
会 議 の 名 称 平成２５年第２回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２５年２月１９日（火曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後２時３８分まで

開 催 場 所 公文書館　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 吉田教育長及び各担当課長

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、齋藤参事兼生
涯学習課長、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、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　久喜市立小学校安全監視員の委嘱について

　　　イ　久喜市教育振興基本計画の策定状況について

（４）議事

議案第７号　平成２５年度久喜市教育行政基本方針及び重点施策
　　　　　　（案）について

議案第８号　久喜市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則
　　　　　　について

議案第９号　久喜市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する
　　　　　　訓令について

議案第１０号　久喜市任期付市費負担教職員服務規程について

議案第１１号　久喜市立小・中学校教室の開放に関する実施要綱
　　　　　　　の一部を改正する告示について

議案第１２号　平成２４年度久喜市一般会計補正予算（第６号）
　　　　　　　（案）に係る意見聴取について

議案第１３号　平成２５年度久喜市一般会計補正予算（第１号）
　　　　　　　（案）に係る意見聴取について

（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（人事案件及び審議・検討等情報のため）

傍 聴 人 数 ０人

様式第２号（第４条関係）

会　　　　議　　　　録

会 議 次 第
及 び 結 果
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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。大変寒い日が続いておりますけれども、お忙
しいところご出席いただきまして、ありがとうございます。それで
は、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２５年久喜市教育委員会第２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 　本日の会議日程につきましては、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。

【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。よろしくお願いします。

【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２５年１月２３日に
開催いたしました、第１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、前回の会議録については、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。

【会議の非公開】

鹿児島委員長 　教育長報告アにつきましては、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、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、「ア　久喜市立小学校安全監視員の委嘱について」、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。

（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、「イ　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 　こちらにつきましては、策定委員会にて何回も議論を重ねていただ
いてきたところでございますが、現在の状況につきましての報告でご
ざいます。内容につきましては、担当課長からご説明申し上げます。

教育総務課長 　それでは、久喜市教育振興基本計画の策定状況につきましてご報告
させていただきます。先日、事前に配布させていただきました、久喜
市教育振興基本計画（案）につきましては、１月１５日開催の第６回
策定委員会におきまして委員から出されました意見を踏まえ、事務局
で再度検討を行い、修正を加えたパブリック・コメント用の計画案で
ございます。

　現在、この計画案によるパブリック・コメントを実施し、広く市民
の意見を伺っているところでございます。お気付きの点がございまし
たら、教育委員の皆様からも、このパブリック・コメント中に、ご意
見、ご指導をいただけたらと考えております。よろしくお願いいたし
ます。

　なお、パブリック・コメントは３月３日までの実施となりますが、
その後、３月下旬の策定委員会で計画案の最終的なご審議をいただ
き、４月には答申をいただく予定でございます。そして、４月の定例
教育委員会に議案として計画案を上程させていただきたいと考えてお
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）

　今後も、本計画の策定状況につきましては、適宜ご報告をさせてい
ただきますので、ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。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
受けしたいと思います。

鹿児島委員長 　このパブリック・コメントというのは、前回も話しがあったと思い
ますが、公共施設とかに置いて募集するものですよね。

教育総務課長 　はい。あとは市のホームページです。今のところ、メールやＦＡ
Ｘ、郵送での意見はありません。ただ、同時に庁内でも意見募集を
行っているのですが、そちらのほうはいくつか意見が出ている状況で
す。

吉田教育長 　市で策定した総合振興計画の中に教育の分野がありまして、その柱
立てとこちらの計画は、整合性を図っていますし、こちらの計画は、
より細かくという考えで作っています。連携して作っていますので、
当然として庁内から意見が出てくると思いますし、市民からも意見が
出ると思います。

　また、策定にあたっては、事前に関係の団体からも意見を聞いてお
りますので、全部とはいかないまでも、その意見は計画案に反映され
ています。そのようなことを踏まえまして、計画案が出来上がってい
る状況があります。

鹿児島委員長 　これは議会に対して説明するんですか。

教育総務課長 　はい。６月の定例議会に上程していきたいと考えております。

吉田教育長 　議決案件なんです。

鹿児島委員長 　議決案件なんですか。

吉田教育長 　議決案件になってしまったんです。ちなみに、県の教育振興基本計
画も県議会の議決案件となっています。

鹿児島委員長 　議会では委員会で審議するんですか。

吉田教育長 　委員会で審議することになると思います。教育環境常任委員会で
す。

坪井委員 　来年度から市費を投じて配置される江面第二小学校の教職員に関し
て、教育振興基本計画には特に記載がないようですが、そのあたりは
どうなんでしょうか。
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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 　市費負担教職員の関係につきましては、基本計画の現状と課題のと
ころで、児童生徒数が減尐しているということで触れさせていただい
ておりますが、特に具体的な施策としては表記しておりません。

坪井委員 　市費まで投じて行う事業ですから、どこかに記載したほうがいいの
ではないかと思いますね。

参事兼指導課長 　基本計画につきましては、向こう１０年間を見据えた計画となって
おります。一方、複式学級解消というのは、その年度その年度の施策
となっておりまして、継続的な施策ではございません。そのため、基
本計画のほうで大きく取り上げることはしていないところでございま
す。

鹿児島委員長 　１０年先を見据えた計画に載せるかというと確かにそうかもしれな
いですけど、ただ、何百万も投じて行う事業ですし、尐なくとも何年
かは続く事業ですから、この後審議する単年度の重点施策に載せると
か、何らかの形を考えたほうがいいかもしれませんね。坪井委員さん
の指摘はもっともです。検討をお願いします。

参事兼指導課長 　わかりました。

榎本委員 　２９ページの２の（２）の児童生徒一人ひとりに応じたきめ細かい
指導というところです。公立の小中学校での指導においては、きめ細
かい指導を考えているようですが、最近は私立中学校に進学する児童
も多くなってきている状況がある中で、そのような子に対する指導と
いうのは、公立小学校の中ではどのようになっていますか。

参事兼指導課長 　各学校において行っております。例えば、小学校６年生が私立中学
校への進学するにあたりましては、相談があれば対応しております。

榎本委員 　何人くらい私立中学校に進学するかというのは把握していますか。

参事兼指導課長 　私立中学校の入試がほぼ終わっておりますので、概数については各
学校で把握しているのではないかと思います。

鹿児島委員長 　最近は私学への進学も増えていますからね。進学者数がわかりまし
たら情報提供をお願いいたします。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございませんか。

（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。それで
は、何かありましたら、教育総務課までお願いしたいと思います。

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】
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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４、議事に入ります。

鹿児島委員長 　はじめに、「議案第７号　平成２５年度久喜市教育行政基本方針及
び重点施策（案）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、この件につきましては、いよいよ新年度４月からの実施
ということでございまして、議決をお願いしたいと思います。内容の
説明については、担当課長から申し上げます。

教育総務課長 　平成２５年度の久喜市教育行政基本方針及び重点施策（案）につき
まして、ご説明させていただきます。まず、１月の定例教育委員会の
中で協議事項として、教育行政基本方針及び重点施策（素案）全体の
概略を説明させていただいておりますので、前回の協議事項の素案か
ら修正した部分につきまして申し上げます。

　まず、１ページでございます。１ページの教育行政基本方針（案）
をご覧ください。ここでは、現在、全国的に問題となっているいじめ
や体罰に関しましての記述がなく、今後の対応を図る上でも明確に記
載したほうがよいという意見が委員さんから前回ございましたので、
上から１７行目、学校教育の後半の部分になりますが、「さらに、全
国規模で問題となっているいじめや体罰に対しましては、いじめ撲滅
に向けた各種の取り組みを推進するとともに、教職員へ体罰禁止をは
じめとした服務規律の徹底を図ることで、それぞれ未然防止に努めて
まいります。」という文言を追加したものでございます。

　それから、５ページからの教育行政重点施策（案）でございます
が、１点具体的施策を追加させていただきました。１５ページをご覧
ください。（３）安全の確保の中の具体的施策の「エ　小・中学校等
放射線量測定の実施」でございます。これを加えまして、事務事業・
内容につきましても、①、②を追加したものでございます。

　この他につきましては、何箇所かの文言整理をさせていただきまし
たが、内容についての変更はございません。以上、前回の素案から変
更になった部分につきまして説明させていただきました。よろしくお
願いいたします。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　ありがとうございます。議案第７号について、質疑をお受けいたし
ます。

吉田教育長 　先ほど坪井委員さんから指摘のございました、江面第二小学校の市
費負担教職員の関係でございますが、こちらの重点施策にも記載があ
りませんので、しかるべきところに記載させていただきます。
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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 　気付いた点を尐し話したいと思います。まず、１ページですが、前
回、髙木先生が指摘した、いじめや体罰のことを盛り込むという点が
反映したことについては、これはいいと思います。ただ、その上に
「総合的な人間力」という文言が出てきてますが、この言葉は非常に
重要な言葉ですけど、文章の構成においていきなり出てくるような感
じがします。この言葉は、県でも国でも言っていることなんだと思う
んですけど、尐し唐突のような感じがします。「総合的な人間力」が
何かをまず説明しないといけないような気がします。

　それから、２ページのところです。２番の『「総合的な人間力」を
育成する学校教育の充実』で総合的な人間力を説明していますが、こ
の部分をわかりやすくできないですかね。難しい単語が並んでるだけ
のような気がします。指導主事の先生はわかるかもしれませんが、一
般の方にも見てもらうものですから、もう尐しわかりやすくしていた
だきたいです。

　それから、６ページの（４）の保護者への支援体制の充実のところ
に「イ　教育時間外の保護者支援」とありますが、この教育時間外と
いうのは、どういう意味ですか。ここでは、預かり保育事業に係る研
究を行うことになっていますが、教育時間外というのが保育外のこと
なのか、それとも園外活動のことなのかはっきりしません。

　それと、全体的に「市教委所管」という表現がありますが、この表
現を記載する必要があるか検討していただきたいと思います。教育委
員会の重点施策なんですから、市教委所管であることは当たり前のこ
とで、なくてもいいような気がします。

　また、全体的に「通して」という文言と「通じて」という文言が使
い分けされているようですが、どちらかに統一する、しないを含め
て、表現の検討をお願いします。「通した」と「通じた」という使い
分けもありました。

　一般に公表するものですから、わかりやすい表現にしていただきた
いと思います。内容については問題ないと思います。

吉田教育長 　それでは、細かい表現につきましては、内容が変わらない範囲で再
度見直しをするということで議決をお願いしたいと思います。

鹿児島委員長 　わかりました。最後に１点質問ですが、１９ページの一番上です。
子ども読書活動推進計画の推進ということで、子どもの年齢や発達段
階に応じた図書資料の整備や自主事業の実施とありますが、ここにあ
る自主事業というのは、具体的にどんなことを実施するのですか。

中央図書館長 　未就学児や幼児、低学年など、それぞれの層を対象としたおはなし
会を開催しています。この他、学校に出向いたりもしています。

鹿児島委員長 　自主事業一覧が掲載されているようなものはありますか。

中央図書館長 　毎年度の「久喜市の教育」には掲載するようにしています。
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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）

坪井委員 　総合振興計画などとの整合と連携を基に、平成２５年度の重点施策
が決定されるわけですが、ここに書かれた事務事業・内容の中には優
先順位のようなものがあるのですか。それとも書かれた事務事業・内
容はすべて均一に推進していくという考え方なのでしょうか。

教育総務課長 　平成２５年度の教育行政基本方針と重点施策につきましては、単年
度の計画でございますので、平成２５年度に実施する事務事業が掲載
されております。すべて実施するという考え方でございます。例え
ば、平成２６年度から実施するようなものなど、平成２５年度には実
施しないものにつきましては、重点施策には盛り込まれておりませ
ん。

坪井委員 　事務事業の中には、単年度で終了するものと、継続して行うものが
あると思うんですけど、書かれた事業を一律に行っていくということ
なんですね。

教育総務課長 　計画としては、一律で進めていくということです。委員さんがおっ
しゃるように、中には継続事業がかなりございますが、これらにつき
ましては平成２５年度にも取り組んでいくということで掲載してござ
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）

鹿児島委員長 　異議なしと認めます。よって、「議案第７号　平成２５年度久喜市
教育行政基本方針及び重点施策（案）について」は、全員の賛成を頂
きましたので、修正案にて可決いたしました。

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第８号　久喜市立小・中学校管理規則の一部を
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、本管理規則の一部の改正でございます。内容につきまし
ては、担当課長が説明を申し上げます。

参事兼指導課長 　指導課よりご説明させていただきます。議案書３ページと議案参考
資料１ページが資料でございます。
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　久喜市立小中学校の学校管理に係わる規則につきまして、一部変更
するものでございます。具体的に申し上げますと、埼玉県教育委員会
規則の改正がありまして、学校職員が連続して病気休暇を取得する場
合の校長が教育委員会の指示を受けなくてはならない日数が、これま
で１０日以上となっていたものが８日以上に改められました。

　このため、県の規則に合わせるような形で市の規則も改めるもので
ございます。条項で申し上げますと、第３３条第１項のただし書きの
「１０日以上」を「８日以上」に改め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８号について、質疑をお受けいたします。

鹿児島委員長 　これは、１０日が８日に短くなったということですよね。

参事兼指導課長 　はい。

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８号　久喜市立小・中学校
管理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９号　久喜市立小・中学校職員服務規程の一
部を改正する訓令について」、これを上程し、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 　こちらにつきましては、国と連動するものでございますが、服務規
程の一部を改正するものでございます。内容につきましては、担当課
長が説明申し上げます。

参事兼指導課長 　続きまして、指導課よりご説明させていただきます。小中学校の教
職員の服務規程につきまして、変更するものでございます。これにつ
きましては、大学院に修学するための休業に関する規定の変更でござ
います。
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　こちらには、大学院修学休業の対象者が規定されておりましたが、
教育公務員特例法の改正により、その範囲が新しい職名等に合わせる
ような形で拡大されました。そのことに伴いまして、市の服務規程に
おきましても同様に、大学院修学休業の対象者に指導教諭と栄養教諭
を加えるものでございます。

　なお、加える位置につきましては、国の法律と合わせておりまし
て、議案参考資料の２ページにありますように、主幹教諭の次に指導
教諭、養護教諭の次に栄養教諭としております。以上です。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第９号について、質疑をお受けいたします。

鹿児島委員長 　久喜市で大学院修学休業をしている先生は何人くらいいますか。

参事兼指導課長 　おりません。

吉田教育長 　以前にはいました。

榎本委員 　休業している間の給与はどうなりますか。

鹿児島委員長 　給与は出ません。身分が保障されて、大学院に行く制度です。

榎本委員 　そうすると、修了したら戻ってこられるということですか。

吉田教育長 　戻ってこられます。

鹿児島委員長 　以前は退職して、大学院に行くことしかできなかったのですが、こ
れは身分だけは保障してあげようという制度なんです。

榎本委員 　戻ってくるときには、前と同じ役職になるのですか。

参事兼指導課長 　はい。

榎本委員 　大学院を出たからということで、何か手当が出るとかはありません
か。

参事兼指導課長 　特にありません。

吉田教育長 　給与への反映はないんです。

鹿児島委員長 　処遇されないんです。

吉田教育長 　ただ、研究を積んで修士号を取得して戻ってくるわけですから、今
後は大いに活躍していただくという期待はあります。また、中には大
学に呼ばれてそのまま指導者になるというケースもあります。
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鹿児島委員長 　確か以前にそういったケースが、鷲宮でありましたね。

参事兼指導課長 　ありました。鷲宮東中の先生です。ソーシャルスキルの関係だった
と思います。

榎本委員 　すばらしいシステムですね。

吉田教育長 　それだけ教員は勉強しろよ、ということです。

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９号　久喜市立小・中学校
職員服務規程の一部を改正する訓令について」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１０号　久喜市任期付市費負担教職員服務規
程について」、これを上程し、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 　これまでも、市費負担教職員の関係につきましては、規則等の議決
をいただいてきたところでございますが、このたびは服務規程につい
て制定をしたいということで、議決をお願いしたいと思います。担当
課長より説明を申し上げます。

参事兼指導課長 　それでは、服務規程につきましてご説明させていただきます。来年
度より採用いたします、久喜市任期付市費負担教職員でございます
が、市の職員ではありますが、県費負担教職員と同等の服務を求める
ため、その服務について特別な措置を規定するものでございます。

　議案書７ページから９ページに、その服務規程についてお示しさせ
ていただきました。概略をご説明させていただきます。

　まず１点目でございます。市の職員が身に付けております職員証、
記章を着用しないで、学校で定める名札等の着用を認めることを、第
２条で規定しております。

　２点目でございます。出勤簿と年休簿につきましては、学校の様式
を使用することを、第３条で規定しております。
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　３点目でございます。勤務時間の割振りは校長が行うこととする
を、第４条で規定しております。

　４点目でございます。学校の職務命令に従うことを、第５条で規定
しております。

　５点目でございます。出張に際には、県費負担教職員と同様に、自
家用自動車の使用を認めることを、第６条で規定しております。

　６点目でございます。国の法律の規定に従いまして、職員の服務の
うち校長に委任する内容を、第７条で規定しております。

　そして最後に、この服務規程で規定されていない部分につきまして
は、市の職員の服務規程に従うことを示したところでございます。以
上です。

吉田教育長 　市の職員ではあるけれども、学校にいる他の県費負担教職員と同じ
ような仕事を同じようにやっていただくという考え方での服務規程と
なっています。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　ありがとうございました。議案第１０号について、質疑をお受けい
たします。

鹿児島委員長 　年次有給休暇の取り扱いも他の先生と同じですか。

参事兼指導課長 　同じです。

吉田教育長 　まったく同じです。

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１０号　久喜市任期付市費
負担教職員服務規程について」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１１号　久喜市立小・中学校教室の開放に関
する実施要綱の一部を改正する告示について」、これを上程し、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 　小・中学校教室の開放に関しての一部改正でございます。内容につ
きましては、担当課長が説明を申し上げます。

参事兼生涯学習課長 　生涯学習課でございます。議案書の１０ページ、それから議案参考
資料の３ページをお開きいただきたいと思います。本日、議案として
お願いいたしますのは、久喜市立小・中学校教室の開放に関する実施
要綱の一部を改正するものでございます。

　現在、久喜市立小・中学校教室の開放に関しましては、上内小学校
の「ふれあいの部屋」、桜田小学校の「なかよしルーム」と「げんき
ルーム」を実施しておりますが、来年度、桜田小学校の児童数が約５
０名増加し、学級数が３学級増加するとのことでございまして、なか
よしルームを一般の教室として利用したい旨、桜田小学校のほうから
話しがあったものでございます。

　桜田小学校で開放している教室の利用団体につきましては、２団体
ございますが、実際の利用にあたりまして、２教室が１教室になるこ
との確認をしましたところ、利用時間も重なっていないことから、１
教室になっても差し支えない旨の了解をいただいているところでござ
います。以上が概要でございます。

　なお、こちらにつきましては、平成２５年４月１日から施行するも
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１１号について、質疑をお受けいたします。

吉田教育長 　どのような使われ方をしているか、尐し説明してもらえますか。

参事兼生涯学習課長 　桜田小学校につきましては、１団体がヨガサークルです。もう１団
体が健康体操ということで、ストレッチやダンスなどを行っている団
体です。

鹿児島委員長 　どちらも体を動かす団体なんですね。

参事兼生涯学習課長 　はい。それから、上内小学校につきましては、社会福祉協議会がふ
れあい食事サービス事業の活動拠点施設として使用しています。

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 　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。
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（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１１号　久喜市立小・中学
校教室の開放に関する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。

【会議の非公開】

鹿児島委員長 　議案第１２号及び議案第１３号につきましては、久喜市審議会等の
会議の公開に関する条例第５条第４号の審議・検討等情報に該当する
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。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１２号　平成２４年度久喜市一般会計補正予算
（第６号）（案）に係る意見聴取について」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１３号　平成２５年度久喜市一般会計補正予
算（第１号）（案）に係る意見聴取について」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。

【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 　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けれ
ども、事務局より提案があればお願いします。
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教育総務課長 　３月の定例委員会でございますが、事務局といたしましては、３月
２１日、木曜日の午後を考えておりますが、ご都合はいかがでしょう
か。

鹿児島委員長 　３月２１日ですか。時間は何時からですか。

教育総務課長 　午後２時からを考えております。

鹿児島委員長 　それでは、委員の先生方のご都合を確認いたしますが、髙木先生は
いかがですか。

髙木委員 　大丈夫です。

鹿児島委員長 　榎本委員さんはどうですか。

榎本委員 　大丈夫です。

鹿児島委員長 　坪井委員さんはどうですか。

坪井委員 　大丈夫です。

吉田教育長 　委員長はこの日で大丈夫ですか。

鹿児島委員長 　大丈夫です。３月２１日でお願いします。

教育総務課長 　それでは、次回の定例委員会は３月２１日、木曜日。時間は午後２
時からでお願いいたします。詳細は後日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２５年久喜市教育委員会第２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２５年　３月２１日
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