
会 議 の 名 称 平成２６年第２回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２６年　２月１９日（水曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後２時１５分まで

開 催 場 所 菖蒲コミュニティセンター　第５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　平成２５年度久喜市一般会計補正予算（第７号）（案）
　　　　　に係る意見聴取について

　　　イ　平成２６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

（４）議事

議案第　９号　久喜市教育振興基本計画実施計画（案）について

議案第１０号　久喜市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則
　　　　　　　について

議案第１１号　久喜市任期付市費負担教職員の任用について

（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 　それでは早速ですけれども、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２６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２６年１月２４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。

【教育長報告】

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

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　平成２５年度久喜市一般会計補正予算（第７号）
（案）に係る意見聴取について」、報告を願います。

吉田教育長 　本件については、担当課長よりそれぞれ説明をさせていただきま
す。

鹿児島委員長 　お願いします。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、アの平成２５年度久喜市一般会計補正予算（第７号）
（案）につきましてご説明させていただきます。

　次のイにつきましても、既に２月定例会におきまして議案として上
程をしているところでございまして、本来ならば議案として議決をい
ただきたいところでございますが、時間のいとまがないということで
専決処分をさせていただきました。併せてご報告いたします。

　それでは、補正予算に沿って説明をさせていただきます。資料の
「平成２５年度久喜市一般会計補正予算（第７号）（案）」をご覧い
ただきたいと思います。

　まず、本補正予算につきましては、国の補正予算に対応するため
に、平成２６年度当初予算から前倒しをして実施する事業を計上させ
ていただいたものでございます。

　それでは、内容につきましてご説明させていただきます。はじめに
歳入でございます。資料の１０ページをご覧いただきたいと思いま
す。１３款の国庫支出金、２項の国庫補助金、５目、教育費国庫補助
金、１の小学校補助金、４、学校施設環境改善交付金でございまし
て、３，３１３万円でございます。内容といたしましては、小学校耐
震化整備事業１，９４７万１千円、小学校プール改築事業１，３６５
万９千円でございます。

　続きまして、歳出でございます。資料の１２ページをご覧いただき
たいと思います。１０款の教育費、２項、小学校費、３目、学校建設
費、２、小学校耐震化整備事業１億５，８２５万円の増でございま
す。こちらにつきましては江面第一小学校校舎の耐震補強及び改修工
事に要する経費でございます。

　次に、１０の久喜小学校プール改修事業でございまして、３億１，
８００万円、こちらにつきましては、久喜小学校のプール改築に要す
る経費でございます。

　なお、小学校耐震化整備事業の江面第一小学校につきましては、平
成２６年度に着工するということで、２６年度につきましては、この
ほか久喜小学校、太田小学校、それから青葉小学校、青葉小学校は校
舎２棟ございますが、これら小学校４校で５棟の耐震化を完了する予
定でございます。耐震化の対象となる建物が１１３棟ございまして、
この５棟が終わりますと１１２棟の耐震化が完了いたしますので、耐
震化率は９９．１％という形になります。
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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

　残るは鷲宮地区の砂原小学校の１棟だけでございまして、こちらは
平成２７年度中に完了を目指しておりますので、国の目指すところの
平成２７年度までには１００％耐震化をするという予定で、今現在取
り組んでいるところでございます。

　それから、久喜小学校のプールでございますが、こちらにつきまし
ては現在設計業務を行っているところでございまして、今後、工事に
入っていくわけでございますが、平成２６年度の夏休みまでは現在の
プールで授業を行う予定でございます。今後につきましては、平成２
６年の８月から２７年の５月にかけまして工事を行う予定でございま
す。

　逐次こういった教育委員会の席で進捗状況等をご報告させていただ
きたいと思いますので、よろしくお願いします。説明は以上でござい
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。

鹿児島委員長 　砂原小学校は校舎ですか。

教育副部長兼
教育総務課長

　校舎でございます。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はありますか。

（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、「イ　平成２６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」、報告をお願いします。

吉田教育長 　こちらにつきましても、担当課長から説明を申し上げます。

教育副部長兼
教育総務課長

　次の平成２６年度の久喜市一般会計補正予算（第１号）でございま
す。資料をご覧いただきたいと思います。こちらにつきましても、先
ほどご説明したとおりでございまして、平成２５年度に前倒ししたも
のを減額するものでございますので、内容につきましては先ほど説明
をさせていただきましたので、割愛をさせていただきたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。

吉田教育長 　当初は来年度の当初予算ということで考えていたのですけれども、
前倒しができるということになったので、副部長から説明があったと
おり本年度分に前倒ししてしまうということです。

教育副部長兼
教育総務課長

　平成２６年度予算を減額とさせていただきます。そういうことでご
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５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

鹿児島委員長 　それでは、説明は以上でいいですね。

吉田教育長 　はい。

鹿児島委員長 　では、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 　これは何で前倒しができるようになったの。

教育副部長兼
教育総務課長

　国のほうの補正予算も通りましたし、県のほうからも前倒しできる
事業があればということがございましたので、財源を確保し速やかに
着手をできるようにということで、常に前倒し、前倒しで進めている
ところでございます。

吉田教育長 　前倒しにつきましては、ちょっとわかりにくいところがございます
ので、もう一度お話ししたいと思います。

　今、松本副部長からありましたとおりで、２５年度分が、繰り返し
になりますが、平成２６年度分の予算に計上していたものが、国から
の補助金とか、それから市のほうの考え方ということで、本年度分に
前倒しして繰り込むことができる、運用してよろしいということに
なって、そして補正予算という形でのせたわけです。

　そうしますと、平成２６年度から平成２５年度に前倒ししましたの
で、平成２６年度分を今度は減額させないと二重計上になってしまい
ます。

　そういうことで、平成２６年度の補正予算という形での減額補正を
するということが内容でございます。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はありますか。

（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９号　久喜市教育振興基本計画実施計画（案）
について」を上程し、これを議題といたします。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 　これまで教育振興基本計画、当面の５か年間については既に議決い
ただき、それに基づいて進めているところでございますけれども、単
年度ごとに実施計画を作る必要があるということで、これまでは、こ
の基本計画ができる前は、細かくひとつひとつの事業を全部載せたも
のを久喜市の教育に載せてきたわけです。その内容については、以前
もこの教育委員会にお諮りをさせていただきました。

　今度は名称を変えまして、久喜市教育振興基本計画実施計画という
ことで、平成２６年度、単年度分、来年度分の計画をこういうふうに
しますというようなことで細かく載せたものでございます。文言と
か、その辺は、表現がまだ不十分なところがあるかもしれませんの
で、その内容等も含めてのご審議をいただければというふうに思って
おります。

教育副部長兼
教育総務課長

　これにつきましては、去る１月２４日の委員会のほうに、協議事項
として提案いたしまして、その際に委員の皆様のほうからいろいろな
ご意見をいただきまして、それを踏まえつつ、事務局で再度見直しを
図りました。お手元のようにそれぞれ平成２６年度に取り組む具体的
な内容といたしまして、具体的施策、それから事業の概要という形
で、改めて精査をさせていただきましたものを、今回議案として上程
をさせていただきました。

　施策につきましては、全部で３８施策ありまして、取り組みについ
ては２１１となってございます。個々の説明につきましては時間の関
係で省略いただきたいと存じますが、内容につきましてまた改めて目
を通していただきまして、ご意見等あればいただきたいというふうに
思っております。

　これにつきましては、議決後速やかに議会へ報告、また市のホーム
ページ等を使いまして公表してまいりたいと思っていますので、よろ
しくお願いいたします。

【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 　議会は委員会報告なんですか。

教育副部長兼
教育総務課長

　常任委員会で説明をしまして、資料提供という形で配布します。

鹿児島委員長 　前回検討して、見直ししたということですから、これでよろしいん
じゃないかと思いますね、これは。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はありますか。

（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。
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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

【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　久喜市教育振興基本
計画実施計画（案）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　久喜市立図書館管理運営規則の一部
を改正する規則について」を上程し、これを議題といたします。教育
長の提案理由の説明を求めます。

吉田教育長 　久喜市立図書館管理運営規則の一部を改正するということでござい
ますが、内容については中央図書館長より説明を申し上げます。

鹿児島委員長 　中央図書館長。

中央図書館長 　それでは、議案の参考資料のほうでご説明をさせていただきたいと
思います。参考資料の１ページをご覧いただければと思います。新旧
対照表のほうをご覧いただければと思います。

　現在、図書館は貸し出し冊数について、現行１０点以内という形で
やっておるわけでございますが、実質は、もう合併以降２０冊という
ことで試行をしておりまして、増やした形で試行をしておったわけで
ございますが、近隣の市町村で制限なしという状況の図書館が出てき
ましたので、私どものほうでも、今までここ２年ぐらい読書週間の時
期とか、年末年始とかに制限をとって試行をしてみたのですが、あま
りトラブルも起きないということで、近隣の図書館も導入したという
ことで、思い切って貸し出し点数について制限なしということにした
いということで、今回規則を改正するということで上程をさせていた
だいたところでございます。

　第８条を見ていただきますと、この表の中で、図書、紙芝居、雑誌
については点数が１０点以内を、今度制限なしという形に変更したい
ということ。貸し出し期限については同じでございますが、点数につ
いて制限なしにしたいということでございます。

　ただし、視聴覚資料、ＣＤ及びＤＶＤ、あとビデオがございます
が、これにつきましては現行どおりということ。所有点数が尐ないと
いうこともありまして、これについては５点以内ということで、変更
なしということで考えております。
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

　それに伴いましてもう一点、第３項でございます。第８条第３項
に、「視聴覚教材教具の貸し出しを受けようとする団体は」というも
のがございまして、実は鷲宮の図書館だけ１６ミリフィルムを購入を
かつてしておったものがありまして、何点かあるのですが、その１６
ミリフィルムがかなりもう傷んでしまって、使用に耐えなくなってし
まいましたので、また、視聴覚の機械、映写機のほうも壊れてしまい
ましたので、もう貸し出しに耐えないということになりましたので、
この第３項と４項については削除をするということになりました。３
項、４項を削除いたしましたので、その分、下の５、６が繰り上がっ
てきまして、３、４、５というふうに新しい改正のほうでは繰り上
がっております。

　次に、附則でございますが、施行期日ということで、２６年の４月
１日から施行するということでございます。

　また、経過措置としては、この規則の施行の日以降の図書館利用に
係る手続から適用し、同日前の図書館の利用に係る手続については、
なお従前の例によるということでございまして、経過措置を載せてご
ざいます。

　それと様式でございますが、第８条に様式第４号がございました
が、それが先ほどの規定で削除になりましたので、以下の様式が全部
繰り上がっておるところでございます。内容については以上でござい
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１０号についての質疑をお受けい
たします。

坪井委員 　ＣＤは１枚とかと言われるのではないですか。

中央図書館長 　実は、ＣＤは２枚組とか、３枚組とか、物によってはあるのです。
ですから、それを１点という形で数えて貸し出しをしておりますの
で、２枚組をばらさずに、２枚組は１点という形で貸し出しをしてお
りますので、そういう意味で枚数ではなくて点数としております。

鹿児島委員長 　これは雑誌を、１０点以内だったと。今までは、１人が。

中央図書館長 　合わせてです。図書、雑誌とか全部含めて。

鹿児島委員長 　それを無制限。

中央図書館長 　はい。

鹿児島委員長 　ほかでやっているところあるのですか。

中央図書館長 　はい。近隣では、この近くで上尾、宮代あたり。かなりこの近辺で
始めたものですから。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

鹿児島委員長 　例えば返却遅れですか、そういうのはないですか。

中央図書館長 　今現在でもやはり貸出期限が１５日という期限がございますので、
それをやはり尐し延滞してしまうという方はいらっしゃいますけれど
も、それは電話の督促とかをしておりまして、なるべく延滞が尐なく
なるようにという形で、毎日延滞の督促をしておるというような状況
です。

鹿児島委員長 　返却ができない人はいない。

中央図書館長 　最終的に返さない人には、自宅まで取りに行ったりとかしておりま
すので。

榎本委員 　例えば世の中で言うブラックと言われる人、何回も延滞を繰り返す
人への貸し出しというのはどうなっていますか。

中央図書館長 　そういう方も中にはいらっしゃいます。やはりそれは延滞をした場
合に貸し出しを一時停止しますよという処置をしておりますので、そ
れによってその方がしばらく借りられなくなるというようなことも
やっておりますので。

榎本委員 　半年とか、１年とかですか。

中央図書館長 　いずれにしろ返さない本があるとずっと借りられない。返すまでは
借りられないようにはしております。システム上そうなっておりま
す。

鹿児島委員長 　現状の確認なんだけれども、例えば今は１０点以内、試行で２０点
以内なんですよね。それで、多い人で大体どのぐらい借りているんで
すか。２０点を超える人がいるの。

中央図書館長 　おります。春の子供読書週間と秋の読書週間と、あと年末年始はど
うしても休みが多いものですから、年３回無制限というのを今まで何
年かやっております。

鹿児島委員長 　無制限ですか。そうすると、多い人だとどのぐらい。

中央図書館長 　やはり年末年始とかは１人で３０冊とか借りていく方はいらっしゃ
います。ただし、物が全部読み物ということではなくて、絵本がかな
り多いとか、あるいは雑誌とか、あるいは実用書といって料理の本と
か、そういうものは必要な部分しか見ませんので、全部通して見るわ
けではございませんので、この料理をするために、例えばおせちの本
とか、そういう形で借りていくものですから、全部読み切る必要はな
い本も含めてということでございます。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

髙木委員 　借りる方の本人確認みたいなのはどういう形で。

中央図書館長 　最初に利用券をつくるときに、まず住所とかを確認できるもの、免
許証あるいは保険証あるいは住基の関係のほうで出しているものと
か、あるいはパスポートとか、そういうもので必ず最初に確認をとら
せていただいていまして、それで初めて利用券がつくれるという形に
しております。

榎本委員 　はじめての方でも無制限に借りられるようになるわけですか。

中央図書館長 　これがきょう議決いただいたら、４月以降からそのようになりま
す。

吉田教育長 　それでも５０冊、１００冊という人はいないと思いますよ。

中央図書館長 　そういう方はいらっしゃらないです。

鹿児島委員長 　せいぜい借りても３０冊くらいじゃないですか。

中央図書館長 　そうですね。せいぜい借りても３０冊。貸出期限が１５日というの
は変わりませんので、そんなに借りていくということはちょっと考え
づらいです。

鹿児島委員長 　それだから無制限にしても大丈夫だということなんだ。

中央図書館長 　はい。

吉田教育長 　そういう時代になってきたかなという感じがします。

中央図書館長 　さいたま市でもやっているのですけれども、そんなにトラブルはな
いというようなことです。

鹿児島委員長 　大学の図書館でも２０冊くらいが限度ですかね。

吉田教育長 　あれだけ巨大な市でもそうなんですよね。要するに借りる人口自体
が減ってきているので、その中でも好きな人は、今言ったように何十
冊も借りる人もいれば、ほんのわずかきりしか借りない人もいる。そ
うすると貸出冊数が全体的に減尐になってしまうということがあるの
です、そういう制限を続けていくと。そういう意味からすると、やっ
ぱり無制限の方向になってしまうということです。

鹿児島委員長 　びっくりした。そういう時代なのかな。

吉田教育長 　そういう時代が来ているのかなと。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

中央図書館長 　かつては本当に３冊とか、５冊とかという時代がありましたけれど
も、今の時代は。

鹿児島委員長 　今の館長の説明みたいに、小説を借りて、はじめから終わりまで読
むとか、そういうスタイルではない。

中央図書館長 　ではないです。

鹿児島委員長 　必要なところだけ見ると。

中央図書館長 　はい。

鹿児島委員長 　だから何十冊になるんだ。

中央図書館長 　それと紙芝居とか絵本とかは、すぐに読み切ってしまいますので、
いっぱい借りたいということもあります。

鹿児島委員長 　ほかに質問はありますか。

（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１０号　久喜市立図書館管
理運営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。

【会議の非公開】

鹿児島委員長 　議案第１１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。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

鹿児島委員長 　それでは、「議案第１１号　久喜市任期付市費負担教職員の任用に
ついて」を上程し、これを議題といたします。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、次回の定例委員会の日程でございます。第１案といたし
まして、３月１３日ということでいかがでしょうか。

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。

髙木委員 　木曜日ですね。僕は申し訳ないのですが。

鹿児島委員長 　第２案は。

教育副部長兼
教育総務課長

　第２案といたしまして、３月１８日の火曜日なのですが、よろしい
でしょうか。

髙木委員 　何時からでしょうか。

教育副部長兼
教育総務課長

　１時半を予定しています。

髙木委員 　１８日も１時から久喜市の発達相談というのがあるんですよ。

吉田教育長 　そういうことであれば時間をずらして、午前中ということでもいい
んじゃないですか。１３日の午前中はどうですか。

髙木委員 　木曜日は休診なので、僕は大丈夫ですが、皆さんは大丈夫ですか。
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審　議　会　等　会　議　録

鹿児島委員長 　それでは午前１０時くらいはいかがですか。

（問題なしとの声あり）

鹿児島委員長 　では、午前中にやりましょう。

鹿児島委員長 　それでは、次回の定例委員会は、３月１３日、木曜日。時間は午前
１０時からとさせていただきます。詳細は追って事務局からお知らせ
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２６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　髙木　　学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　森田　洋輔

平成２６年　３月１３日
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