
会 議 の 名 称 平成２６年久喜市教育委員会第５回定例委員会

開 催 年 月 日 平成２６年４月２３日（水曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後２時２８分まで

開 催 場 所 菖蒲コミュニティセンター　ボランティアビューロー

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、結城参事兼指導課
長、中山参事兼生涯学習課長、岡田学務課長、渋谷文化財保護課長、
尾崎中央公民館長、太田中央図書館長、甲田教育総務課総務係長、森
田教育総務課担当主査

（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　久喜市スクールソーシャルワーカーの委嘱について

　　　ウ　久喜市適応指導教室指導員の委嘱について

　　　エ　久喜市適応指導教室相談員の委嘱について

　　　オ　平成２６・２７年度久喜市教育委員会研究委嘱について

　　　カ　久喜市立図書館への指定管理者制度の導入について
　　　　　（答申）

（４）議事

　　　議案第１６号　久喜市教育委員会表彰について

　　　議案第１７号　久喜市学校給食審議会委員の委嘱について

　　　議案第１８号　久喜市文化財保護審議会委員の委嘱について

　　　議案第１９号　久喜市文化財保護審議会への諮問について

（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 　それでは、皆さん時間になりました。先ほどご紹介いただきました
とおり、事務局のメンバーチェンジも何名かあったようですけど、新
しい年度に入りました。また新たな気持ちで教育行政に努めてまいり
ましょう。

　それでは、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２６年久喜市教育委員会第５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、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、教育総務課森田担当主査にお願いします。

【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３月１３日に
開催いたしました、第３回定例委員会及び平成２６年３月２０日に開
催いたしました、第４回臨時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。
　お手元の会議録につきまして、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 　教育長報告のアからエにつきましては、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、「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　久喜市スクールソーシャルワーカーの委嘱につ
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、「ウ　久喜市適応指導教室指導員の委嘱について」、
報告をお願いします。

吉田教育長 　申し訳ないのですが、その次のエにつきましても、関連したもので
ございますので、できれば一括して報告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、「エ　久喜市適応指導教室相談員の委嘱
について」と併せ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）
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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 　再開いたします。

鹿児島委員長 　続きまして、「オ　平成２６・２７年度久喜市教育委員会研究委嘱
について」、これの報告をお願いします。

吉田教育長 　毎年でございますが、久喜市の教育委員会としてそれぞれ該当の学
校に２年間にわたる研究を委嘱しているところでございます。昨年度
に平成２５年度・平成２６年度の２年間で研究を委嘱した学校が右側
の７ページになります。

　このたび、新たに平成２６年度と平成２７年度の研究委嘱を受ける
学校が左側の６ページに載っているわけです。内容につきましては、
指導課長が説明を申し上げます。

参事兼指導課長 　平成２５年度・平成２６年度につきましては、本年度、それぞれ発
表されることになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　そして、６ページの今年度、平成２６年度から平成２７年度までの
委嘱ということで、全部で８校が手を挙げて参加しております。

　三箇小学校では、学力向上を課題として、理科、算数において「自
ら考える楽しさを実感できる児童の育成」ということで、２年間の委
嘱を受けております。

　栢間小学校のほうは、人権教育を課題として、「一人一人のよさが
輝く人権教育の推進」ということで、２年間の研究を委嘱しておりま
す。

　栗橋小学校につきましては、体力向上と健康教育ということで、体
力が落ちているということもあります。それから、体育主任が意欲的
に取り組んでいるということもありまして、子どもたちに体力をつけ
させたいということで、２年間の委嘱を受けております。

　桜田小学校は学力向上ということでございます。算数科を中心に意
欲的に学び、自分の考えを深める子の育成ということで、昨年度まで
指導課長をしておりました、山本先生が校長としております。山本先
生は数学の専門家ということで、研究に取り組むところでございま
す。

　それから、小中一貫教育ということで、今、非常に小中一貫教育と
いう言葉が叫ばれているところでございます。栗橋地区では、今後学
力をさらに高めていきたいということで、９年間を見通したカリキュ
ラムを作成して、取り組んでいくということで委嘱を受けておりま
す。

　鷲宮西中学校は道徳教育でございます。「夢や希望の実現に向けて
自立しようとする生徒の育成」ということで、道徳の時間と学級活動
を車の両輪に例えて、真の学力を育ませることを狙いとして、この主
題を設定したということでございます。なお、校長は以前学務課にお
りました堀内俊吾先生で、道徳の大家ということもありますので、こ
の２年間研究を進めていくということを聞いております。以上でござ
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 　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
受けいたします。

吉田教育長 　補足になりますが、栗橋の３つの学校に小中一貫教育として研究を
委嘱したところでございますが、これまでの経緯について述べさせて
いただきます。

　一昨年になりますが、鷲宮中学校と砂原小学校が一緒に研究したい
ということで、小中連携について研究し、その成果を発表しました。
その内容が非常に優れておりましたので、両校の研究を中心にして、
全市的に小中連携を強めてほしいということで、これまでも指導して
きました。

　そういった経緯の中で、非常に進んだ地区がほかにもいくつかあり
まして、そのうちのひとつが久喜中学校区の久喜小、久喜北小、本町
小。この小・中学校４校でやったのが非常に進んでいます。先ほど９
年間のカリキュラムを作成するということがありましたが、ここは昨
年度にほぼカリキュラムが完成しています。そこまで進んでいる学校
はほかにないくらいなんですね。

　そして、今回委嘱する栗橋の３小・中学校は、連携はしているけれ
どそこまではいってないというところなんですね。そこで、この３校
は小中一貫の研究の委嘱を受けるにあたっては、カリキュラムを全部
作って、久喜中学校区のような、あるいはそれを超えるような内容ま
で高めていきたいというような狙いを持っております。

　そういうことで、今までそれほどでもなかったところが、グンと上
がってくれば、どこの地区でも小中一貫という考え方での連携が進む
のではないかという期待を教育委員会事務局でも持っておりますの
で、そういったこれまでの流れと見通しと考え方で、この３つの学校
にお願いしたということでございます。

鹿児島委員長 　小中一貫教育は非常に重要なことでね、どこの地区でも前からやっ
てますからね。ぜひとも、カリキュラムまでできて、そういった勉強
会なんかもできればいいですね。どうしても、小学校と中学校は垣根
がありますから、そういったところからも教員間の垣根を取り外すこ
とができれば研究が進むと思いますね。ぜひとも、小中一貫教育は教
育委員会の重点課題として指導課でも指導していただけたらと思いま
す。

吉田教育長 　そういうことで、進めさせていただきたいと思います。

鹿児島委員長 　力をいれてやってください。それと、募集課題というのがあります
よね。これは、教育委員会のほうで課題を掲げて、それに合った学校
に手を挙げてもらって研究をやってもらうということですよね。

参事兼指導課長 　そうです。

鹿児島委員長 　その中に小中一貫教育が入っているということですよね。
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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 　はい。

鹿児島委員長 　よろしいでしょうか。

（はいとの声あり）

鹿児島委員長 　それでは、質問を打ち切ります。

鹿児島委員長 　続きまして、「カ　久喜市立図書館への指定管理者制度の導入につ
いて（答申）」、これの報告をお願いします。

吉田教育長 　このたび、答申を受けたということなんですが、概要を尐し私のほ
うから説明をさせていただきまして、内容につきましては、図書館長
から詳しく説明をさせていただきたいと思います。

　こちらにつきましては、法規的には、諮問・答申は図書館長が行う
ことになっております。図書館長が諮問し、図書館長が答申を受け
る、そういう仕組みになっております。

　そのようなことから、今回、図書館長が諮問をし、答申を受けたと
いうことでございます。

　今回、図書館協議会では、何回にもわたって委員の皆様方に協議を
していただきまして、そして、指定管理者制度を導入しているところ
にも視察に行って、いろいろな角度から議論していただいて、その結
果の答申ということでございます。

　その答申の内容につきましては、図書館長から説明を申し上げま
す。

鹿児島委員長 　では、お願いします。

中央図書館長 　説明させていただきます。久喜市立図書館への指定管理者制度の導
入に関します答申が、今年の３月２８日に図書館協議会からなされた
ということでございます。

　経過につきましては、まず答申書の５ページをご覧いただきたいと
思います。今、教育長からお話しがありましたとおり、４回の会議
と、１回目と２回目の間の１月１７日に現地視察ということで、吉川
市立図書館、それから春日部市立庄和図書館に行きました。

　春日部には複数館ございます。吉川市のほうは単館でございまし
て、１箇所しかございません。春日部市立庄和図書館につきまして
は、元の庄和町の役場のところにある図書館でございます。吉川のほ
うは完全に指定管理者、単館でおまかせをしたところでございます。
それから、春日部のほうは、中央館は直営で市が運営をしておりまし
て、庄和図書館を指定管理者にお願いをしている状況です。したがっ
て、視察に行きました庄和図書館は、指定管理者にお願いをしている
館でございます。
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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

　答申につきましては、４回の会議と１回の現地視察を踏まえまして
なされております。

　そうしまして、この答申の結論から申し上げますと、左側の４ペー
ジの末尾に書かれてありますように、久喜市立図書館への指定管理者
制度導入は、見送ることが望ましいとの結論になりました。

　この理由でございますが、後ろから追っていただく形で大変恐縮な
んですが、３ページにおきまして、一般的な公共図書館の在り方と指
定管理者制度についての課題・問題点としまして、図書館運営の継続
性、これは資料収集の一貫性ということですが、それから図書館の公
共性、大前提として利用料が無料であるということで、民間の利益追
求、利潤追求にはなじまない点があるのではないかということがあり
ます。

　それから、全国におきます指定管理者制度の導入状況がまだ低いと
いうようなこと、また、４ページにおきまして、本市における指定管
理者の導入に関しての問題点としまして、コンピューター管理による
図書館システムの費用の削減が図れないことがあります。指定管理者
制度にしても専用のシステムを使用します。そのコンピューターの費
用というのは、経常経費的なものですので、削減が図れないのではな
いかということでありました。

　それから、図書館システムの統一が図れない可能性があるため、仮
に一部を指定管理者にして、市の直営館と指定管理者の管理する館で
別のシステムとなった場合、１枚の利用券でどこでも利用できると
いった利便性が失われる可能性がございます。別のシステムにしても
経常経費はかかりますし、同一のシステムにしても同じように経常経
費はかかります。そういった面で利便性が損なわれる、同じ市で２枚
のカードを使わなくてはいけなくなる可能性があるというお話がござ
いました。

　それから、現在本市において図書館サービス基本計画と子ども読書
活動推進計画が進行中でありますが、指定管理者制度となった場合、
この進行管理をどのようにするのかという課題があります。どう行っ
ていくかという問題が起こりますので、このようなことが４ページに
掲載されております。

　それから、学校やボランティアとの関係におきまして、指定管理者
制度となった場合、連携が図れるかということについて懸念されると
いうことがあります。

　以上の理由から、見送ることが望ましいという結論になっておりま
す。以上です。

鹿児島委員長 　ありがとうございました。それでは、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 　吉川と春日部に行ったのですよね。そこへ行って、実際に指定管理
をやってみてのメリットとデメリットは何だと言ってましたか。
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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

中央図書館長 　春日部市のほうでは、春日部市の職員が庄和の図書館に出向いても
らいまして、指定管理者とともに話しをさせてもらったのですが、
はっきり言いまして悪い話しはそんなに出ませんでした。

鹿児島委員長 　それで、メリットはどうなんですか。

中央図書館長 　開館時間とかがありましたが、庄和の図書館は合併後に開館したと
ころで、開館と同時に指定管理者にしたものですから、比較ができな
いんだそうです。以前に直営でやっていて、その後、指定管理者にし
たところではないんです、庄和は。開館の時点から指定管理で行こう
ということで、合併と同時に立ち上げたということのようでした。そ
このあたりで、比較の対象として適切なものがなかなかないとのこと
です。

　一方の吉川、こちらについては、直営から指定管理にしたところで
すが、開館日数が増えたとのことです。ただ、それが目に見えてよく
なったかというと、実際に数字としては表われにくいとのことです。
それについては、ホームページにも公開しているのですが、指定管理
にして大幅に費用が下がるとか、司書の配置率が上がるとか、そう
いったことは指定管理にしたところによってバラバラです。

　それから、指定管理者にすると間違いなく広がるのは、開館時間数
とか開館日数は広がる可能性が高いのですが、それ以外のメリットが
あるかと言うと、金銭的な面ではそれほど比較の対象がなかなか、人
件費を結局削減するしかないということみたいなんです。

　結局、先ほども申し上げたとおり、図書館は無料が大前提でござい
ますので、事業をやったとしても現地集合だったり、市のバスを使っ
たりして、交通費がかからないものですから、保険料程度でお金があ
まりかかりません。そして、図書の貸し出しも当然無料ですから、そ
うすると営利が見込めないということがあります。

鹿児島委員長 　そうすると、吉川のほうは指定管理をしないほうがよかったと言っ
ているのですか。

中央図書館長 　そこまでは言っていないです。

鹿児島委員長 　そういうところもよくまとめて、把握しておいたほうがいいです
ね。

吉田教育長 　検討するに至った経緯についても部長から尐しお願いできますか。

教育部長 　今回、図書館協議会へ諮問した流れというのは、以前の教育委員会
でもお話しが尐しあったかと思いますが、市のほうの行革の方針の中
で、図書館については具体的に指定管理者制度に移行することを検討
するということで、久喜市全体の計画に盛り込まれた案件となってい
ます。
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　そして、議会の一般質問でもそのことについてはどうするんだとい
う質問があったわけなんですが、私のほうでは、図書館協議会の意見
などもしっかりと聴いて、それについては今後対応していくとお答え
しておりまして、議会答弁では指定管理にする・しないという発言は
していないんです。段階的にやっていきますということです。

　そこで、今回正式に諮問して、このような答申が協議会からあった
わけですので、教育委員会の議題としてではないんですけど、教育委
員のお立場でこの答申いただいた内容について、それぞれご意見をい
ただければ、そういったものも踏まえながら、市の計画について検討
したけれども、教育委員会としてはこういう形で行きたいということ
を、市のほうに返答しないといけないかなと考えております。ですか
ら、この件については、委員さんのほうで答申の内容を踏まえて、ご
意見をいただければありがたいなと思っておりますので、委員長のほ
うにそのあたりをお願いしたいと思っております。

吉田教育長 　ただ、今日の今日ということでもないです。

鹿児島委員長 　それでも、今感じたことがあれば言ってもらったほうがいいですよ
ね。

吉田教育長 　それはお願いします。

鹿児島委員長 　それでは、私からはじめにお話ししますが、今年度から生涯学習課
の体育施設を指定管理にしましたよね。そういったところは、効率性
とか費用の面とか、予算の面から考えても、指定管理にするメリット
があるのでしょうけど、図書館の場合は、先ほども話しが出ましたけ
ど、公共性とかそういったものを考えた場合、これはなじまないと思
いますね。

　実際に指定管理をやっている施設を見に行っているわけですから、
見に行ったところがどうだったのか、そのあたりをよく把握しておい
たほうがいいですね。

　やはり公共の図書館ですから、指定管理にすれば経費を抑えるため
に、人件費なんかも関わってきますよね。場合によってはプロパーで
ない方も入ってくるわけですよね。そのあたりもどうなのかなという
気もします。市民の方が借りに来た場合、適切な応対ができるのかと
いうことも危惧するところですね。

鹿児島委員長 　髙木先生はどうですか。
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髙木委員 　サービス的には向上するかもしれませんけど、図書の内容的なも
の、例えば、こういうことが起こるかはわかりませんけど、先日、学
校の図書で「はだしのゲン」の問題がありましたよね。そういったこ
とが起こったときに、指定管理にしたことで、教育委員会の意向が反
映しにくくなるということにならないかという心配がありますので、
しばらくは直営で様子を見るということで、他の地域の指定管理の導
入状況を見て、良い結果が出れば検討するということが無難ではない
かと思います。

鹿児島委員長 　榎本先生はどうですか。

榎本委員 　そもそも、税金で賄っている公共施設ということで、第一は納税者
の欲しているところにあるのかなと思います。それを、われわれ教育
委員会は、納税者に対してよりよいサービスを提供するというのが根
本にはあると思いますので、指定管理者にするということが、納税者
なり市民の意向であるということであればいいんですけど、こういう
システムがあること自体があまり広く知られていないのではないかと
思います。

　先ほど、鹿児島委員長からもありましたように、近いところで指定
管理者を導入しているところが現実的にあるんですから、いざ市民の
方から尋ねられたときに、久喜はこれこれ検討した結果、こういう方
針で行くということを説明できるようにしておかないといけないと思
うんです。

　ただ、将来的には指定管理にするにしても、現実としてはあまり事
例がないものですから、現段階としては直営でやるのが望ましいので
はないかと思います。

鹿児島委員長 　ありがとうございました。坪井委員さんはどうですか。

坪井委員 　やはり目的とするものが、経費削減や市民への利便性ということ
で、そういった効果が明らかになれば、指定管理の導入をしたほうが
いいと思うんですけど、答申のように既にシステムが導入されていま
すし、公共性あるいは学校や他の機関との連携等も考えなければなら
ないと思うんですね。そういったことを考えると、指定管理者を導入
する段階ではないのではないかと考えます。

鹿児島委員長 　ありがとうございます。部長に尐し確認したいのですけど、指定管
理にして、また直営に戻ったところというのはあるんですか。

教育部長 　あります。

鹿児島委員長 　そういったところも、研究すれば参考になると思いますね。

吉田教育長 　次回までにそういったところの資料をまとめて提供しますので、そ
ういったものを踏まえて再度協議をお願いしたいと思います。
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鹿児島委員長 　概観的なものは、今、各委員さんがおっしゃったとおりだと思いま
すが、それぞれの委員の意見が裏付けられる資料があれば、提供をお
願いしたいですね。

教育部長 　今の委員長のお話しの部分なんですけど、全国での指定管理の導入
がだいたい１０パーセントくらいで、このあたりが多いか尐ないかと
ういうのは、多いという方もいれば尐ないという方もいます。

　もう一つは、指定管理にしてもまた直営に戻しているところがある
とも聞いております。その理由の中には、図書館について指定管理を
受ける業者として、収益性がないということもありますが、民間が参
入するにあたって適当な業者が育っていないという事実があります。

　ですから、多くのところが、図書の流通関係の事業者が指定管理と
なっているようですが、自治体が指定管理に移行しようとして、公募
したところ、実際は図書にあまり精通していない事業者が受託して、
やってみたら本来求めているサービス向上とか、費用の面での削減、
こういった効果が見られないので、そういうことであれば直営でいい
ということで、直営に戻したところもあると事例として聞いておりま
す。

　ということで、図書館の業務を受ける事業者が育っていないという
ことがあります。そういったデータも次回の会議にはお示ししたいと
考えております。

吉田教育長 　よろしくお願いします。

鹿児島委員長 　わかりました。ほかに何かございますか。

（なしとの声あり）

鹿児島委員長 　なしとの声がありましたので、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。

鹿児島委員長 　日程第４、議事に入ります。

【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、これより会議を非公開とさせていた
だきます。
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鹿児島委員長 　はじめに、「議案第１６号　久喜市教育委員会表彰について」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 　続きまして、「議案第１７号　久喜市学校給食審議会委員の委嘱に
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 　続きまして、「議案第１８号　久喜市文化財保護審議会委員の委嘱
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 　以上をもちまして、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１９号　久喜市文化財保護審議会への諮問に
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 　このたび、合併後からいろいろと懸案になっているものがございま
して、それぞれの内容等について、久喜市文化財保護審議会へ諮問を
するということでございます。その内容については、９ページにある
のですが、それぞれの内容につきましては、担当課長が説明を申し上
げます。

鹿児島委員長 　お願いします。

文化財保護課長 　それでは、議案第１９号につきまして、ご説明申し上げます。９
ページをご覧いただきたいと思います。文化財保護課では、指定文化
財の名称表記につきまして、旧市町による差異が大きいことから、指
定文化財の適切な維持管理を図ることを目的に、これまで台帳の見直
しを進めてまいりました。

　また、これに併せまして、文化財保護審議会におきましても、２回
にわたり委員の皆様から意見聴取を行ってきたところでございます。
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　このたび、指定文化財の名称表記について事務局案がまとまりまし
たため、久喜市文化財保護条例第５条第４項の規定に準じ、文化財保
護審議会へ諮問しようとするものでございます。

　今回の見直しの要点といたしましては、２点ほどございまして、ま
ず１点は、指定文化財として国・県に準じた適切な表記にすること。
２つ目は、市内の表記の統一を図るということ。この２点に絞って行
いました。

　対象となりました文化財は、７２点あります市指定文化財のうちの
１９点でございまして、内訳は、旧久喜市が２点、旧菖蒲町が３件、
旧栗橋町が１１件、旧鷲宮町３件でございます。

　特に今回問題となりましたのが、旧久喜市指定第２３号、上から２
つ目になりますが、「ナシの記念碑」でございます。「ナシの記念
碑」という名称では、埼玉梨の元祖と言われております五十嵐八五郎
の功績が伝わらないということで、いろいろと意見を出していただい
た結果、「埼玉梨の功労者五十嵐八五郎報恩碑」となった次第でござ
います。

　このほかの主な変更の内容を申し上げますと、天然記念物の植物に
つきましては、正しい名称とするとともに、原則カタカナ表記といた
しました。有形文化財の仏像につきましては、木造・石造・銅像など
というように、原材料を頭に付し、最後に坐像・立像などというよう
に、その姿勢を付すものといたしました。

　また、円空作の仏像につきましては、「円空作○○」というように
表記を統一いたしました。

　そのほか、不要なまる括弧、かぎ括弧を外すとともに、誤った表
記、紛らわしい表記を修正する見直しを行ったところでございます。
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。それでは、議案第１９号について、質疑
をお受けいたします。

吉田教育長 　こういう表記でよいかというのを諮問するわけですが、例えば下か
ら２番目の旧渡辺多門家の楠木というのがありますが、これは実際に
行ってみるとクスノキなのかなという感じを受けるんですね。私たち
が普段見ているクスノキとは違うんです。それでよくよく見てみると
タブノキではないのかという話しになってきて、タブノキを調べてみ
るとクスノキの一種ということが書いてあるんですね。そうすると間
違いではないけれども、あの木を見てクスノキと思う人はそんなには
いなんじゃないかと思うんですね。
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教育部長 　クスノキだと広すぎて、樹種としてもう尐し特定したほうがいいの
ではないかということです。一般的に言うクスノキではないというの
はわかっているのですが、クスノキの仲間かなという程度としてのも
ので、どういった経緯で「楠木」と表記されているかは、はっきりし
ないのですが、今回、事務局案を作る段階では、より正確な名称でと
いうことで、タブノキのほうがということで、これで審議会に諮問し
たいという考えでおります。

鹿児島委員長 　タブノキはクスノキの一種なんですか。

吉田教育長 　事典だとそうなっています。

教育部長 　属目だとクスノキ科の一種になっています。

吉田教育長 　クスノキ科のタブノキです。ダブノキは属目でいうと最終の名称で
すよね。

文化財保護課長 　はい。

吉田教育長 　実際、このあたりでタブノキはあまりないですよね。

文化財保護課長 　そうですね。このあたりですと、菖蒲の南蔵院にありますが、あま
り見られないですね。

吉田教育長 　あと、中央公民館にもありますよね。

中央公民館長 　あります。

鹿児島委員長 　でも、これはよくわかりましたね。

教育部長 　前から話しが出ていたところです。鷲宮町史をやっていた頃から、
「正式にはダブノキなんだよね」という話しは出ていました。

榎本委員 　名称変更したら、看板はどうなりますか。

文化財保護課長 　看板は修正いたします。

鹿児島委員長 　表の一番下にありますけど、「銅製」というのを「銅造」に変えて
いますね。この変えた意味はどういったわけですか。
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文化財保護課長 　現行は「銅製」なわけなんですけど、表の上のほうを見ていただき
ますと、例えば「木造」という表記がございます。これは木で造った
ものでございますので、「木造何々」と表記しております。要するに
「造」と表記することが通例でございまして、「銅製」というあまり
使わない言い方で表わしているものですから、一般的な国とか県の文
化財の名称を見ていきますと、これは「銅造」ということになります
ので、この際ですから直そうということにしたわけです。

教育部長 　頭に「石」とか「木」とかを表記するときには、みんな「造」なん
ですね。

吉田教育長 　こういったことを諮問して、専門的な見地から議論していただい
て、答申を受けて、正式に決めていきたいということでございます。

坪井委員 　指定の番号が旧市町の番号となっていますが、この名称の整理が終
わったときは、新しい久喜市の指定として番号が付されるのですか。

文化財保護課長 　この番号は変わりません。これは、旧市町の指定をそのまま受け継
いでおりますので、今後、新たに久喜市で指定した場合は、新しい番
号を付しますけど、旧市町で指定されたものにつきましては、この指
定番号というのは変わりません。

鹿児島委員長 　合併したからといって変えるものではないんですね。

文化財保護課長 　はい。ですから、指定書の再交付といったこともございません。

坪井委員 　その場合に、その指定文化財が災害とかで破損したときの修理とか
はどうなりますか。

文化財保護課長 　修繕につきましては、補助金の交付要綱がございまして、該当する
事例であれば、予算措置をして対応してまいりたいと考えています。

教育部長 　指定番号については、議会の一般質問でも出ておりまして、合併し
て旧市町名が入っているものは、新久喜市として統一しないのかとう
質問がありましたが、先ほどと同じように、それぞれの番号を文化財
として新市が全部引き継ぐというような流れの中でやったということ
がありますので、変えないと答弁しております。

　これには変えたときの不都合というのがありまして、例えば、市が
まったく違う名称になれば、１番から新たに付番できるのですが、久
喜市では、「久喜市指定」というのが既に１番から付されています。
そうすると、旧町のものを指定し直したときには、既にある久喜市指
定の後の番号を付すような形になります。通常、番号というのは、そ
れぞれの市町での指定した順、古い順番なんですね。ところが、ひと
つの指定番号にすると、その時系列が全部狂ってしまうということが
あります。
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　そういったことがありまして、旧市町で指定した番号は変えないと
いうことにしております。議会でも変えないことについて、それ相応
の答弁や説明をさせていただいたという経緯がございます。

吉田教育長 　全国的に見ても、そういった流れでやっているのですよね。

教育部長 　そうですね。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございますか。

（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、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１９号　久喜市文化財保護
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。

【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、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すけども、事務
局から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、５月２１日、水曜日。午後１時
３０分から、場所はここ、菖蒲コミュニティセンターボランティア
ビューローでお願いいたします。

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。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　それでは、次回の定例委員会は、５月２１日、水曜日。時間は午後
１時３０分からとさせていただきます。詳細は追って事務局からお知
らせいたします。
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【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５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　５月２１日
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