
会 議 の 名 称 平成２５年第１３回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２５年１２月１９日（木曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後１時５２分まで

開 催 場 所 菖蒲コミュニティセンター　第３集会室

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、渋谷文化財保護課長、
尾崎中央公民館長、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　久喜市教育活動支援員の委嘱について

（４）議事

議案第４７号　久喜市外国語指導助手の任用について

議案第４８号　久喜市社会教育委員条例の一部を改正する条例に
　　　　　　　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 　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 　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、髙木委員と坪井委員にお願いいたします。よろしくお願い
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１１月２１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、
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　議案第４７号につきましては、人事案件で
ございますので、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　久喜市教育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 　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４７号　久喜市外国語指導助手の任用につい
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。

（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。

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第４８号　久喜市社会教育委員条例の一部を改
正する条例について」、これをを上程し、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 　本社会教育委員条例の一部を改正したいということでございます。
参考資料等がございますので、内容につきましては担当課長が説明を
申し上げます。
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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

参事兼生涯学習課長 　議案書のほうが４ページ、それから議案参考資料のほうですと１
ページになります。

　このたび、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を
図るための関係法律の整備に関する法律」、非常に名称の長い法律な
のですが、この法律につきましては、地方分権改革を進めるための法
律でございまして、この法律の公布によりまして、社会教育法第１５
条及び第１８条が改正され、社会教育委員の委嘱に係る基準について
は、社会教育法で定めるものの中から文部科学省令で定める基準を参
酌し、当該地方公共団体の条例で定めることとされました。

　つきましては、改正後の社会教育法第１８条の規定によりまして、
久喜市社会教育委員条例を改正するものでございます。

　改正の内容につきましては、議案書４ページのとおりでございます
けれども、第２条の次に次の２項を加えるということで、２項、「委
員は、次に掲げる者のうちから久喜市教育委員会（以下「教育委員
会」という。）が委嘱する。（１）学校教育の関係者、（２）社会教
育の関係者、（３）家庭教育の向上に資する活動を行う者、（４）学
識経験のある者」ということで、４つの項目にある方たちの中から委
嘱するというような形でございます。

　なお、この文言については、社会教育法並びに省令の中にこういっ
た文言が入っている状況でございます。

　施行日につきましては、平成２６年４月１日でございます。

　経過措置としまして、今現在も社会教育委員さんを委嘱をしている
わけですけれども、現在の委員さんの任期が平成２６年５月３１日ま
でございますので、新たな第２条２項の規定により委嘱を受けたもの
とみなすための経過措置を記載したものでございます。以上です。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　それでは、議案第４８号についての質疑をお受けいたします。

髙木委員 　今、社会教育委員は何人いますか。

参事兼生涯学習課長 　条例で２０名以内ということで、現在２０名の方を委嘱しておりま
す。

吉田教育長 　内訳についてもお願いできますか。

参事兼生涯学習課長 　公募が６名、それから学校関係が１名です。そのほかの１３名の方
につきましては、学識経験ということになります。

鹿児島委員長 　学校関係というのは、どういった方ですか。

参事兼生涯学習課長 　校長先生です。校長会からの代表です。
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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

髙木委員 　公募６名というのは、ひとつの枠としてあるのですか。

参事兼生涯学習課長 　今回、例規審査にかけたわけですが、（５）として公募という形で
入れてもいいのですけれども、あくまでも社会教育委員として委嘱す
ることになります。ですから、公募であっても学識経験がある方を委
嘱するというような形になりますので、あえて公募と書かなくてもい
いという、そういう結果になりました。

吉田教育長 　市の方針では、公募が３０パーセントと言われていますので、２０
名中の３割というと６名ということになります。ですから６人を公募
する形になります。

参事兼生涯学習課長 　ただ、公募の場合は選考委員会で選考することになりますが、応募
があったからこの人でということではなくて、あくまでも基準に当て
はまる方を選考するということになります。

髙木委員 　そうすると、例えば５名の応募があって、５名ともこの中に当ては
まらない、経歴的に当てはまらない方だったら、公募がゼロになる可
能性もあるのですよね。

参事兼生涯学習課長 　そうですね。選考の委員会のほうで決定する話かと思いますけれど
も、あり得る話です。

　ただ、「家庭教育の向上に資する活動を行う者」というところにあ
る程度幅がありますので、そういったことは考えにくいと思います。
経験年数云々というのもありませんので。

髙木委員 　何かひとつ学校教育で大きな問題が出て、それを訴えるグループが
大挙して応募する、１０人も１５人も応募してしまうようなことも想
定はできるわけですよね。

吉田教育長 　そうですね。あるいは特定の団体がまとまってとか。

鹿児島委員長 　今の時代だからそういうこともあるかもしれませんね。今まではそ
ういったことは無かったけれども。

参事兼生涯学習課長 　無きにしもあらずですね。

榎本委員 　地域性というのは加味されないのですか。

参事兼生涯学習課長 　今現在２０名いらっしゃる方の地域別の人数を申し上げますと、久
喜地区が９名、菖蒲地区が４名、栗橋地区が４名、鷲宮地区が３名と
いうような形です。
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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

教育部長 　選考にあたっては、地域性は考慮しています。公募だけでなく全体
の中でも、例えば予定されている方の地域性を見て、ある地域から全
く選出されないということがないように考えてはいます。

坪井委員 　この１号から４号までの人数の配分予定はあるのですか。学校教育
の関係者を例えば４人とか、社会教育の関係者は何人とかという、そ
ういう基準的なものを後の規則とか何かで決めておくという考えはあ
りますか。

参事兼生涯学習課長 　こちらの２項の中の各割合はありません。それを細かく規則で規定
するということもありません。ですから、条例の中に全体で２０名以
内ということを規定するだけです。ただ、配分に偏りがないようには
し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。

（質疑なし）

鹿児島委員長 　それでは、以上で質疑を打ち切りたいと思います。

【採　決】

鹿児島委員長 　それでは、賛否のご意見をいただきたいと思いますが、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、「議案第４８号　久喜市社会教育委
員条例の一部を改正する条例について」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

　次回の定例委員会でございますが、年を越しまして、平成２６年１
月２４日の金曜日とさせていだだきたいと存じますが、いかがでしょ
うか。

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。
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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）

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、次回の定例委員会は、平成２６年１月２４日、金曜日。
時間は午後１時３０分からとさせていただきます。詳細は追って通知
をさせていただきます。

【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　髙木　　学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　坪井喜代子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　森田　洋輔

平成２６年　１月２４日
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