
会 議 の 名 称 平成２５年第９回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２５年９月２６日（木曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後１時５７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、松本教育副部長兼教育総務課長、山本参事兼指導課
長、中山参事兼生涯学習課長、斉藤学務課長、尾崎中央公民館長、松
田中央図書館長、金子郷土資料館長、関口教育総務課課長補佐兼総務
係長、野口教育総務課課長補佐兼施設管理係長

（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　久喜市小学校外国語活動支援員の委嘱について

　　　イ　久喜市教育活動指導員の委嘱について

（４）議事

議案第４１号　久喜市立学校の学校医の委嘱について

議案第４２号　平成２６年度当初教職員人事異動の方針について

（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１号（第５条関係）

会　　　議　　　概　　　要

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。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２５年久喜市教育委員会第
９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、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、教育総務課関口課長補佐兼総務係長にお願いしま
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８月２６日に
開催いたしました、第８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、前回の会議録につきましては、ご承
認をいただきました。

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

【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　並びに議案第４１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、「ア　久喜市小学校外国語活動支援員の委嘱につい
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 　続きまして、「イ　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４１号　久喜市立学校の学校医の委嘱につい
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 　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、「議案第４２号　平成２６年度当初教職員人事異動の
方針について」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。
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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 　毎年のことでございますが、いよいよ教職員の人事異動の時期が近
づいてまいりました。その関係から、今般県よりこの当初教職員人事
異動の方針等が示されました。

　ご存じのとおり市内の教職員の大半が県費負担教職でございますの
で、県のこの方針を受けるということになります。そういうことか
ら、市でもこの方針については議決をいただく必要がございまして、
従来から県の方針に沿った内容でお願いをしているところでございま
す。

　そういうことから、本年度の人事異動の方針につきましても議決を
いただきたいというふうなことでございます。

　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 　よろしくお願いいたします。

　ただいま教育長からございましたとおり、９月２０日に第１回人事
事務担当者会議が開催されまして、９月１日付けで埼玉県教育委員会
から、平成２６年度当初教職員人事異動の方針及び平成２６年度当初
市町村立小中学校等教職員人事異動方針細部事項が通知されました。

　この通知を基に、本市の人事異動の方針及び細部事項を策定いたし
ましたので、その案についてご審議をお願いするものでございます。

　案についてご説明をいたします。資料は４ページから７ページにな
ります。なお、基本方針及び細部事項ともに県教育委員会の通知との
整合性を図ったものとなっております。要点について、ここではご説
明をさせていただきます。

　資料４ページ、５ページをご覧いただければと思います。まず、は
じめに１の基本方針につきましてですが、適材適時適所、また人材育
成、各学校の教職員組織の充実と均衡化、長期展望に立った計画的な
異動、再任用職員の適切な配置、これらを図るものとしたところでご
ざいます。

　２の退職につきましては、県の条例に基づく、勧奨退職制度の活用
を図る、この２点を挙げました。なお、この退職につきましては、６
ページの細部事項におきまして、平成２６年３月３１日現在の年齢
で、定年は６０歳、勧奨退職の対象は満４５歳以上６０歳未満が対象
となることを明示いたしました。

　４ページに戻ります。３番、他市町への異動を意味します「転任」
及び市内での異動を意味します「転補」につきましては、特に３点に
ついてご説明をいたします。

　１点目は、５ページの（４）に示しました新採用教員につきまして
は、人材育成等のために新採用後早期に複数校を経験させることにつ
いてでございます。このことは、６ページ、細部事項において採用後
５年以内に異動を行うものとしました。
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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

　２点目は、５ページに戻りますが、（５）に示しました同一校勤務
年数の長い者について積極的に異動を行うこととしました。このこと
は、６ページの細部事項におきまして、１０年以内に異動を行うこ
と、またこのことを見据え、７年以上の者については積極的に異動を
行うことといたしました。

　３点目でございます。６ページの細部事項になります。異動を行わ
ない基準でございます。３点ございます。同一校の在職が３年未満の
者、産休・育児休業等取得中及び妊娠中の者、休職中の者につきまし
て、原則異動を行わないことといたしました。

　また、校長、教頭の同時異動は原則として行わないことを６ページ
から７ページにわたって細部事項の（９）として明示いたしました。

　以上が要点となります。よろしくご審議願います。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　議案第４２号について、質疑をお受けいたします。

坪井委員 　お伺いします。退職の勧奨につきましてですが、以前は５０歳から
だったような気がするんですが、これが引き下げられた主な要因は何
ですか。

参事兼指導課長 　特に引き下げた要因というのは聞いてはいないんですが、ただ教員
の年齢構成を見ると非常に５０歳代が多くなってきたこと等がござい
ます。また、それに伴いまして退職を希望する職員も増加してきてい
ることが要因かと推察されます。

吉田教育長 　このことについて県のほうでは、４５歳以上にはなったけれども、
４５歳から５０歳ぐらいまでというのは、学校の中核になっている人
が圧倒的に多いので、積極的に勧奨を進めるということはしなくて結
構ですと、はっきりとそういうふうに、あたり前なことを言っていま
した。

　ただ、やはり県全体、知事部局とか、そういったところを含めた全
体の中で、こういうふうな４５歳まで引き下げて、勧奨を認めるとい
うような措置をとることになったそうです。ですから、教育局として
もそれに合わせなければならないということがあったようです。けれ
ども実態はそういうことですから、教育局としても積極的ではござい
ませんということでございます。

榎本委員 　７ページの（１２）で、「小中学校９年間を一貫した教育の推進を
図るために、小・中学校間の異動に努める。」とあるんですけど、教
員の免許的なものはどうなるのですか。
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

参事兼指導課長 　こちらにつきましては、県の施策では２通りございます。１つは
「Jプラン」という、期限を決めて中学校の教員を小学校へ送り、そ
のまんま小学生を指導して、指導した子たちと一緒に中学校に戻ると
いうものでございます。これについては、免許については特に制限は
示しておりません。

　それと、もう一つの施策としては、本人の希望によってやはり期間
をある程度決めて、小学校から中学校へ、中学校から小学校へ人事異
動を行うものがございます。こちらにつきましては免許を所有してい
る、つまり小学校に行くためには小学校の免許、中学校に行くには中
学校の免許を所有している者のみが対象になる施策でございます。

榎本委員 　久喜市内では、本人の希望というのは結構あるものなんですか。

参事兼指導課長 　あまりございません。

吉田教育長 　今出ましたＪプランの「J」というのは、ジョイントのＪなんです
けど、そのＪプランについては、久喜に過去、久喜東中から理科の先
生が小学校に行って、２年間やって、５年生、６年生を指導して、そ
してまた久喜東中に戻るというのが６年ぐらい続いたんです。

　それから、鷲宮地区でも英語の教員が小学校において同じように２
年やって、そして戻る、こういう仕組みがあったんですけど、最近は
そういう小学校に行きたいというレベルまで来ないので、校長さんを
通して、ぜひというふうに働きかけしてもらっているんですけど、出
てこないです。ですから、ちょっとＪプランもストップしている状況
です。

　そこに今度新たに出てきたのは、この小学校から中学校へ、中学校
から小学校へと、相互乗り入れでいいですよと。ただ、これは本人の
希望によりますものですから、これがなかなか希望が出てこないとい
うことで、今後１人でも２人でも出てくればいいなというふうに思っ
ていますけど、これからもまた働きかけをしていきたいと思います。

鹿児島委員長 　ひところＪプランが随分とはやりましたよね。ただ、実際にはやっ
ぱり小学校から中学校に教員が行くのがいいんですよね。ただ、うま
くいった場合と、うまくいかなかった場合がありますね。

鹿児島委員長 　１点質問です。これに基づいた人事で、校長の意向、学校の意向等
をどのように活用し、教育委員会として行っていくか、その手順を
ちょっと説明してください。

参事兼指導課長 　この人事異動につきましては、１１月に入りましたら校長先生方か
ら教職員一人ひとりの意向を踏まえた書類を提出していただいて、そ
の書類を基に指導課の課長をはじめとして教職員係が校長の意向をお
伺いします。
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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

　それを基に他市町との協議を進めてまいります。また、途中経過に
つきまして、概要を校長先生にご報告をさせていただくとともに、そ
れに対してまたご意向をお伺いして、調整を図って決定してまいりま
す。

　このようにしまして、２月から３月にかけて最終的な人事異動につ
いて決定していく予定でございます。

鹿児島委員長 　今時点で過員が予想されるところはありますか。

参事兼指導課長 　児童生徒数が減尐しておりますので、過員はある程度見込まれてお
ります。それと同時に、県の方針で、いわゆる尐人数加配ですとか、
そういった加配も１０パーセント程度減らすということでございます
ので、その加配の減で過員に対しては基本対応してまいりたいと存じ
ます。

鹿児島委員長 　尐人数加配というのは、全校に入っているのですか。

参事兼指導課長 　全校ではなくて、学校によってです。

鹿児島委員長 　入っていないところもあると。

参事兼指導課長 　入っていないところもございます。

坪井委員 　すみません、最後にひとつ。新採用の教員さんなんですが、採用後
５年以内に異動を行うという明示がありますが、これに該当する人が
こんどの人事異動で出てくる可能性はありますか。

参事兼指導課長 　ございます。

坪井委員 　何人ぐらいを見込んでますか。

参事兼指導課長 　例年３０人前後がこれに該当しております。

坪井委員 　その方は、他の市町村との交流となるのですか。

参事兼指導課長 　はい。他の市町村への異動となります。この新採用５年以内の人事
につきましては、市の教育委員会ではなくて、県の教育事務所のほう
で行うこととなっております。

鹿児島委員長 　経験を積ませるための「経験者人事」と呼ばれているものなんで
す。県が行っているものなんです。

吉田教育長 　こちらがある程度動けるものならいいんですけど、教育事務所が中
心で動いてますから難しいところです。
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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

鹿児島委員長 　今年は初任者はどのくらいいましたか。

参事兼指導課長 　３６名前後でございます。

鹿児島委員長 　初任者もいずれ時期が来て、３年目くらいから対象となってしまい
ますからね。

髙木委員 　今回学校訪問をしてみて、校長先生ってやっぱり随分と差があるな
というのを感じたんですが、やっぱり新任の教育がしっかりできてい
るところとできていないところ、それがどうも出ているように感じま
した。

　実際には何か基本的に新任の先生方を２年間研修するのに、こうい
うことやらなきゃいけないとかという、基本的なマニュアルみたいの
はあるんですか。

参事兼指導課長 　新採用１年目につきましては、県が用意しました１年間のプログラ
ムがありまして、年間を通して計画的な研修を実施しております。

　また、市の教育委員会といたしましても、若手の育成ということ
で、本年度から２年目、３年目の教職員を対象とした研修会、またし
ばらくたちましてミドルリーダーを育成するために６年から９年目の
職員に対しての研修会を計画しております。

吉田教育長 　その間に県のほうで５年次と１０年次の研修をやります。市の教育
委員会ではその隙間を埋めるように実施するということです。

鹿児島委員長 　学校の先生方のお話を聞いたり、学校の現場を見ると、若手の育
成、これに随分苦労しているようです。どこの校長先生もそうです。
自ら校長室でやっている方もいましたし。

吉田教育長 　それだから一生懸命育ててくれるところと、いい加減なところがあ
ると差がついちゃうんです。

　ですから、教育委員さん方に学校に行っていただいて、ビッシビシ
言っていただくのが一番ありがたいんです。

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）
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鹿児島委員長 　異議なしと認めます。よって、「議案第４２号　平成２６年度当初
教職員人事異動の方針について」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。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、次回の定例委員会でございますが、第１案といたしまし
て１０月の２２日、火曜日１時半から、公文書館の第３会議室のほう
で。第２案といたしまして、１０月２１日、月曜日、時間は同じく１
時半です。場所も同じく公文書館の第３会議室を予定しております
が、いかがでしょうか。

鹿児島委員長 　まず、１案ですね。１０月２２日、ご都合の悪い委員の先生いらっ
しゃいますか。

坪井委員 　すみません。

鹿児島委員長 　それでは、２案でいきます。１０月２１日はいかがでしょうか。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　それでは、１０月２１日でお願いします。

教育副部長兼
教育総務課長

　わかりました。１０月２１日、月曜日、時間が１時半、場所が公文
書第３会議室でございます。よろしくお願いいたします。

【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９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　榎本　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　髙木　　学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　関口　康好

平成２５年１０月２１日
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