
会 議 の 名 称 平成２６年久喜市教育委員会第７回定例委員会

開 催 年 月 日 平成２６年６月２７日（金曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後１時５１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、柿沼光夫各委員

欠 席 委 員 氏 名 なし

説明者の職氏名 柿沼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、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　久喜市教育活動指導員の委嘱について

　　　イ　久喜市教育活動支援員の委嘱について

　　　ウ　久喜市教育集会所運営委員会委員の委嘱について

（４）議事

　　　議案第３４号　久喜市幼児教育研究協議会委員の委嘱又は任命
　　　　　　　　　　について

　　　議案第３５号　久喜市指定文化財の名称変更について

（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（人事案件を含む案件のため）

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。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２６年久喜市教育委員会第７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 　本日の会議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２６年５月２１日に
開催いたしました、第６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。
　会議録について、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 　教育長報告アからウ及び議案第３４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。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 　続きまして、「イ　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 　続きまして、「ウ　久喜市教育集会所運営委員会委員の委嘱につい
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 　それでは、以上で教育長報告を終了といたします。

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３４号　久喜市幼児教育研究協議会委員の委嘱
又は任命について」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。
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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 　続きまして、「議案第３５号　久喜市指定文化財の名称変更につい
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。

柿沼教育長 　議案書３ページをご覧いただければと思います。議案第３５号、久
喜市指定文化財の名称変更について、ご説明申し上げます。

　指定文化財の名称変更につきましては、平成２６年４月２３日に開
催されました、第５回の定例委員会におきまして、久喜市文化財保護
審議会への諮問を議決いただいたところでございます。

　その後、当該審議会へ諮問し、このたび、答申がありましたことか
ら、別紙のとおり名称を変更することにつきまして、議決をお願いす
るものでございます。

　なお、変更内容等につきましては、文化財保護課長からご説明申し
上げます。

鹿児島委員長 　文化財保護課長、お願いします。

文化財保護課長 　それでは、議案第３５号、久喜市指定文化財の名称変更についてご
説明申し上げます。

　まず、これまでの経緯を簡単にご報告申し上げますと、文化財保護
課では、指定文化財の名称表記につい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、台帳の見
直しを進めるとともに、文化財保護審議会におきまして２回にわたり
委員からの意見聴取を行ってきたところでございます。

　このたび指定文化財の名称表記の変更について、事務局案がまと
まったことから、文化財保護審議会へ諮問し、同日の会議におきまし
て答申をいただいたものでございます。

　今回の見直しの要点といたしましては、１つ目として指定文化財と
して国、県に準じた適切な表記にすること。２つ目として市内の表記
の統一を図ること。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件ある市指定文化財のうちの１９点でございまして、
内訳は久喜地区２件、菖蒲地区３件、栗橋地区１１件、鷲宮地区３件
でございます。

　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、正しい名称にするとともに、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・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という見直しを行ったところでござい
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

　本日の定例会におきましてご決議をいただきましたならば、指定書
の再交付を行うとともに、説明板の修正を行う予定でございます。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３５号について、質疑
をお受けいたします。

髙木委員 　今回の内容は、４月の諮問の内容と同じですか。変更はありました
か。

文化財保護課長 　変更はございません。

鹿児島委員長 　文化財保護審議会で特に多く出た意見は何かありましたか。

文化財保護課長 　やはり上から２つ目の「埼玉梨の功労者五十嵐八五郎報恩碑」につ
きまして、いろいろと意見が出たと聞いております。

鹿児島委員長 　円空は有名ですよね。

文化財保護課長 　はい。円空は、全国に１２万体と言われているぐらい非常に多く残
しているんです。

鹿児島委員長 　みんな円空なんですか。

文化財保護課長 　はい。円空作が１２万体とも言われておりまして、ただ発見されて
いるのは、そのうちの五千数百体が確認されているところでありま
す。当然にせものも多く見つかってございます。現在、久喜市内には
２体ございます。

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３５号　久喜市指定文化財
の名称変更について」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。
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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

【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、第１案が７月１７日の木曜日です。時間は午後１時半か
らということですが、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。

髙木委員 　ちょっと都合が悪いです。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、第２案といたしまして、７月２２日の火曜日なんです
が、時間は同じく午後１時半からです。いかがですか。

鹿児島委員長 　髙木先生はいかがですか。

髙木委員 　大丈夫です。

鹿児島委員長 　榎本委員さんはどうですか。

榎本委員 　僕は大丈夫です。

鹿児島委員長 　坪井委員さんはどうですか。

坪井委員 　大丈夫です。

鹿児島委員長 　それでは、２２日でお願いします。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、次回の定例委員会は、７月２２日、火曜日。時間は午後
１時３０分からとさせていただきます。場所につきましては、菖蒲コ
ミュニティセンター第５集会室、この場所でお願いします。

　詳細につきましては、ご通知申し上げます。よろしくお願いいたし
ます。

鹿児島委員長 　よろしくお願いします。

【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７回定例委員会を
閉議、閉会といたします。
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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

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　坪井喜代子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　森田　洋輔

平成２６年　７月２２日
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