
会 議 の 名 称 平成２６年久喜市教育委員会第８回定例委員会

開 催 年 月 日 平成２６年７月２２日（火曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後２時４９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、田中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、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、海老島生涯学習課課長補佐兼スポーツ振興係長、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　平成２６年６月定例議会市政に関する質問（教育委員会関
　　　　　係）について
　　　イ　久喜市教育活動指導員の委嘱について

　　　ウ　久喜市教育活動支援員の委嘱について

　　　エ　久喜市教育相談員の委嘱について

（４）議事

　　　議案第３６号　平成２７年度使用久喜市立小学校用教科用図書
　　　　　　　　　　の採択案について
　　　議案第３７号　久喜市栗橋町史編さん委員会委員の委嘱につい
　　　　　　　　　　て
　　　議案第３８号　久喜市障がい児就学支援委員会委員の委嘱又は
　　　　　　　　　　任命について
　　　議案第３９号　久喜市障がい児就学支援委員会への諮問につい
　　　　　　　　　　て
　　　議案第４０号　久喜市立幼稚園保育料等減免に関する規則の一
　　　　　　　　　　部を改正する規則について
　　　議案第４１号　久喜市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の
　　　　　　　　　　一部を改正する告示について
　　　議案第４２号　久喜市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱に
　　　　　　　　　　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（審議・検討等情報もしくは個人情報を含む案件のため）

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 　いよいよ夏本番ということになりました。きょうは会議ですけど
も、よろしくどうぞお願いいたします。

　それでは、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８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
付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したいと思います。

【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、よろしくお願いしま
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６月２７日に
開催いたしました、第７回定例委員会の会議録につきまして、あらか
じめ委員の先生方のお手元に配付したとおりでございますが、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）

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 　よろしいですか。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。

鹿児島委員長 　はじめに、「ア　平成２６年６月定例議会市政に関する質問（教育
委員会関係）について」、報告をお願いします。

柿沼教育長 　教育長報告資料１ページをご覧ください。教育長報告ア、平成２６
年６月定例議会市政に対する質問、教育委員会関係についてご報告を
申し上げます。

　久喜市議会平成２６年６月定例会は、６月６日に開会し、会期３３
日間の日程で去る７月８日に閉会したところでございます。

　会期中、市長所信表明に対する各会派代表議員による代表質問が６
月１８日に、また市政に対する一般質問につきましては、６月１９、
２０、２３及び２４日の４日間にわたって行われ、２５名の議員の方
からの質問の通告がございました。

　このうち、教育委員会関係の質問につきましては、１２名の議員の
方からございまして、その概要及び答弁の内容は、お手元の資料のと
おりとなっております。

　あらかじめ委員の皆様には、資料を配付させていただいております
ことから、個々の説明は省略させていただき、話題となった事項など
をお話しさせていただきたいと思います。

　なお、詳細につきましては、教育部長からご説明を申し上げます。

鹿児島委員長 　田中部長。

教育部長 　それでは、私のほうから申し上げます。

　まず、資料の１ページで通学区の見直しについて、梅田修一議員か
らあったわけでございます。これが意図しているところは、鷲宮西中
学校、鷲宮中学校のことでして、ここにわし宮団地が１街区から３街
区まであるんですが、１街区、２街区が鷲宮中学校の通学区で、３街
区のみ鷲宮西中学校となっております。これがですね、念頭にありま
してご質問をされたということで、現在の鉄道の位置とか学校の位置
からして、わし宮団地の１街区から３街区は同じ中学校にというよう
な意図があって質問をされたという状況にございます。

　続きまして、２ページから春山議員の質問になっております。この
中で、吹奏楽のことから入っていって、特に（５）については市長が
重点施策「久喜ＮＯ．１宣言」をした「音楽の街・久喜市」というこ
とについての一般質問でございます。４ページの上段のほうに、
（５）についてということで、この内容については市長が答弁をした
内容でございます。具体的には記載のとおりでございます。

‐3‐



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

　それから、尐し飛びまして７ページに、石田議員が中ほど３で栗橋
地区の小学校の学校給食、自校方式で継続すべきというふうなご質問
がございました。これについては、８ページのほうでご答弁のほうを
記載してございますが、この定例の教育委員会のときにも給食審議会
のほうに今諮問中であるというふうな説明をさせていただいておりま
すが、この時点におきましても、そのような内容で答弁をしたところ
でございます。ちなみに、あす２３日にまた給食審議会がございまし
て、運営方式については現在議論をしていただいているところでござ
います。

　続きまして、１０ページでございます。矢崎康議員からの一般質
問、安全安心のまちづくりについてということで、特にネット等での
物品の購入トラブル、そういったものを学校でどのような対応をして
いるかということで、これについては答弁を教育長のほうがお答えし
た内容でございます。

　それから１１ページ中ほど、猪股議員の一般質問、体育館のステー
ジ下の椅子収納の安全対策を講ずるべきということでございます。こ
れにつきましては、実際に東日本大震災、３．１１のときに東鷲宮小
学校の体育館下の椅子収納台が３台ほどだと思うんですが、ゆっくり
とふわふわっと地震の揺れに合わせて出てきてしまったという事実が
後からわかったことから、このような質問がございました。

　市内３４校全ての体育館を調査した結果、その３．１１のときには
収納台は出てこなかったんですが、収納に安全装置が全くついていな
い学校がですね、江面第一小学校と菖蒲单中学校の体育館、この２館
がありまして、これについては、飛び出し防止の措置を今後するとい
うことで対応したいということで、この調査をしてみたら、その事実
がわかったということでございます。

　ちなみに、東鷲宮小学校のその出てきてしまったものは、３台のス
トッパーが機能していなかったということで、それが多分出てきた収
納台車であろうということで、それについては応急処置をしまして、
修繕をしたところでございます。

　次に、ちょっと飛びます。１７ページから大谷和子議員のところで
質問に入りまして、内容的には次の１８ページになります。一番下に
学校配分予算についてということで、答弁のほうが１９ページの上段
のところからあるわけですが、これにつきましては小・中学校の児童
生徒数が変わってきている中で、配分予算の算出根拠がどのように
なっているんだというような質問でございます。
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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

　市内全体では児童生徒が減っているんですが、鷲宮地区の学校では
増えていると、特に東鷲宮小学校は、美術の教室を使ったりしながら
今対応しています。それにつきましては、平成２３年度に一定の率で
算出をしました学校配分予算でございます。それから年数が経ってき
ておりますので、来年に向けては新たにまた児童生徒数を根拠にした
算出をやり直すと、毎年細かくやりますと変動が大きいものですか
ら、一定の期間を見てインターバルを置いてですね、児童生徒数に合
わせた予算を見ていきますということで答弁をしたところでございま
す。そういうことで、来年度に向けては、全体の児童生徒数、これら
を根拠に記載のとおりのパーセンテージなんですが、算出をしていま
すと答弁をしたところでございます。

　それ以外につきましては、記載のとおりでございますので、若干補
足ということで説明をさせていただきました。よろしくお願いしま
す。

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。何かありましたら、お願いします。

鹿児島委員長 　猪股議員の質問ですけど、江面一小とか菖蒲单中なんかはストッ
パーがないことを学校でわかってたのですかね。

教育部長 　そういったことは、今回調査してみてはじめてわかったことで、学
校でも把握していなかったと思います。

鹿児島委員長 　調査してわかったんですか。

教育部長 　そうです。

柿沼教育長 　今まで出てこなかったものですから。ストッパーがなくても動かな
かったんです。

教育部長 　重たいからあまり動かないんですね。

柿沼教育長 　それが、地震のときに東鷲宮小学校で出てしまったと。

鹿児島委員長 　そうでしたか。

髙木委員 　貴志議員さんから弓道施設について質問が出ているようなんですけ
ど、そこで室内用の移動施設についてちょっと提案されているようで
すけども、この室内移動施設の安全設備はどのようなもので、どうな
んでしょうか。安全性についてちょっと不安を感じているものですか
ら。
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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 　移動用といいましても、ウレタンフォームでできた安土を置いた
り、それから矢が飛び出さないように例えば両サイドに防止のネット
を張ったりとか、そういうったことをします。ただ、移動用といって
も、さあ今使いますから出して、使い終わったからしまうというレベ
ルではなくて、例えばいろんな大きい大会か何かで体育館を一時的に
例えば２日間、３日間やるためにきっちりセットするみたいな、そう
いうイメージの移動用のものでございます。

　県内では国体のときに川越かどこかで一回設置した例があるんです
が、ほとんど使われていないんですね。というのは、都内で使ってい
るところに、卓球場と弓道場を兼用で使っている施設があるんですけ
ども、基本的にはですから防護用のネットがある程度しっかりつくっ
てあって、的と安土だけは移動してきて出すとかですね、そういう使
われ方をしていると。やっぱり簡易にポンと置いて使いました、しま
いましたと、そういうレベルのものではなさそうでございました。

柿沼教育長 　的だけじゃないそうです。移動用といっても意外と大がかりなもの
です。

髙木委員 　結局それをどこに設置するかが一番問題だと思うんですけども、
やっぱり弓の場合は非常に危険性が高いんで、その安土と的をどこに
設置するか、後ろに人が回り込む危険性があると事故につながるん
で、やるんであれば中途半端なものではなくて、ちゃんと利用できる
施設ということで、しっかり囲いがあるような、そういうようなもの
をやるべきかなと思います。

教育部長 　大会か何かのときに、一時的にその数をふやすためにやるというよ
うなのは、安全面のこともしっかり考えたうえであるようですけど
も、今申し上げたとおり、ちょっとこう出して使って、しまうとい
う、そういう簡卖にやりくりできるようなものではなさそうでござい
ます。

鹿児島委員長 　この学校給食審議会、明日あるようですけど、今後の審議会の日程
について、あと何回ぐらいあるんですか。

教育部長 　前回、事務局としてかなり具体的な案を出させていただいて、賛否
両論ありました。こういう案が早く出てほしかったという人もいれ
ば、余りにも唐突で乱暴だというような発言も出ておりました。両方
の意見が半々ぐらいだったんですが、前回の意見を受けての修正案を
あした出します。それについては、期限は設けておりませんので、審
議会の対象のもので、あした前回の意見も踏まえて事務局が修正案を
出しますので、その審議の状況によっては、さらに次回にというよう
な形になることも当然想定されます。ただ、何回繰り返してもこのま
ま同じになる可能性はありますので、あしたでは決まんないだろうけ
ども、そんなに先ではないだろうというふうに事務局としては考えて
います。

鹿児島委員長 　丁寧な対応をお願いします。
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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

鹿児島委員長 　ほかにございますか。

（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、質問を打ち切ります。

【会議の非公開】

鹿児島委員長 　教育長報告のイからエ及び議案第３７号、議案第３８号、これにつ
きましては、人事案件でありますことから、また、議案第３６号につ
きましては、久喜市審議会等の会議の公開に関する条例第５条第４号
の審議・検討等情報に該当する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、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、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、「イ　久喜市教育活動指導員の委嘱について」の報告を
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　久喜市教育活動支援員の委嘱について」、報告
をお願いいたします。

（非公開案件につき省略）

鹿児島委員長 　続きまして、「エ　久喜市教育相談員の委嘱について」、この報告
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。

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３６号　平成２７年度使用久喜市立小学校用教
科用図書の採択案について」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。

（非公開案件につき省略）

鹿児島委員長 　暫時休憩いたします。
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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

（暫時休憩、展示教科用図書閲覧）

鹿児島委員長 　それでは、再開いたします。

（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３７号　久喜市栗橋町史編さん委員会委員の
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３８号　久喜市障がい児就学支援委員会委員
の委嘱又は任命について」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 　それでは、「議案第３９号　久喜市障がい児就学支援委員会への諮
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。

柿沼教育長 　議案書の６ページをご覧いただければと思います。議案第３９号、
久喜市障がい児就学支援委員会への諮問について、ご説明申し上げま
す。

　ただ今、障がい児就学支援委員会委員の委嘱又は任命の議決をいた
だいたところですが、当該委員会につきましては、教育委員会の諮問
に基づき、その内容を審議し、答申することとされております。

　このことから、久喜市障がい児就学支援委員会条例第２条の規定に
基づき、議案書７ページのとおり障がい児就学支援委員会への諮問を
するものでございます。

　なお、詳細につきましては、指導課長からご説明申し上げます。

鹿児島委員長 　結城指導課長。
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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 　来る８月２０日に第１回の久喜市障がい児就学支援委員会を開催す
るとともに、選任された委員長に対し、７ページにある文書をもちま
して、就学判断についての諮問をさせていただくものでございます。

　そして、２月１８日の第４回久喜市障がい児就学支援委員会にて、
答申をいただく予定でございます。以上でございます。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　それでは、議案第３９号について質疑をお受けいたします。

（質疑なし）

鹿児島委員長 　特にないようですので、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３９号　久喜市障がい児就
学支援委員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。

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第４０号　久喜市立幼稚園保育料減免に関する
規則の一部を改正する規則について」、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。

柿沼教育長 　　議案書の８ページをご覧いただきたいと思います。議案第４０
号、久喜市立幼稚園保育料減免に関する規則の一部を改正する規則に
ついて、ご説明を申し上げます。

　本市では、幼児教育の振興を図る観点から、保護者の所得状況に応
じた経済的負担の軽減等を図るため、幼稚園就園奨励費補助事業を実
施しております。

　本事業につきましては、補助率３分の１以内の国庫補助金を受けて
の実施となっておりますが、平成２６年度の国庫補助限度額に変更が
ありましたことから、変更内容に則して、規則の一部を改正するもの
でございます。

　なお、変更内容等につきましては、学務課長からご説明申し上げま
す。

鹿児島委員長 　岡田学務課長。
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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

学務課長 　学務課でございます。学務課からは、議案第４０号、久喜市立幼稚
園保育料減免に関する規則の一部を改正する規則についての補足説明
を申し上げます。

　幼稚園の保育料につきましては、幼児教育の無償化へ向けて、幼稚
園と保育所の負担の平準化を図る観点から、低所得世帯、多子世帯の
保護者負担について、保育所と同様の軽減措置を行うため、平成２５
年度に引き続き、平成２６年度におきましても、補助限度額の拡大が
行われました。

　それに伴いまして、久喜市立幼稚園保育料減免に関する規則の一部
を改正する必要が生じたことから、規則の変更を行うものでございま
す。

　参考資料として配付いたしました新旧対照表のほうをご覧いただき
たいと思います。議案参考資料というこの資料でございます。よろし
いでしょうか。

　１ページからご覧いただければと思います。主な変更点につきまし
ては、保護者の属する世帯区分がお子さんの数によって一律の減免限
度額だったものを、新旧対照表にございますように、段階的に金額を
設定したものでございます。学務課からの説明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。それでは、議案第４０号についての質
疑をお受けいたします。

（質疑なし）

鹿児島委員長 　特にないようですので、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４０号　久喜市立幼稚園保
育料減免に関する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。

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第４１号　久喜市私立幼稚園就園奨励費補助金
交付要綱の一部を改正する告示について」、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。

柿沼教育長 　議案書の１２ページをご覧いただければと思います。議案第４１
号、久喜市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告
示について、ご説明申し上げます。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

　こちらにつきましても、議案第４０号と同じく、幼稚園就園奨励費
補助事業におきまして、平成２６年度の国庫補助限度額に変更があり
ましたことから、変更内容に則して、要綱の一部を改正するものでご
ざいます。

　なお、変更内容等につきましては、学務課長からご説明申し上げま
す。

鹿児島委員長 　学務課長。

学務課長 　学務課でございます。学務課からは、議案第４１号、久喜市私立幼
稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示について、補足
説明申し上げます。

　久喜市私立幼稚園就園奨励費補助金については、幼児教育の無償化
に向けて、幼稚園と保育所の負担の平準化を図る観点から、低所得世
帯、多子世帯の保護者負担について、保育所と同様の軽減措置を行う
ため、平成２５年度に引き続き２６年度におきましても補助限度額の
拡大が行われました。

　これに伴いまして、久喜市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に
つきましても、金額について改正を行う必要が生じたものでございま
す。

　参考資料として配付いたしました新旧対照表をご覧いただきたいと
思います。主な変更点といたしましては、４ページにございます保護
者の属する世帯区分のうち、生活保護法の規定による保護を受けてい
る世帯に対しての補助限度額の拡大が図られたものでございます。

　また、新旧対照表８ページ、９ページにございますように、第２子
以上のお子さんに対して補助補助額の引き上げが行われたというふう
な変更内容が主なものでございます。以上でございます。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　それでは、議案第４１号について、質疑をお受けいたします。

鹿児島委員長 　国の補助限度額というのは、毎年変わるものなんですか。

教育副部長兼
教育総務課長

　国の予算次第なんですが、毎年変わっております。

柿沼教育長 　最近は、幼児教育の無償化に向けてということもあるようです。

鹿児島委員長 　ほかに質問はございますか。

（なしとの声あり）

鹿児島委員長 　それでは、特にないようですので、質疑を打ち切りたいと思いま
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

【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、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４１号　久喜市私立幼稚園
就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示について」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４２号　久喜市立図書館雑誌スポンサー制度
実施要綱について」、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。

柿沼教育長 　議案書１９ページをご覧いただければと思います。議案第４２号、
久喜市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱について、ご説明申し上
げます。

　本市では、地方分権時代に対応した、簡素で効率的な行政運営の実
現を目指し、平成２４年３月に「久喜市行政改革大綱」を策定し、行
政改革を推進しておりますが、大綱に位置付けないが取り組む必要が
ある項目として、２２項目が別に定められております。

　雑誌スポンサー制度は、この２２項目の中の一項目となっておりま
して、本制度の実施にあたりまして、実施要綱を新たに制定するもの
でございます。

　なお、制定内容等につきましては、中央図書館長からご説明申し上
げます。

鹿児島委員長 　中央図書館長。

中央図書館長 　では、雑誌スポンサー制度に関する内容について、補足説明を申し
上げます。

　この制度は、平成２０年に岐阜県の岐单町立図書館が、地域の住民
や企業の力を効果的に使い、文化や知識、教養を地域の住民が支える
という発想を基に、雑誌購入費を地元企業に負担していただく代わり
に、雑誌カバーにスポンサー名を付すものとしたのが始まりでござい
ます。

　その後、全国に広まりまして、本市におきましても、今教育長から
ご説明がありましたとおり、平成２４年に策定されました大綱に並行
して定められた、位置付けないが取り組む項目の中に取り上げられま
して、今回、定例教育委員会にお諮りするものでございます。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

　具体的な内容といたしましては、ここに現物見本を用意させていた
だいておりますが、提供いただく雑誌の最新号につきまして、雑誌の
カバーにこのようなシールを貼りつけます。この縦４センチ、横１３
センチ以内でシールを貼らせていただきまして、この上に「この雑誌
は、久喜市雑誌スポンサー制度により提供いただいている」というこ
とを明記させていただくものでございます。

　それからですね、あと「雑誌架」というのが図書館にはあるんです
が、その雑誌架の扉にも同じようにそのシールを貼らせていただくと
いうことで考えております。

　また、裏表紙には、雑誌カバー全体の大きさの範囲内で事業広告を
差し込んでいただくなどして、スポンサーをお知らせしたいと考えて
おります。

　今後の予定でございますが、この定例教育委員会で可決していただ
けましたならば、教育委員会告示により、９月１日から施行する予定
でございます。施行後、市のホームページ、広報紙等への掲載、ある
いは工業団地管理センター、各地区の商工会等への直接訪問によるお
願いなどをしまして、当初は１０月から来年３月までの６カ月間お願
いして、来年４月からは、再度原則１年間お願いする予定でございま
す。

　また、新規の企業等につきましては常時受け付けるものでございま
す。また、具体的なスポンサーのお願い方法ですが、とりあえず雑誌
の種類が一番多い中央図書館で購入しているリストを用意の上、この
中から何誌かを選んでいただき、購入費用をお支払いいただくようお
願いするものです。

　なお、参考といたしまして、このスポンサー制度を先行して導入し
ている近隣市町の状況でございますが、久喜市も加入しております、
県東部地域１０市３町で構成します「東部地区公共図書館研究会」管
内の実施状況で申し上げますと、越谷市１社２誌、春日部市８社１１
誌、幸手市２社５誌、草加市２社７誌、蓮田市４社１０誌、杉戸町４
社６誌、宮代町３社１８誌となっております。なお、白岡市、吉川
市、三郷市、松伏町はただいまスポンサーゼロとのことでございま
す。また、八潮市は来年度この制度を導入するということで、現在用
意しているところだとお聞きしております。

　以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　ありがとうございました。議案第４２号について、質疑をお受けい
たします。

鹿児島委員長 　太田館長、これは久喜市としてはじめての試みなんですか。

中央図書館長 　はい、はじめてでございます。

髙木委員 　これは１年間で大体どのぐらいの広告費なんですか。
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審　議　会　等　会　議　録

中央図書館長 　そうですね、費用というか雑誌の負担料でございます。

髙木委員 　雑誌のですか。

中央図書館長 　はい。ただ、それがですね、雑誌には季刊誌と月刊誌と週刊誌とご
ざいますので、値段にばらつきがございます。一番高いものだと３万
９，０００円、季刊で年４回だと三千幾らかということで、大分差が
ありますので、ちょっとそれは企業に選んでいただくようなことで考
えております。

髙木委員 　ということは、同じ１つのスペースで同じ量だけれども、かなり値
段にばらつきが出てくるということですよね。

中央図書館長 　雑誌でございますので、やっぱり値段に差が出てしまうことになり
ます。

榎本委員 　これは役所のほうが企業にお願いしたいということなのか、企業側
がぜひやりたいということなのか、どっち側からの話しなんですか。

中央図書館長 　市役所の側からです。

榎本委員 　市役所側からお願いするということですか。

中央図書館長 　はい。お願いに上がります。あくまでもこちらで、雑誌代の負担を
してくださいというふうなお願いです。

榎本委員 　それにしては内容が厳しいですよね。なんか上からの目線のような
感じを受けますよ。これを民間の社長さんが読んだら、なんだか一喝
で終わってしまうような内容ですよ、これは。

鹿児島委員長 　お願いなんだから、強制はできないですよね。

榎本委員 　これはダメ、あれはダメと、ダメダメばっかりで規制がかなりあり
ますよね。

中央図書館長 　すみません、やはり図書館という性格上、どうしても規制する部分
がありますので。

柿沼教育長 　お願いの文書を別に渡すんですよね。

中央図書館長 　はい。

鹿児島委員長 　それはあたり前ですね。

榎本委員 　立ち位置をはっきりしてから、やるようにしてくださいね。
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審　議　会　等　会　議　録

坪井委員 　既に導入している市町もあるようですけれども、住民の方から、こ
のカバーがつくからっていうか、広告が入ることによっての不満と
か、そういうのは出ていないんでしょうか。

中央図書館長 　私の聞いた限りではそういったことはありません。

鹿児島委員長 　これからのことなので、はっきりとは言えないと思うんですけど、
館長としての目論見と言いますか、これくらいならいいなという目標
みたいなものはあるんですか。

中央図書館長 　具体的にこうというものはないんですが、とりあえず極力がんばっ
て、一社でも多く獲得したいと思っています。

榎本委員 　ターゲットにしている会社なんかはあるんですか。

中央図書館長 　実はこの間ですね、東部地区研究協議会がございまして、１社１社
回ることはどうなんだろうということで、ほかの市の内部でそれを検
討したらしいんですが、やはり全企業を回れるわけではないというこ
とと、１社１社回ることが公的機関としてやっていいのかどうかとい
うことが議題と言いますか、議論になりましたので、とりあえず工業
団地管理センターとか商工会とか、そういう団体のところを通してお
願いするような形を考えております。

　それから、あと広報等を見て来ていただければなと思うんですが、
細かい戦略については、これから検討していきたいと考えておりま
す。

鹿児島委員長 　企業から「やるよ。」って言ってもらえればありがたいですけど、
そんなに甘くはないですからね。

中央図書館長 　そうですね。

榎本委員 　うまく年齢層とかを絞り込んで、例えば６８歳、６９歳とか、そう
いったユーザーに特化して「○○コース」として売り出したりすれば
効果的かもしれないですね。

教育部長 　これ似たような形で、広報紙への広告掲載ですとか、ホームページ
へのバナー広告ですとか、それから他市町村によっては、水道の料金
表の裏面への広告印刷だとか、いろいろな取り組みがあるんですけれ
ども、やはり地域性があるんですね。

　どうしても相手企業さんのほうは、ＰＲ効果を重要視しますから、
どれだけの顧客があるかとか、発行枚数があるかとか、ですから図書
館も利用実態、利用率が高ければ多尐関心寄せてくれるでしょうし、
いろんな条件あると思うんです。
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　今お話しのとおり、来てくれる年齢層によって、やっぱり若い人が
来ているところには若い人へＰＲしたい人がね、広告の希望が出てく
ると思うんですけども、いろんな状況の中で、これから手探りなんで
すけども、一つでもスポンサーがつけば、それだけのお金が別の図書
の購入に回せます。

　ですから、受け皿としてしっかり整えながら、その先尐しでも市民
の皆さんにとっても利便性の向上につながればということで、現場の
ほうも頑張っていきたいということですので、そんな感じで進めてい
きたいと思っております。

鹿児島委員長 　ほかに質問はございますか。

（なしとの声あり）

鹿児島委員長 　よろしいですか。それでは、特にないようですので、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４２号　久喜市立図書館雑
誌スポンサー制度実施要綱について」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ございます。教
育総務課長、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開催日でございます。
　第１案といたしまして、８月の２０日を予定しておりますが、いか
がでしょうか。８月２０日の水曜日です。時間が１時半ということで
ございます。

鹿児島委員長 　ただ今、提案がありましたが、いかがでしょうか。榎本委員さんは
どうですか。

榎本委員 　大丈夫です。
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鹿児島委員長 　髙木先生はどうですか。

髙木委員 　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 　では、８月２０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、８月２０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。場所は、菖蒲コミュニティセ
ンターの第１集会室でお願いいたします。

【閉議、閉会】

鹿児島委員長 　これをもちまして平成２６年久喜市教育委員会第８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　８月２０日
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