施しましたが、その結果がどうだったか
という趣旨の質問が梅田議員からありました。
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　こちらにつきましては、当初５０人の定員であったものが１００人
に増員していただいて実施したほどでございます。東京理科大学でも
力を入れていただきまして、非常に成果が挙がったところでございま
す。初回は学長さんが講義され、最後は数学者の秋山仁さんが講義さ
れまして、その際にはパートナーで由美かおるさんが来まして、２人
で講義されたということで、大変評判が高く、新聞にも掲載されたほ
どでございました。来年以降も続けて参りますという答弁をしたとこ
ろでございます。

　それから資料１９ページの下のほうになります。同じく梅田議員か
ら、川内選手がいるので、ぜひ久喜マラソンの開催をという質問が以
前にありましたので、その進捗状況はという質問でございます。これ
につきましては、体育協会が母体となりますが、その体育協会がやっ
と一つになったものですから、今後運営を進めていく中で、このマラ
ソンの実施についても進めていきたいとの答弁でございます。実施に
向けては多くのハードルがございまして、新規にマラソン大会を開催
するということは非常に労力のかかることではございますが、前向き
に進めていかなくてはいけませんので、教育委員会としてもがんばっ
ていきたいと思っております。

　続きまして資料２１ページになります。松村議員からの質問でござ
います。弓道場を建設したらどうかとの質問でございます。こちらに
つきましては、久喜市内に非常に高名な弓道家が在住しており、ま
た、久喜高校や栗橋北彩高校では弓道に熱心に取り組んでいるのだか
ら、久喜にも公設の弓道場を建設したらどうかというのが趣旨でござ
います。内容からすぐにという訳にはいきませんので、今後調査研究
していきたいとの答弁をいたしました。

　続きまして資料２２ページの岸議員からの質問です。だんだん子ど
もの数が減ってきて、それに伴い学校の児童生徒数も減ってくるの
で、このあたりで抜本的な改善・改革を考えていかなくてはいけない
のではないかとの趣旨でございまして、適正規模をどのくらいで考え
ているかとの質問でございました。この適正規模につきましては、一
応国や県の基準がありまして、そこで標準的な学校の規模というのが
出されていますので、それに基づいた答弁をしております。ただ、答
弁の最後におきまして、児童生徒数が減った学校を統廃合する、ある
いは通学区を変えるというのが現実的な方法になるけれども、特に統
廃合については、歴史や伝統、地域性、通学距離や交通事情等、色々
と課題があるので慎重に考えていかなくてはいけませんので、教育委
員会としましても、このあたりを調査研究するために内部の部会を立
ち上げ、そこで検討に入っているということも申し上げております。

　続いてよろしいですか。次は資料２４ページの中段からになりま
す。大谷議員から５本の質問がありました。１本目が小中連携でござ
いまして、これは是非進めたいといたしまして、来年度以降も教育委
員会としては重点事項として取り組んでいきたいと答弁しておりま
す。
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　それから２本目はコミュニティ・スクールについてです。コミュニ
ティ・スクールについては、県内では川口に小学校が１校あるだけ
で、それ以外にはありません。そこで、増えない要因を研究してみま
すと、どうやら学校運営協議会というものを組織しなくてはならない
ということがあるようです。この学校運営協議会の役割の中で人事に
ついて具申ができるようになっておりまして、このことが課題となっ
て県内でも増えていないようです。久喜市としても同様に、導入には
難しい点があるというような答弁です。その代わり、学校評議員制度
や学校応援団、学校評価における学校関係者評価がありますので、当
面はこれを充実して進めていきたいと答弁しております。

　３本目の学期制につきましては、先ほどと同様な答弁を申し上げて
おります。

　それから、資料２７ページの一番下になります。４本目の「くき検
定」というのをやったらどうだ、という質問でございます。この質問
は、兵庫県の小野市で「ハートフルチャレンジおの検定」というのを
実施しているところからきております。この検定を事前に調べました
ところ、埼玉県では「３つの達成目標」の中の基礎・基本学習状況調
査と、小学校は４教科、中学校は５教科において学習状況調査を独自
に行っておりますが、この２つについては兵庫県では行っておりませ
ん。また、全国学力状況調査についても、小野市にはなかなか回って
こないということがありまして、「おの検定」というのを考えたよう
です。それで、久喜市において考えてみますと、埼玉県でこれだけの
ことをやっているところに同じような「くき検定」を始めることにな
りますと、いくつにも重なってしまうことになります。このため、実
施する考え方は今のところ持っていないが、今後研究をしていく旨の
答弁をしております。

　最後は資料２９ページの５本目、国語能力の低下についてです。こ
ちらについても現状は確かに質問の要旨のとおりでございます。子ど
も達が会話の中で勝手は表現をしていることがあったり、また、携帯
電話のメールなどで専門用語のようなものを創り出したりしているよ
うな状況があります。ただ、学校の中ではきちんとした言葉遣いがで
きていますので、子ども達に二面性があるのではないかという説明を
いたしました上で、確かに国語能力が落ちてきている傾向があるの
で、今後とも力を入れていきたいとの答弁をいたしました。

　続きまして、資料３０ページになります。戸ヶ崎議員から「命を大
切に考える日」というのを制定したらどうかという提案がございまし
た。これにつきましては、埼玉県では１０月１日を「教育の日」と制
定しております。また、その時期に１週間の期間で「教育週間」とい
うのを設けておりまして、各学校では、この時期に人権教育を意識的
に取り入れたり、命の大切さを扱うような指導を行ったりしておりま
す。答弁ではそのような実態を説明いたしまして、今後、人権週間や
道徳教育などを考えながら研究をして参りますと答えております。た
だし、久喜南中学校については、これを制定しております。これは、
以前、同じような時期に２人の生徒が自ら命を絶ったというようなこ
とがありまして、そのようなことにより、「生命尊重の日」というの
を制定しております。この事実についても答弁に加えております。
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　次よろしいですか。続いては資料３１ページ、園部議員から情報モ
ラル教育についての質問でございます。子ども達、特に小学校高学年
から中学生にかけて、プロフ、ブログ、掲示板など色々なものを活用
しています。その中で誹謗や中傷、いじめが起きてはいけないという
ことで、ネットパトロールを強化してはどうかということでございま
す。確かにそのとおりでございまして、現在、県ではネットパトロー
ルの見守り隊というのが活動を行っていますが、今後は市独自でも強
化していかなくてはならないと考えております。現在は定期的ではあ
りませんが、市教育委員会でも各学校でもチェックをしており、今後
は信頼できる地元の地域ボランティアの方々にお願いしていくという
ことを考えていきたいと答弁しております。

　それから、矢崎議員からも同じような質問がございました。内容は
同じでございます。

　その次は鈴木松蔵議員でございます。「日本人の自覚と日本人の誇
りを持つことが求められている。市行政においてもその観点を持って
行政執行していただきたい。見解を伺う。」という質問の中で、
（３）でございますが、「日本は自存自衛のために大東亜戦争を戦っ
た」というマッカーサー証言について、なぜ補助教材を作って配布し
ないのか、また、しないことになった理由は何かという質問がござい
ました。

　これにつきましては、今使っている教材で十分だと認識していると
いう答弁をいたしまして、補助教材を作って配布しなかった理由につ
きましては、次の３点をお答えいたしました。

　１点目は、マッカーサーがこの証言を行ったのは、マッカーサーが
朝鮮戦争後に更迭をされて、帰国後何年か経ってからの軍事外交委員
会でありまして、議会の上院で査問を受けた中であります。そのとき
に証言した内容が「自分の考え方としては、中国が赤化してはならな
い。また、中国においても、日本との戦争のときのように包囲網を組
んで展開していくべきであった。」というものであり、その中で日本
は安全保障のために戦争に突入したと証言したというふうになってお
りまして、これが一人歩きして、「日本は自存自衛のために大東亜戦
争を戦った」というようになったようです。ただ、この証言をした時
は、マッカーサーは既に連合軍司令官ではなく、個人のレベルで証言
したものであり、そのためアメリカ政府としての見解を示したもので
ないということがあります。

　２点目は、日本政府あるいは文部科学省もそのような見解を示して
はいないということがあります。

　３点目は、学習指導要領を受けて教科書が作られ、義務教育として
はその内容に沿って指導をすべきであって、このような証言があった
からといって義務教育の中にそれを採り入れるというのは避けるべき
だということがあります。

　このようなことがあって、取り扱わないこととしたと答弁いたしま
した。

　次が最後です。井上議員の質問です。これにつきましては、教育部
長お願いします。
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教育部長 　はい。井上議員から防犯についてということで、（１）と（３）が
ございました。（１）につきましては、今年４月以降の不審者情報が
どんな状況かということで、現状を述べております。（３）の安全監
視員について以下の点を伺うということで、要は安全監視員が本来の
業務をやらずに、校務の中のちょっとした枝切りや除草など、本来の
業務と違った業務を行っているのではないかという指摘も含んだ質問
でございます。これにつきましては、本来の業務がおろそかになって
いるというのは教育委員会としても遺憾であるということから、今後
については指揮命令権のある校長から監視員本人へしっかり指導をし
ていきますとの答弁をいたしました。

吉田教育長 　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。

髙木委員 　ＡＥＤの問題ですが、以前さいたま市で事故があったかと思います
が、ＡＥＤの使用については、保護者がかなり敏感になっていると思
いますので、久喜市としては事故を起こさないようにするにはどうす
るのか、また、起きてしまった場合はどうするのかというようなこと
は何かありますか。

鹿児島委員長 　さいたま市で起きた事故というのは、どういった事故ですか。

髙木委員 　倒れた子どもにＡＥＤを使わなかったということがあり、処置が遅
れたために死亡したという事故です。学校側に手落ちがあったのでは
ないかということで専門家を交えて検証が行われました。

吉田教育長 　小学校６年生の子が、駅伝の練習でゴールした後に気分がちょっと
悪いということがあって、でも大丈夫そうだなと思っていたらその次
に意識が無くなってしまって、最後は亡くなってしまったという事故
です。

鹿児島委員長 　その事故なら覚えています。

吉田教育長 　確かその子は明日香さんといいまして、それでさいたま市は「ＡＳ
ＵＫＡモデル」という緊急対応マニュアルを作成しました。これは公
開されていますので、校長会でも是非参考にしてほしいということで
配布しています。また、教頭会でもかなり強く話しをしたことがあり
ます。

鹿児島委員長 　やっぱりＡＥＤがあっても活用できなくては駄目ですよね。

髙木委員 　ただ、すべてにおいてＡＥＤが効果的だというものではありませ
ん。本来ＡＥＤは心室細動に効果を示すもので、例えば心臓以外の原
因で倒れた場合には効果は得られません。ただ、ＡＥＤは安全装置が
付いていますので、心臓が正常な状態であれば装着しても作動しない
ようになっていますが、それでも先生方がいざ使用するときは不安に
なってしまうと思います。
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鹿児島委員長 　講習会はやってますよね。

吉田教育長 　はい。特に教員は子ども達を相手に取り扱うということで、講習は
一般レベルではなく、もう一段階上のレベルの講習を受けています。
具体的には４時間の講習となっています。一般は３時間の講習です。

鹿児島委員長 　大事なことですね。あの、田村議員さんの学期制の質問の中の、私
立高校受験の際に不利になるのではないかという部分ですが、おそら
く私立高校が通知表の提出を求めるときに、２学期制の場合はそれが
出来上がっていないから不利だということだと思うんですけど、現状
はどうやって対応しているのですか。

参事兼指導課長 　それは、夏休み中の進路相談のことでして、実際には、２学期制の
通知表が出た後も進路相談を行うことが出来るよう、高校側で対応を
とっていただいております。

鹿児島委員長 　私立高校が１学期までの通知表を求めたときに、２学期制の場合そ
れが出せないということがあるので、だから不利になるという思いが
保護者には根強くあるんですよ。

吉田教育長 　確かにあります。ただ、そのようなことは一切無いんです。

鹿児島委員長 　あと、コミュニティ・スクールですけど、これはどうですか。広が
りといいますか、浸透状況はどうですか。

吉田教育長 　全国的にあまり浸透していないというのが実態のようですが、文部
科学省には全国で３，０００校まで増やしたいという意向があるよう
で、実際には増えてはきているようです。

鹿児島委員長 　それは、調査研究の指定をしているからだと思うんですね。実際、
調査研究終了後の継続状況がどうなのかわかりますか。

吉田教育長 　はい、その後の状況を尐し調べたところ、学校評議員制度を同じよ
うな内容になっているケースがありました。

鹿児島委員長 　そうですか。それと、情報モラル教育ですけど、これは非常に重要
ですね。光の部分と陰の部分ということで、モラル教育をきちんとし
ないと、すぐに出会い系とかに走ってしまい、被害に遭ってしまう。

吉田教育長 　はい。これについては、久喜市内に「ＩＴボランティアの会」とい
うのがありまして、その会と今後具体的に連携をとっていきたいと考
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）
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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 　「議案第６１号　久喜市立栗橋南小学校　北校舎改築後における学
校給食の運営方法について」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 　この議題につきましては、既に学校給食審議会から答申を受けてお
りますので、この答申に基づきまして議決をお願いしたいと考えてい
るところでございます。内容につきましては、担当課長より説明を申
し上げます。

学務課長 　お手元に久喜市学校給食審議会実施報告という参考資料がございま
すので、これを踏まえながらご説明申し上げます。

　去る３月２８日に、栗橋南小学校の北校舎改築における学校給食の
運営方法につきまして、学校給食審議会に諮問したわけでございま
す。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１１月２１日まで合計５回の審議会を開催いたしました。

　お手元の資料にありますように、１１月２１日に開催いたしました
第５回の審議会におきまして答申をいただいたところでございます。
審議会の内容につきましては、お手元の参考資料、久喜市学校給食審
議会実施報告のとおりでございます。

　まず資料の１ページから４ページでございます。食育・運用・体
制・経費につきまして、それぞれの観点から民間委託方式、共同調理
場方式、単独調理場方式の比較検討をしていただいた、審議会におけ
る主な意見でございます。

　１ページ目の食育に関しましては、調理員と日々触れ合うことがで
きる点につきましては、単独調理場方式が優れているものの、授業や
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
いるということでございます。また、食育につきましては、学校・家
庭・地域が役割を分担し、連携し、推進することが必要であるなどの
意見をいただいております。

　続きまして、２ページ目から３ページ目をお願いいたします。運用
面、体制面につきましては、どの方式も大きな差はないということを
確認いたしました。

　３ページ目の下段に経費面の記述がございます。各方式の導入年度
の経費やランニングコストなどについて審議し、意見をいただいてお
ります。また、経費面につきましては、栗橋南小学校のことだけを考
えるのは難しいという意見もいただいております。

　続きまして、５ページ目をお願いしたいと思います。本格的に審議
に入った第２回から第４回までの審議の内容をまとめたものでござい
ます。
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　最初に１番目としまして、栗橋南小学校北校舎における学校給食の
運営方法につきましては、民間委託方式、共同調理場方式、単独調理
場方式のいずれの方式が適当であるか否かということを、食育や体
制、経費等さまざまな観点から比較検討した結果、各方式も優れた点
や課題があって一概には言えず、新市全体の学校給食の運営方法とも
絡んでくる問題であるいうご意見をいただいております。

　２番目としまして、このために栗橋南小学校だけの問題とせず、ま
ず久喜市全体の学校給食の基本方針を策定しまして、その上で栗橋南
小学校を含めた久喜市全体の運営方法を審議する必要があるというご
意見をいただいております。

　３番目としまして、久喜市全体の審議にあたりましては、これまで
４回にわたって審議してきた内容を踏まえるとともに、地域の実情や
課題を踏まえながら総合的に検討する必要があるという意見をいただ
いております。

　最後に４番目としまして、今回、栗橋南小学校の北校舎改築後の運
営方法について諮問したわけでございますが、このようなことがあり
ましたことから、決定するのが難しいということで、久喜市全体の運
営方法が決定するまでの間は、現在暫定的に実施している鷲宮第２学
校給食センターからの提供を延長して実施していくという意見がござ
いました。

　そうしまして、６ページになりますが、４回の審議でいただいた各
委員さんからの意見を基に第５回での答申に向けて案を作成いたしま
した。答申（案）の作成につきましては、審議会において会長・副会
長に一任されておりましたので、１１月８日に会長・副会長に事務局
が加わりまして作成をいたしました。作成した案が６ページの上段に
なります。そして、この案を第５回の審議会において各委員さんに提
示させていただきまして、いただいたご意見が６ページから７ページ
でございます。

　特に６ページになりますが、４名の委員さんから全面修正を求める
意見がございました。なお、資料には委員名がＡからＤとなっており
ますが、学校給食審議会の議事録では、発言者の実名が公開されてお
ります。

　これらの意見を踏まえながら第５回の審議会で答申（案）を協議い
たしましたところ、答申（案）の２段落目にあります「久喜市全体の
運営方法が決定するまでの間、現行どおり鷲宮第２学校給食センター
から提供することが妥当である」というところが、保護者に不安を残
させる表現であるとか、これについては妥当でないというような意見
がございました。

　このような意見を基に調整を行ったところ、この部分が削除とな
り、「審議にあたっては、地域の実情も考慮しながら検討していく必
要がある」という文が追加されました。また、久喜市全体の学校給食
の基本方針及び運営方法については早急に検討していただきたいとい
うことから、「早急に」という語句が追加され、議案書３ページの答
申となったものでございます。

‐17‐



発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

　このようなことから、お手元の議案書２ページにございますとお
り、北校舎改築後における運営方法は、答申を踏まえ引き続き暫定的
に鷲宮第２学校給食センターから提供するということの議決をお願い
したいものでございます。以上でございます。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　ありがとうございました。議案第６１号について、質疑をお受けい
たします。

髙木委員 　元々自校方式だったのですよね。今回の改築において設計に調理場
は入っていなかったのですか。

学務課長 　はい。今回の北校舎の改築では配膳室のみとなっております。

坪井委員 　今後、久喜市全体の学校給食の運営方法が決まって、仮に自校方式
となった場合は、その配膳室を調理場なり給食室に変えることは可能
ですか。

学務課長 　配膳室という目的となっていますので、自校方式となった場合は、
敷地内に新たに調理場を建設することとなります。

榎本委員 　ＰＴＡの連合会という表現と、ＰＴＡの代表というのはどう違うの
ですか。

学務課長 　今回の審議会には、ＰＴＡを代表して４地区より委員さんが選出さ
れております。特にＰＴＡ選出の委員さんからすると、ＰＴＡ連合会
として、学校給食は各地区の現状を維持するという総意があるという
ことがありましたので、資料にありますように、答申にそのことを加
えることができないかという意見が出たのではないかと思います。

榎本委員 　それはＰＴＡ連合会の総意なんですか。

学務課長 　そのようです。

教育副部長 　ＰＴＡ連合会の総会のときに、連合会としては学校給食は各地区の
現状のままでという総意ができているので、そのことを答申の中に入
れてほしいという意見がありました。ただ、その時に他の委員さんか
ら、そうすると他の団体の意見があったらそれはどうなるんですかと
いう意見がありましたので、最終的にはＰＴＡの意見を入れるのは好
ましくないということになりまして、答申には入らないことになりま
した。

鹿児島委員長 　今後の流れはどうなりますか。
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学務課長 　これまでの諮問では、教育委員会としては白紙の状態で諮問し、議
論をいただいていましたが、今後は久喜市全体の運営方法を協議する
こととなりますので、ある程度教育委員会の考え方を示しながら進め
ていきたいと考えております。

教育副部長 　前回の定例教育委員会におきましても、部長のほうから諮問につい
ては２月の定例議会が終わってからの年度内にしたいという話しがあ
りましたが、その諮問にあたっては、市としての方針を定めて協議を
して参りたいと考えています。そのためにも、教育委員さん方にも勉
強会という形で色々と検討などをしていただきたいと考えています。

鹿児島委員長 　大事なことですね。

吉田教育長 　はい。ここは慎重に行きたいと思います。

鹿児島委員長 　給食は教育委員会の懸案事項ですから、慎重に行きましょう。

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６１号　久喜市立栗橋南小
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」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ですが、事務局案といたしまし
て、第１案が１月２３日の水曜日、時間は午後１時３０分から、第２
案が１月１６日の水曜日、同じく午後１時３０分からを考えておりま
す。よろしくお願いいたします。
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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案で都合の悪い委員
さんはいらっしゃいますか。

鹿児島委員長 　髙木先生は大丈夫ですか。

髙木委員 　はい。

鹿児島委員長 　榎本委員さんと坪井委員さんは大丈夫ですか。

榎本委員 　大丈夫です。

坪井委員 　はい。

鹿児島委員長 　それでは、第１案でお願いします。

教育総務課長 　わかりました。次回の定例委員会は、１月２３日、水曜日。時間は
午後１時３０分から、場所は久喜市役所第４会議室とさせていただき
ます。詳細につきましては、改めてご案内をさせていただきます。

吉田教育長 　この日程であれば、次の議会に向けた補正予算や新年度の当初予算
の内容についての意見聴取をお願いすることになるかと思います。

鹿児島委員長 　そうですか。もうそういう時期なんですね。

【閉議、閉会】

鹿児島委員長 　それでは、これをもちまして平成２４年久喜市教育委員会第１４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　髙木　　学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　森田　洋輔

平成２５年　１月２５日
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