
会 議 の 名 称 平成２５年第３回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２５年３月２１日（木曜日）

開始・終了時刻 午後２時１５分から午後４時２３分まで

開 催 場 所 久喜市役所　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　久喜市教育委員会表彰について

　　　イ　久喜市障がい児就学支援委員会の答申等について

　　　ウ　平成２５年度市内小・中学校管理職の人事について

　　　エ　平成２４年度教職員人事評価結果について

　　　オ　市内中学校卒業生の進路状況について

　　　カ　久喜市教育振興基本計画の策定状況について

　　　キ　平成２５年２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１４号　久喜市立幼稚園園長の職務及び勤務条件等に関する規
　　　　　　　則について
議案第１５号　久喜市学校給食審議会への諮問について

議案第１６号　久喜市教育委員会表彰について

議案第１７号　久喜市教育委員会所管の委員等の委嘱又は任命につい
　　　　　　　て
議案第１８号　教育委員会人事について

（５）その他

　　　次回定例委員会について

配 付 資 料 議案書、追加議案書、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１号（第５条関係）

会　　　議　　　概　　　要

会 議 次 第
及 び 結 果

‐1‐



発言者 会議のてん末・概要　

【開会の宣言】

鹿児島委員長 　それでは、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２５年久喜市教育委員会第３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、当初、７件の教育長報告と４件の
議案、これを予定しておりましたが、１件の追加議案がありますの
で、本日の日程にこれを追加し、議題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。それでは、「議案第１８号　教育委員会事務
局人事について」を追加議案として本日の日程に追加し、併せてご審
議いただきたいと存じます。

【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２５年２月１９日に
開催いたしました、第２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５条関係）

審　議　会　等　会　議　録
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

（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、イ、ウにつきましては、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、はじめに「ア　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 　続きまして、「イ　久喜市障がい児就学支援委員会の答申等につい
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 　続きまして、「ウ　平成２５年度市内小・中学校管理職の人事につ
いて」、これにつきまし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、「エ　平成２４年度教職員人事評価結果について」に
つきまして、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５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

吉田教育長 　この評価につきましては、毎年度人事評価ということで、校長、教
頭、それから一般の教職員も含めまして、年度当初に自己申告シート
というのを提出してもらいます。そのシートに基づいて、各学校で校
長が教員への面接指導を行います。なお、校長につきましては、私ど
も教育長を中心として面接指導をいたします。そして、１０月に中間
の報告を受けまして、今回、最終の報告を受けました。その報告の内
容について、そして１年間を通してこちらが見てきた結果として、人
事評価をしたところでございます。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 　それでは、別刷りの資料でございます、表とグラフが表示されまし
た、「平成２４年度教職員人事評価結果について」をご覧いただけれ
ばと思います。

　評価の対象となりますのは、本採用の教職員となります。従いまし
て、全体で６２４人が評価の対象となります。そして、評価はＡから
Ｄまでの４段階評価でございます。その最終的な評価の割合でござい
ますが、表に示されましたとおり、全体の４分の１がＡ評価、４分の
３がＢ評価、そして、ごく尐数でございますが、Ｃ評価が０．６パー
セントという結果となっております。なお、Ｄ評価はゼロでございま
す。

　ＡからＤの評価の基準でございますが、通常必要な水準を大幅に上
回っている場合がＡ評価でございます。Ｂ評価は概ね期待どおりの成
果を挙げている場合でございます。Ｃ評価につきましては、努力が必
要である場合でございます。そして、Ｄ評価につきましては、業務上
において支障をきたしていると判断した場合でございます。なお、Ｄ
評価となった場合、県で昇給停止等の措置がなされることとなりま
す。本市の状況は以上でございます。

鹿児島委員長 　ありがとうございました。こ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 　この結果分布を見ますと、教頭と養護教諭が他の職種に比べて相対
的に良くないですね。Ａ評価が尐なく、Ｂ評価が多くなっているよう
ですが、この要因はどういったところにありますか。あと、Ｃ評価の
教諭が３名いますが、これはどういったことでこの評価になったので
すか。説明できる範囲でお願いします。

参事兼指導課長 　教頭と養護教諭において、Ａ評価が尐なくＢ評価が多くなった理由
でございますが、評価は５領域に分けて行います。そしてＡ評価とな
るためには、複数の領域でＡ評価がなければなりませんが、教頭と養
護教諭におきましては、特段の目立った業績または目標達成がなされ
たというＡ評価の領域が、あっても１つに留まっている方が多かった
ために、Ｂ評価が多くなっているということがございます。

鹿児島委員長 　単純な疑問なんですけど、教頭と養護教諭の自己評価が一般の教員
と比べて厳しすぎてこうなっているということはありませんか。
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

参事兼指導課長 　そのようなことはありません。現在の人事評価につきましては、本
人の自己評価はあくまでも参考であり、第一次評価者、第二次評価者
のほうで業務の遂行状況を見て総合的に評価しております。

鹿児島委員長 　そうゆうことであれば、もっと教頭を育てる必要がありますね。

参事兼指導課長 　はい。それはあります。

鹿児島委員長 　教頭は一生懸命やっていると思っていたんですけど、こういった結
果が校長の妥当な評価だとすれば、今後、教頭の職務能力を高めてい
く必要がありますね。

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 　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、「オ　市内中学校卒業生の進路状況について」につき
まして、報告をお願いします。

吉田教育長 　それでは、過日、県公立高校の合格発表がありまして、その後、中
学校から報告を受けたその内容をおおまかにまとめたものでございま
す。資料の３ページに基づきまして、指導課長が説明を申し上げま
す。

参事兼指導課長 　それでは、指導課より説明をさせていただきます。資料３ページ、
「平成２４年度卒業生の進路状況について」をご覧いただきたいと思
います。

　今年度の中学校卒業生につきましては、全体で１，３１３人になり
ます。このうち、通信制高校や特別支援学校を含めました高等学校へ
の進学予定者は１，２８８人、専修学校が５人、就職希望が４人でご
ざいます。

　また、３月１１日現在におきまして、未定者が１６人おりまして、
そのうち、８人が高等学校等への進学を希望しており、８人が進路未
定となっております。高等学校等への進学希望者につきましては、欠
員募集ないしは私学を選択することで進路を決定していく予定でござ
います。進路未定者８人につきましては、私立高校への進学予定が１
人、家事手伝いが２人、専門学校への進学を考えているのが１人、通
信制の技能連携学校への進学予定が１人、それと進学・就職共に未定
の者が３人という状況でございます。以上です。

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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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

榎本委員 　進路未定者の傾向はどうですか。

吉田教育長 　大半が不登校でした。

榎本委員 　進路状況で就職希望が４名となっていますが、就職先は決定してい
るのですか。

参事兼指導課長 　はい。この４名については内定を得ております。

鹿児島委員長 　国立への進学が９人とありますが、これはどこの高校ですか。

参事兼指導課長 　小山高専です。

鹿児島委員長 　既に卒業してしまったわけですけど、未定者の１６人の追跡をきっ
ちり行っていただきたいと思います。

参事兼指導課長 　はい。追跡、後指導が必要になるかと思いますので、各学校の方で
あたっていただいております。

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）

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、「カ　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 　内容については、担当課長が説明を申し上げます。

教育総務課長 　それでは、久喜市教育振興基本計画（案）の策定状況につきまし
て、ご報告させていただきます。

　別冊の資料をご覧いただきたいと思います。過日、２月２日から３
月３日までの１ヶ月間、市内の公共施設や市のホームページに計画案
を公表いたしまして、パブリック・コメントを実施したところでござ
います。

　まず、その結果につきまして、ご報告をさせていただきます。資料
の１をご覧ください。資料１は、パブリック・コメントにより、いた
だいた意見及びその意見に対する市の対応等について記載をしており
ます。ご覧のとおり意見につきましては、１７人から１８件の意見を
いただいたところでございます。

　内容別では、学校給食関係が１６件、体罰関係が１件、それから学
校施設設備関係が１件となっております。
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

　それから、意見に対する市の考えでございますが、学校給食関係で
は、学校給食は自校方式が良いという主旨の意見がほとんどでござい
ます。これに対しましては、学校給食の運営方針につきましては、ま
ず、学校給食基本方針を定めた後に、学校給食審議会の意見を踏ま
え、検討し決定していくため、現時点では検討段階にあることから、
本計画に給食の運営方針をどのようにするかの記述はできないとする
ものでございます。

　また、意見番号１４の「合併後に食育が後退しているのではない
か」という意見に対しましては、子どもたちの教育環境をできるだけ
同じ水準にするという観点から、給食費や給食回数などについて共通
を図ったもので、このことにより食育が後退したという認識はないと
するものでございます。

　それから次に意見番号１７、こちらは体罰についての意見でござい
ますけれども、こちらにつきましては、既に体罰の防止についての教
職員への研修の実施や、体罰の根絶を含んだ服務研修を実施してお
り、本計画案では、教職員の資質の向上の主な取組の中で実施するも
のであるとするものでございます。

　それから次に、意見番号１８の地域の防災拠点としての学校施設の
整備については、久喜市地域防災計画に基づき実施していくものであ
り、本計画案の学校施設・設備の整備・充実の主な取組の中で、関係
部署との連携により、防災機能の強化に努めていくと記載しておりま
す。

　このようなことから、いただきましたご意見につきましては、今後
の検討の際の参考をさせていただきますが、すべて原案どおりとする
ものでございます。

　続きまして資料２をご覧ください。こちらは、パブリック・コメン
トに併せまして、庁内で再度見直したところ、訂正等をしたほうが良
い箇所がございましたので、それらについて一覧にまとめたものでご
ざいます。内容につきましては、文言や文章の整備がほとんどでござ
いまして、一部必要に応じた追記をするものでございます。

　次に資料３の計画案につきましては、ただ今申し上げました資料２
に基づきました修正後の計画案でございます。これらにつきまして
は、３月２８日開催の第７回策定委員会においてご審議をいただきま
して、４月中旪に策定委員会からの答申、４月下旪の教育委員会に計
画案を上程させていただきたいと考えております。以上、報告とさせ
ていただきます。

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 　議会への上程はいつですか。

教育総務課長 　６月議会を予定しています。
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

吉田教育長 　今回のパブリック・コメントは、学校給食、特に栗橋地区の自校方
式をぜひ続けてほしいという旨の意見を多くいただいたというのが特
徴ではないかなと思います。

鹿児島委員長 　パブリック・コメントですから、教育に関心の強い方が意見を寄せ
るというのは自然な流れでしょうね。

鹿児島委員長 　意見番号の１８番です。学校の避難所としての役割は増大してい
る、しかし、いざという時、現在の施設ではその役割を果たせるの
か、とのことですが、どのような部分を言っているのですかね。具体
的にどの部分を充実するとか何かあるんですか。

教育総務課長 　学校施設は避難所としての役割を有しておりますので、防災拠点と
しての施設や設備の整備をお願いしますということで、いざという時
にそういった設備が必要ではないですかという考えだと思います。
ただ、そういったことは計画の中に既に織り込んでおります。

鹿児島委員長 　それと、意見番号の１７番ですが、いじめについては記述があるが
体罰については記述がないようだとありますが、これはどういった主
旨ですか。

教育総務課長 　いじめにつきましては、計画案に文言として記述しておりますが、
体罰につきましては、文言として記述がないということだと思いま
す。

鹿児島委員長 　体罰はマスコミなんかで報道されて問題になってますから、一般の
方の関心も高いんですね。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございませんか。坪井委員さん、何か意見はござい
ますか。

坪井委員 　こう見ると、栗橋地区の給食の関係が多いですから、給食の関係は
しっかりやっていかなければならないと思っています。

鹿児島委員長 　そうですね。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、「キ　平成２５年２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。
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吉田教育長 　それでは、時間的な制約がありますので、私と部長のほうで掻い摘
んでのご報告になるかと思います。それでは、４ページをお開きくだ
さい。盛永議員さんの質問でございますが、こちらについては部長か
らお願いします。

教育部長 　はい。菖蒲地区の特定の場所の通学路の整備がなかなか進まないと
いうことで、継続的に質問が出ているところです。特に栢間小学校区
の２箇所ということです。これにつきましては、建設部と調整をしな
がらできるところから順次ということでございますが、県道の関係が
ありますので、建設部を通じて杉戸県土整備事務所にお願いをしたり
しながら進めているところだということで、現実的には具体的な改善
が図られてはいないのですが、今回は歩道部の用地買収の動きがある
ようなことも聞いておりますので、いくらかは前進するのかなという
感じを持っております。

吉田教育長 　その次は岸議員です。いわゆる体罰についてのご質問です。学校教
育関係と社会教育関係の２つの面からどうなのかという質問でして、
学校教育については、これまで体罰としての報告はない状況ですが、
過度な行き過ぎた指導があったということを述べております。また、
適切の対応しているということも述べております。それから、社会教
育については、特に社会体育、スポーツ尐年団の指導者がそういった
ことをしてはならないんだという主旨でして、そのようなことは私ど
もも聞いておりませんし、こういうことはあってはならないことです
から、教育委員会としても関係団体と連携を図りながら、指導者に対
しては暴力行為や体罰が起きないよう助言をしていきたいと答弁して
おります。

　次に田村議員さんから学期制についての質問です。非常に細かい質
問をいただきまして、メリット・デメリットばかりを評価している
が、学期制自体の評価はどうなのかというものでございます。こちら
につきましては、これまで何回も答弁してきた内容で、お手元の資料
に書かれたとおりの答弁をしております。いずれにしましても、３月
の間に学期制検討委員会で方向性を出していただきまして、４月以降
で事業であるとか具体的なことを協議していただきまして、その結
果、意見書を出していただきまして、そして、来年度の早い時期に教
育委員会での議決をいただきまして、その次の年、平成２６年度から
新しい体制でスタートしたいと思っております。

教育部長 　その次の放射線の影響についてでございます。福島第一原発からの
放射線については心配をされていて、継続的に質問をいただいており
ます。今回は特に通学路の測定を行ったことについて、その測定をし
た中でも数値が高いところについては除染をしたり、通学路を迂回す
べきではないかという質問でした。
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　これにつきましては、久喜市放射性物質の除染等の対応方針という
のがございまして、ここでは１マイクロシーベルトという数値を超え
た場合、除染の対応となるということとされております。今回の通学
路での測定結果では、高いところでも０．２４８と基準の４分の１以
下ということでしたので、答弁としては除染をする予定はない、ま
た、迂回についても教育委員会から指示することは考えていないとい
うことを答弁しております。

　なお、通学路の測定はホットスポットということで、地上高１セン
チメートルで測定しております。５０センチとか１メートルでも測定
すべきではないかという指摘もありましたが、これについても市の基
準に沿って１センチのみの測定で実施し、それ以外については特にや
る予定はないことを答弁しております。

　それから、今回学校から要望がありました８９箇所について測定し
ましたが、それ以外についてもやる必要があるのではないかという指
摘がありましたが、これにつきましては、今後についても測定する予
定があるので、新たに測定してほしいところがあれば申し出ていただ
きたいということを教育委員会から各学校に周知し、対応しておりま
すと答弁しております。

　次に斎藤議員から、アレルギーを持つ児童に対する対応についてと
いうことです。これについては、アレルギーを持つ児童生徒はどのく
らいいるかということと、代替食とか除去食についてはどうかという
こと、それからエピペンの使用についてはどうなのかという質問でご
ざいました。

　１点目の幼稚園児から児童生徒数につきましては、実態を申し上げ
ております。それから、除去食はやっていないということと、代替食
は主食とデザートのみ、パンとデザートのみを実施している旨を答弁
しております。それから、各学校に対しては、国が配布した「学校の
アレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」これを基に取り組ん
でいただいておりますことと、エピペンについてもその内容に記載さ
れていることから、各学校で取り組んでいただいておりますというよ
うな話しをさせていただいております。

　併せて、今回は髙木先生にお世話になったのですが、３月６日には
関係者を集め、改めて講習会を開く予定でおりますとお答えしており
ます。以上です。

吉田教育長 　続いて、特別支援学級担任の専門性の向上方策についてという質問
でございます。

　こちらにつきましては、非常に重要なことなので、色々な機会を与
えた研修会をたくさんやっておりますことと、その中で専門性の向上
を図っていきたいという答弁でございます。
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教育部長 　続きまして春山議員さんです。１点目は公共施設、特に公民館に防
犯カメラを設置してはどうかという質問でございました。現状の防犯
体制はどうしているかということと、それから、防犯カメラの設置に
ついてはどう考えているかということですが、防犯カメラについて
は、公共施設というのはたくさんございますので、全体の中で設置に
ついて検討していきたい旨の答弁をしております。

　それから、ＰＴＡ活動における教育委員会の関与についてというこ
とです。これについては、ＰＴＡの予算がＰＴＡの了解もなく使われ
ているのではないかというような質問の主旨でございました。また、
ＰＴＡの予算で購入しているものの中に、本来市の予算で買うべきも
のが多いのではないかというご指摘がありました。

　いずれにしましても、ＰＴＡというのは保護者と教員も入った社会
教育団体として、自らの意思で総会を開いて予算を決めて、執行して
いるということで、確かにその中には教育予算で買えるものとか、
買ったほうがいいものもあるかもしれないが、そのあたりについて
は、以前にＰＴＡ予算を人件費に使って社会問題になった事件があっ
たのですが、その頃に国から発せられた文書がございますので、改め
てそういったもので適正なＰＴＡ予算の執行についてお知らせしてい
きますということで答弁しております。

吉田教育長 　次に各学校のホームページについてです。各学校のホームページを
詳しく調べられたようで、毎日更新している学校もあれば、ほとんど
更新していない学校もあるということで、かなりの差異があるという
ご指摘です。これは、教育委員会でずっと指導してきたわけでござい
ますが、毎日更新するようになったというのは、指導の成果だと思っ
ておりますが、まだ十分でないところについては、これからしっかり
指導していきますと答弁しております。

　次が梅田議員です。陸上力を高めたらどうかということで、川内選
手が世界陸上の候補にもなっているというようなことからの質問で
す。これにつきましては、今まで小学校の陸上協議大会は各地区バラ
バラで行われていましたが、それを来年度から一本化して２３校集
まってやるように変わりました。この大会は教育委員会主催ではな
く、学校の教育研究会の主催ですが、一本化することで陸上力を向上
する機会にもなりますと答弁しております。

教育部長 　次が木村奉憲議員です。木村議員さんも連続ではないんですけれど
も、福島原発の関係は時折質問されておりまして、特にこれまで質問
してきた中で、教育委員会のほうで改善してきたことは何かというこ
とでございまして、前進した取り組みについて答弁しております。
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　１点は学校給食の食材検査です。これは、当初のスタートよりも３
倍くらいの食材検査をやっております。現在は１ヶ月で７２品目の検
査をしております。それと、学校給食に使用する食材の基準について
は、国が示しております１００ベクレルを使用していましたが、平成
２４年１２月からは５０ベクレルに下げまして、これ以上が検出され
たときは使用しないという方針にしております。この方針を出した中
には、業者によっては５０から１００ベクレルの間の食材を引き取る
というところもあるのですが、国の基準以下ですので引き取らないと
すれば、教育委員会として破棄食材として弁償しなければならないこ
とになりますので、こうしたこともセットで考えている内容です。

　それから小・中学校の通学路の放射線の測定です。これは先ほども
申し上げましたが、各学校からの要望があって８９箇所の測定を２回
実施しました。今月も３回目の測定に取り組んでいるところです。そ
のような答弁をしたところでございます。

　次に杉野議員の学校給食についてということで、これもアレルギー
関係の内容の一般質問でした。対象の児童生徒数の答弁、それから除
去食はどうしているのかと代替食の答弁をしました。それから誤食防
止の手立てはどうしているかということ、これについては対象がいる
数校の学校に行ってみましたところ、どの学校も今般の事件があった
ことも加わっているかと思いますが、かなり慎重にやっていました。
保護者と担当主治医と学校でかなり綿密に連携をとっていまして、そ
のようなことから、誤食防止には真剣に取り組んでいることを答弁し
ております。

吉田教育長 　次に杉野議員さんからの体罰についての質問です。正当な指導とし
ての体罰が安易に容認されている風潮はないのかとの指摘がありまし
たが、そういったことは教育委員会としてありませんと答弁しており
ます。それから、懲戒と体罰の違いについての質問が出されました
が、それにつきましては、法に基づいた解釈をしておりますと答弁し
ております。いずれにしても体罰は容認されるものではないんだとの
考え方で、市の教育委員会としては今後とも学校に指導していきたい
としております。

教育部長 　次に井上議員から通学路の安全対策についてです。井上議員は通学
路について度々一般質問されていますが、今回は国が全国一斉に通学
路の危険箇所を調査したことから、その内容について久喜市の状況は
どうかという質問でございました。

答弁では、全国で７万４，４８３箇所の危険箇所が示されまして、こ
のうち久喜市においては８６箇所が示されたところでございまして、
そのうち道路管理者が対策を行う箇所が３５箇所、警察などが行う箇
所が２０箇所、ボランティア等の人による対策が１７箇所、それから
対策方法を検討中の箇所が１４箇所となっておりますことを申し上げ
ております。それから、道路管理者が対応できる区画線とか啓発看
板、道路反射鏡の整備を、久喜市として本年度１６箇所完了する予定
と申し上げております。そのように実態を述べております。
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　構造的なものの改良とかについては、教育委員会として直接的に何
かすることはできませんので、警察を含めた関係機関と連携を図りな
がら、今後も危険箇所の除去に努めていきますとの答弁をしておりま
す。

吉田教育長 　続きまして、鈴木松蔵議員です。武道が必修化になりまして、その
後の実施状況はどうかという質問です。そこで、柔道が５校、剣道が
５校、それから相撲と剣道を両方取り入れている学校が１校と、合わ
せて１１校という状況をお答えいたしました。それから、外部指導者
をもっと活用したらどうかとのことですので、外部指導者を活用して
いる学校の例を挙げて、今後増やしていきたいとの考え方をお答えい
たしました。それから次に問題点はどうなのかということで、施設設
備で修繕が必要な箇所が若干ありますので、これからも改善に努めて
いきますとお答えしております。また、本来の目標に対する達成度は
どうかとのことですが、１年目ですのでまだ十分でない点も確かにあ
るということで、礼儀作法も含めて今後より充実させていきたいとい
うことお答えしております。以上です。

　続いて戸ヶ崎議員から防災教育についてどうかという質問です。防
災教育については、小・中学校で見直しまして、非常に力を入れるよ
うになってまいりました。その中で、消防署の職員で被災地で活動さ
れた人がいるのであれば、その方を招待して学校の防災教育に生かし
たらどうかというご提案です。そういった方を呼ぶことは非常に有用
だろうということで、各学校に働きかけをしていきたいという答弁で
ございます。以上です。

教育部長 　次に２８ページでございます。同じく戸ヶ崎議員から子どもの安
全・安心対策についてでございます。こちらにつきましては、通学路
の安全点検を継続的に取り組んでいくべきだというご質問でした。こ
れについては、新たに就学するお子さんもいますので、年度当初の一
斉確認と必要に応じて危険箇所については、通報があったところは教
育委員会でも確認しながらその対応に継続的に取り組んでまいります
とお答えしております。

　次に猪股議員の放射能から子どもたちを守るためにという質問で
す。これにつきましては、鷲宮総合支所にございます食材の放射能測
定器の利用を、現在は午前中が市民の方にということで割り振られて
おります。しかし、市民の方の利用が尐ないので、午前中にも学校給
食や保育園の給食の検査をしたらどうかという質問でした。答弁とい
たしましては、午前中利用できるのであれば、その食材の試料として
の準備や、検査のための人的な対応ができれば前向きに取り組んでい
きますというお答えをいたしました。
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　それから、教育委員会に放射能測定器が専用に１台配置されており
ますが、それの利用実態と利用に空きがある場合は学校にまわして、
学校独自に細かに測定してもらったらどうかというような質問がござ
いました。これについては、測定器自体は時間的には空きがあるので
すが、連続して空くわけではなく、そのようなことから、いちいち取
りに来ていただくようになります。各学校に輪番のようにまわしてい
く形態まではとれないということで、実態としては取りに来てもらう
手間もかかることなので、難しいことなのかなということで、機械が
空いている状況については学校にお知らせいたしますが、具体的に利
用していただくのはちょっと難しいのかなと答弁しております。

吉田教育長 　次に指導主事の勤務状況についての質問です。指導主事は全員管理
職ですから、時間外勤務とか超過勤務とか、そういった手当は全然な
いのですけれども、やっぱり働き過ぎではないのですかということ
で、夜中過ぎまで電気がついている日が多いですよというようなご指
摘でございました。確かにそういった状況がありますので、私どもと
したら働き過ぎということは認めざるを得ないということでありまし
た。そういった方向で答弁をいたしました。そこで、人数とかはどう
ですかとか、考えたほうがいいのではないですかという質問がありま
したので、まずはその前にとにかく仕事の内容を改善することで時間
を短縮させるということ、効率の良い仕事をすることを進めていきた
いと答弁したところでございます。

　指導主事の仕事は非常に多いですし、外に出ることも多いですか
ら、どうしてもその後、夜になって事務的な処理をすることになると
いうことがあります。それから、人事が非常に大変だということがあ
りまして、どうしても時間がかかってしまうということがあります。
ですから、非常に難しい問題ではありますが、答弁ではより効率化を
図ってまいりますといった内容でお答えしております。

教育部長 　次に市の公共施設のエコを計画的に推進するべきであるという質問
です。ＬＥＤ照明や断熱フィルム、網戸などの省エネにつながるよう
なものをやるべきだということで、特に１点目は、新年度の予算の査
定状況を市のホームページで公開しておりまして、その中で中央公民
館のＬＥＤ照明を設置するための工事費が、本予算に付かなくて見送
られたということがありまして、優先的にやるべきではなかったかと
のことでした。それから、そういったエコ化については計画を作って
計画的に推進すべきではないかということが２点目としてございまし
た。

　１点目については、公民館関係の新年度の予算では、空調機のすべ
てを入れ換えるという事業が中央公民館で新規としてございます。こ
れは６千万円ほどの大きな事業でございます。それと併せて東公民館
の駐車場として新たに用地が借りられるということで、拡張工事をす
る予定です。こうした２つの大きなものを優先したために、ＬＥＤ事
業については次順にしたということで、見送ったということを答弁し
ております。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

　それから２点目のＬＥＤを計画的にという話しにつきましては、今
回の２月議会に環境基本計画が上程されておりまして、教育委員会と
してもそれを踏まえて取り組んでまいりますという答弁をしておりま
す。

吉田教育長 　次に足立議員からコミュニティスクールについての質問です。これ
につきましては、過去に岸議員や大谷議員からも同様の質問がありま
して、今回の答弁も今までと同様な考え方での答弁でございます。

　質問といたしましては、この１年でかなり増えてきているのではな
いかということがございました。確かに、文部科学省では全国３千校
を目標としてコミュニティスクールを設けたいという考え方がござい
ますが、それに応じた自治体とそうでない自治体がございまして、埼
玉県はわずか１校だけなんです。その後も全然増えておりません。

　それは、学校評議員制度や学校応援団、学校評価に関する学校関係
者評価という、この３つががっちり加わったかたちで行われていまし
て、これがコミュニティスクールで協議されている内容とほとんど変
わらないということがございまして、埼玉県では進まないということ
がございます。久喜市としましても、今までの取り組みを重視し、今
後さらに調査研究をしていきたいとし、そのことよりも私たちが大事
に捉えているのは、保・幼・小の連携と小・中の連携でして、そのこ
とを重視した取り組みに来年度は力を入れていきたいと答弁しており
ます。

教育部長 　続きまして、３４ページの岡崎議員の質問でございます。ＣＯ２削
減に向けてということで、これはＬＥＤ照明に関しての一般質問でし
た。平成２２年からの取り組みで、どれだけ照明のＬＥＤ化が進んで
いるかとの質問につきましては、実態を答弁しております。また、計
画を策定して進めるべきだとの質問に関しましては、猪股議員に答弁
した内容と同じく、環境基本計画を踏まえて取り組んでまいりますと
答弁しております。

吉田教育長 　次に宮﨑議員さんから、食農教育それから学校ファームについての
質問です。これにつきましては、学校でも食育という考え方で進めて
いるということ、それから学校ファームについても既に小・中学校全
校で実施しているということを答弁しております。学校ファームにつ
いては、具体的な例も述べております。とにかく農業体験活動という
のは非常に重要だということで、子どもたちがそのことに直接関わる
ことは大事だということで、今後も推進をしていくとの内容でまとめ
ております。
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審　議　会　等　会　議　録

教育部長 　３７ページです。最後は大谷議員です。１点目は、放課後子ども教
室ゆうゆうプラザについてということで、平成２４年度新たに１件立
ち上げたときの問題点は何かということ、それから開校して間もない
ところと長くやっているところのそれぞれの悩みや課題にどんな違い
があるのかということ、３点目は、運営の効率化を図っていくべきで
はないかという質問でございました。特に大谷議員のほうでは、３点
目の効率化についてが中心でございまして、実施委員さんがすごく大
変は思いをしているということで、そのことに教育委員会が配慮すべ
きではないかとのことが中心でございました。

　１点目の立ち上げに際しての関係については、立ち上がるところは
サポーターの方とかが学校とうまく連携を図りまして、スッと立ち上
がりますから、そんなに課題がなかったことをお答えしています。た
だし、これは鷲宮小学校だったのですが、体育館の改修がありました
ので、なかなか早い時期に開校できずに、年度末ギリギリの開校だっ
たということを申し上げております。

　それから２点目については、マンネリ化とか児童の参加数の停滞と
かが年数の経過によって起きること、それから、新しい運営委員さん
が増えないと、広がりがなくなってしまったり、疲れてしまったりと
いうようなことが実態としてありますことを答弁しております。

　それから３点目は、やはり一番大変そうなのは経費面の関係です。
いただいた予算を自分たちで処理して必要なものを購入するというこ
とに、慣れない方が取り組むということがありまして、そのあたりで
苦労しているということがございますので、運営面全体での効率化が
図られるようにシステムの簡素化などの工夫をしてまいりますと答弁
しております。

　それから、学校給食のアレルギー対応についての質問ですが、これ
につきましては、前段でも出てきましてたが、アレルギーを持つ児童
生徒数については実態を答弁しております。それから、手引きを作る
べきではないかという質問に対しましては、国が出している資料を参
考にしながら、久喜市独自の様式も加えて、久喜市としての手引きの
作成を進めてまいりますという答弁をしております。以上です。

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 　随分と質問が多いようですけと、全部で何人ですか。

教育総務課長 　１７人です。

鹿児島委員長 　いつもこんなに出てましたか。

教育総務課長 　大体このくらいです。

鹿児島委員長 　そうですか。いつもは１３人から１４人くらいかなと思っていまし
た。それと、盛永議員さんの通学路は継続して質問されているわけで
すか。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

教育部長 　はい。結構長いです。

髙木委員 　アレルギーの関係が３件出ているようで、今の答弁の中ではアレル
ギーのガイドラインに則ってとのことですが、ガイドラインはあくま
でもアレルギー反応が起きた後のことが主であって、今回の調布市で
起きた事故もそうですが、誤食をいかに防ぐかというような対応がで
きているかということが非常に問題になってくるかと思います。

　一番問題なのは、情報の共有ができていなかったということでし
て、その部分はマニュアルがないと思いますので、久喜市としていか
に誤食を防ぐかということを明文化ししておいたほうがいいと思いま
す。一例とすれば、特別食だけはお皿の色を変えるとか、そういった
対応が必要だと思います。

鹿児島委員長 　とてもいい意見をいただきましたので、参考にしてくださいね。

学務課長 　はい。

鹿児島委員長 　体罰の関係ですけど、特に社会体育です。学校教育は教育委員会が
把握しやすいんですけど、社会体育のほうはなかなか把握しづらい面
があると思うんですよね。ですから、何らかの機会があれば、警鐘を
鳴らすようなことを指導者の方に一度したほうがいいのかもしれませ
んね。

参事兼生涯学習課長 　上部組織の体育協会から文書がきましたので、各団体に流しており
ます。

鹿児島委員長 　文書を送るだけでなくて、職員が機会を捉えて行って、話すことが
必要だと思いますよ。

参事兼生涯学習課長 　指導者講習会とかもございますので、そういったところでやってい
きたいと思います。

吉田教育長 　答弁もそういった方向でしております。

鹿児島委員長 　あとは指導主事の関係です。やっぱり指導課長が指導主事を指導す
ることが必要ですね。過去のことですが、例えば私が課長の頃は、８
時には帰ることとして、それ以降に残っている指導主事を報告されて
いましたよ。やはり日常的に遅いというのはダメなんですよ。それ
と、遅くまで仕事をしているほうがよくやっている指導主事だと思っ
ている指導主事がいるのではないですか。遅くまで残っているから私
はがんばっているんだと思っているようでは、お互いにそうつっぱて
る限り全然改善されないと思いますよね。なにせやろうと思えば仕事
はいくらでもあるんですから。やはり意識改革が必要だと思います
ね。確かに人事の季節とか忙しい時期はありすけど、日常的に忙しい
というのはダメですね。なんか競争的に残っているという感じがしま
すね。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

参事兼指導課長 　３月以降になりまして、勤務時間終了後１時間を超えた場合は退勤
の時刻を記録し、翌朝報告させるようにしております。

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）

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１４号　久喜市立幼稚園園長の職務及び勤務条
件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 　それでは、議案第１４号でございます。幼稚園園長の職務及び勤務
条件等に関する規則についてでございます。まことに私どもの不手際
でございましたが、今までこれがございませんでした。そこで、これ
ではいけないということで、今回制定させていただく規則でございま
す。内容は学務課長が説明を申し上げます。

学務課長 　お手元の資料の２ページと３ページをお願いいたします。まず、第
１条では趣旨を明記しておりまして、市立幼稚園の円滑な運営を図る
ために園長の職務及び勤務条件等を定めるものとしております。

　第２条は職務ということで、園務を総括し、所属職員を指揮監督す
ることを定めております。

　第３条は委嘱ということで、教育委員会が委嘱することを定めてお
ります。

　第４条は職員の種類ということで、園長は非常勤の特別職とするこ
とを定めております。

　第５条は任期ということで、園長の任期を１年以内とし、再任を妨
げないことを定めております。

　第６条は服務ということで、業務の遂行にあたっては、教育委員会
の指示に従うことを定め、また、第２項で職務上知り得た秘密を漏ら
してはならない旨を定めております。

　第７条は勤務ということで、園長の勤務時間を１日５時間４５分と
し、１週間で２９時間を超えない範囲とすることを定めております。
また、第２項では、年次有給休暇は労働基準法に準じることを定めて
おります。
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審　議　会　等　会　議　録

　第８条は報酬及び費用弁償ということで、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に基づくことを定めて
おります。

　第９条は報酬額の減額ということで、勤務しなかった時間があると
きは、月額報酬から時間単位で減額して支給することを定めておりま
す。以上でございます。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第１４号について、質疑をお受けしたいと思います。

榎本委員 　報酬はいくらですか。

学務課長 　月額で１７万５千円です。

坪井委員 　旅費の関係ですが、園長先生が出張されることなんかはあります
か。

学務課長 　研修等がございます。東部地区の人権教育実践報告会や埼玉県の公
立幼稚園の園長会などに出席することがございますので、それらに係
る旅費は非常勤特別職として費用弁償で対応することとなります。

榎本委員 　園長になるために必要な資格はありますか。

吉田教育長 　特には定めていませんが、教員経験者、特に校長経験者にお願いし
ています。

榎本委員 　最長でどのくらいという期間のようなものはありますか。

吉田教育長 　３年をひとつの目処としています。

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）

‐19‐



発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

鹿児島委員長 　異議なしと認めます。よって、「議案第１４号　久喜市立幼稚園園
長の職務及び勤務条件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１５号　久喜市学校給食審議会への諮問につ
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 　学校給食の審議会では、これまで給食費のことや栗橋南小の給食方
式のことについて、諮問に応じ答申をいただいてきたという経緯がご
ざいます。いよいよ今回は、市全体の基本方針と運営方法についての
諮問をお願いしたいという考えの下、今回の議案ということでござい
ます。

　諮問の内容については、担当課長が説明を申し上げますが、今回は
市全体ということもありますし、一方では栗橋地区の自校のことを考
えると、ということもありますので、白熱した議論が展開されるので
はないかと考えられます。そのようなことでの諮問案を上程いたしま
して、議決をお願いしたいというように思います。それでは、担当課
長が説明を申し上げます。

学務課長 　お手元に差し替えの案をお配りしてございますので、そちらをご覧
いただきたいと思います。

　こちらにつきましては、久喜市学校給食審議会におきまして、新市
全体の学校給食の運営方法について検討いただくにあたりまして、市
の学校給食の現状と課題を踏まえまして、安全・安心な給食の提供を
念頭に置きまして、久喜市における学校給食の基本方針について、お
手元の資料にございます、１番から５番ということで、適正な衛生管
理に基づく安全性の確保、食育の充実、地産地消の推進、施設の効率
的な運営管理、そして学校給食の実施に関することということで、
様々な観点から市における学校給食の運営方針をご審議いただきた
く、諮問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１５号について、質疑をお受けいたします。

鹿児島委員長 　審議の回数はどのくらいを見込んでますか。

教育部長 　今の時期の関係ですが、まず年度内に諮問を予定しています。年度
が明けてからの審議については、５回くらいが予算上の回数となって
います。そのうち、委員会としての方針を提案するのに１回から２回
はかかるかなと思います。それから審議を重ねていくとなると、８月
中の答申であれば月１回審議をすることになり、ちょっと厳しいかな
という感じがします。そのため、年内をひとつの目安としておいたほ
うが良いかなと思います。年内であれば、翌年度に必要な予算があれ
ば、そこにも対応ができるのではないかと思います。
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吉田教育長 　付け加えますと、今回の諮問は項目立てとなっています。こういっ
た形式はときどきあるんですけど、文章表現にすると、こちらが恣意
的に結論を誘導しているのではないかという疑問を持たれることがあ
ります。そのようなことは遺憾ですので、今回はあくまでも項目だけ
にさせていただきました。そうすることで、色々な考え方や意見を出
していただいて、白熱した議論となって、その結果としてとりまとめ
た意見を答申としていただき、教育委員会に諮ってまいりたいと考え
ております。

鹿児島委員長 　教育委員会としては、あくまでもニュートラルな形で諮問するとい
うことですね。

吉田教育長 　そうです。

髙木委員 　諮問の内容はこの項目だけで、附帯の文章なんかも付かないのです
か。

吉田教育長 　諮問書としてはこれだけです。

鹿児島委員長 　審議会の会長さんなんかとよく連携をとって、進めてください。

吉田教育長 　はい。それで、その代わりではないですが、資料については色々な
ものを沢山用意させていただきます。

髙木委員 　論点を明確にしたほうがいいと思いますね。例えば２番の食育の充
実にしても、やる気になれば食育だけで議論がとことん行ってしまい
ますので、食育の中でも特に学校給食の位置付けとかをどうするのか
など、テーマを明らかにして議論したほうが進むと思いますね。

鹿児島委員長 　そうですよね。審議しても議論が収斂しないで散り散りなことに
なって、収集がつかなくなってしまうと、どうにもなりませんから、
ある程度は教育委員会で進行していかなくてはならないでしょうね。
ただし、色をつけてはならないと言うか、恣意的になってはいけな
い。難しいですね。

教育部長 　教育振興基本計画の策定委員会もそうなんですが、資料を出しなが
らある程度の方向を出すということは必要になるかと思います。

　それともう１点は、今回は基本方針ですので、実施計画のようなも
のではありません。大きな方向性となります。そのため、先ほど髙木
委員さんからも、食育だけでかなりの議論になってしまうとのお話し
がありましたが、確かに食育だけでも非常に深い内容です。市にも食
育推進計画があります。ただ、方針として１冊にまとめる必要があり
ますので、その体裁と言いますか、実施計画でなく基本方針なんだと
言う最終的な完成形のイメージを委員さんがある程度共有していかな
ければ意見がまとまりませんので、そのような共通認識を持てるよう
な資料を提供していきたいと思っております。
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鹿児島委員長 　そうですね。諮問内容が箇条書きなので、あっさりしているように
見えますけど、それぞれの項目を見ていくと、どれも非常に深い内容
ですからね。よろしくお願いしたいと思います。

吉田教育長 　はい。答申をいただいた後の教育委員会での議論もお願いしたいと
思います。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございませんか。

（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１５号　久喜市学校給食審
議会への諮問について」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１６号から議案第１８号につきましては、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、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、「議案第１６号　久喜市教育委員会表彰について」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１７号　久喜市教育委員会所管の委員等の委
嘱又は任命について」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）
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教育部長 　すみません、次の議案第１８号は事務局職員の人事でありますの
で、私と副部長を除く職員が退室したうえで進めさせていただきたい
のですが、よろしいでしょうか。

鹿児島委員長 　わかりました。それでは暫時休憩します。

（暫時休憩）

（事務局職員人事のため、部長及び副部長を除く事務局職員退室）

鹿児島委員長 　再開いたします。

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第１８号　教育委員会事務局職員人事につい
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）

（部長及び副部長を除く事務局職員入室）

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。

教育副部長 　次回ですが、第１案が４月２４日の水曜日、第２案が４月２３日の
火曜日ということでございます。

鹿児島委員長 　ただ今、事務局より提案がありましたが、いかがでしょうか。

髙木委員 　時間は何時からですか。

教育副部長 　どちらも午後１時３０分からでお願いします。なお、その日は夕方
に歓送迎会を予定しております。
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鹿児島委員長 　髙木先生はいかがですか。

髙木委員 　２４日は難しいです。２３日は大丈夫ですが、夜が駄目です。

鹿児島委員長 　場所はどこですか。

教育副部長 　菖蒲総合支所４階のコミュニティセンターを予定しております。

榎本委員 　初ですね。

吉田教育長 　はい。本多静六記念館がオープンしますので、それに併せての開催
です。定例の委員会終了後に、委員の皆さんにもご覧になっていただ
きたいと思っています。

鹿児島委員長 　それでは２３日でよろしいですか。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　それでは２３日でお願いします。

教育副部長 　それでは次回の定例委員会は、４月２３日の火曜日。時間は午後１
時３０分から。場所は菖蒲総合支所４階の菖蒲コミュニティセンター
とさせていただきます。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３回定例委員会を
閉議、閉会といたします。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　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　４月２３日
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