
会 議 の 名 称 平成２６年久喜市教育委員会第１１回定例委員会

開 催 年 月 日 平成２６年９月２６日（金曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後１時５７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、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、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、落
合学務課主幹、朝武生涯学習課課長補佐、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　久喜市公民館運営委員の委嘱について

（４）議事

　　　議案第５０号　久喜市教育委員会表彰について

　　　議案第５１号　久喜市立学校の学校歯科医の委嘱について

　　　議案第５２号　平成２７年度当初教職員人事異動の方針につい
　　　　　　　　　　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 　こんにちは。久しぶりに晴れた日となりましたね。さて、それでは
早速ですけれども、定例委員会を始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１１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
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。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、本日の日程が全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８月２０日に
開催いたしました第１０回定例議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付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。

（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 　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。

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ウ及び議案の第５０号、議案第５１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。

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」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、「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　久喜市公民館運営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 　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５０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５１号　久喜市立学校の学校歯科医の委嘱に
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）
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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 　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５２号　平成２７年度当初教職員人事異動の
方針について」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 　議案書の５ページをご覧いただきたいと思います。議案第５２号、
平成２７年度当初教職員人事異動の方針についてでございます。

　久喜市立学校に勤務する教職員につきましては、大部分が県費負担
教職員でありますことから、人事異動にあたりましては、埼玉県教育
委員会から出されております当初教職員人事異動方針に沿うこととな
ります。

　このたび、県教育委員会から平成２７年度当初教職員人事異動の方
針及び平成２７年度当初市町村立小中学校等教職員人事異動方針細部
事項が通知されました。

　この通知に基づき、本市教育委員会におきましては、人事異動の方
針及び細部事項の案を作成いたしました。本日お配りをいたしました
別紙がその案となっております。

　これらのことから、本市教育委員会の教職員人事異動方針を決定す
るにあたりまして、議決をお願い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を申し上げます。

鹿児島委員長 　指導課長、お願いします。

参事兼指導課長 　失礼いたします。別紙、これでございます。１ページから４ページ
までのものでございます。平成２７年度当初教職員人事異動の方針に
ついてというプリントを見ていただければと思います。表紙のついて
いないものでございます。

　去る９月１９日、第１回人事事務担当者会議が開催され、埼玉県教
育委員会の平成２７年度当初教職員人事異動の方針及び平成２７年度
当初市町村立小・中学校等教職員人事異動方針細部事項が通知されま
した。

　この通知を基に、本市の人事異動の方針及び細部事項を策定いたし
ましたので、その案についてご検討いただき、決議をお願いするもの
でございます。

　案についてご説明いたします。資料の１ページから４ページになり
ます。基本方針及び細部事項ともに県教育委員会の通知との整合性を
図ったものになっております。
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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

　要点についてご説明します。資料１ページ、２ページをご覧くださ
い。１の基本方針につきましては、適材、適時、適所、人材育成、各
学校の教職員組織の充実と均衡化、長期展望に立った計画的な異動、
再任用職員の適切な配置を図るものとしました。

　２の退職につきましては、県の条例に基づく勧奨退職制度の活用を
図るものとしました。

　なお、３ページの細部事項において、平成２７年３月３１日現在の
年齢で、定年は６０歳、勧奨退職につきましては、満４５歳以上６０
歳未満が対象となることを明示しました。

　１ページに戻っていただいて、３の他市町村への異動を意味します
転任及び市内での異動を意味します転補につきましては、特に３点に
ついてご説明します。

　１点目は、２ページの（４）に示しました新採用職員につきまして
は、人材育成等のために、新採用後早期に複数校を経験させることに
ついてでございます。このことは、３ページ、細部事項において、２
の（６）、採用後５年以内に異動を行うこととしました。

　２点目は、２ページの（５）に示しました同一校勤務年数の長い者
については、積極的に異動を行うことについてでございます。このこ
とは、３ページ、細部事項において、２の（７）、１０年以内に異動
を行うこと。そして、７年以上の者について積極的に異動を行うこと
といたしました。

　３点目ですが、３ページの細部事項に示しました異動を行わない基
準でございます。２の（３）にありますように、同一校在職３年未
満、産休・育休等の取得中及び妊娠中、休職中の者については、原則
異動を行わないこととしました。

　また、校長、教頭の同時異動は原則として行わないことを３ページ
から４ページにわたって細部事項の（９）に示しました。

　以上が要点となります。よろしくお願いいたします。

【議案質疑】

鹿児島委員長 　それでは、議案第５２号についての質疑をお受けいたします。

坪井委員 　平成２６年度の異動方針と変わったところはあるのでしょうか。

参事兼指導課長 　特に大きく変わったところはございません。本年度と同様でござい
ます。

榎本委員 　臨時採用の先生については、この方針の適用にはならないというこ
とでよろしいですか。

参事兼指導課長 　はい。適用にはならないということでございます。

髙木委員 　養護教諭はこの方針の適用になりますか。
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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

参事兼指導課長 　はい。県費負担教職員ということで、同等の扱いということになり
ます。

鹿児島委員長 　適用になるということですね。

参事兼指導課長 　はい。

鹿児島委員長 　それでは、いくつか私のほうから。１ページの基本方針の（４）、
教育水準の向上を図るため計画的に異動を実施するとありますが、市
の計画的というのは、基本的にはどういう計画になりますか。

参事兼指導課長 　まず、１点目は、経験人事ということで、新採用で５年経過した者
については異動させるということ。それから、市内で勤務して７年以
上の者については、積極的に異動するということでございます。

鹿児島委員長 　それと、再任用職員について云々と書いてありますけれども、今年
は何人いましたか。

参事兼指導課長 　再任用ですが、今年度は１４人おりました。

鹿児島委員長 　１４人ですか。それで校長の評価はどうですか、学校の評価は。辞
めてもらいたいとか、そういう人はいませんか。

参事兼指導課長 　今の段階ではおりません。

鹿児島委員長 　退職時と同じ学校でやるわけですよね。

参事兼指導課長 　そうでございます。

鹿児島委員長 　大丈夫ですね。頑張っているようですね。まあ、再任用が時代の流
れですから、そういう人はそれなりに一生懸命やるように、任用する
前に指導をしていかなければならないということでしょうね。

　あと、３ページのところの転任・転補の（７）の同一校在職１０年
以上ですけど、１０年以上の人は何人いますか。

参事兼指導課長 　１０年の者が１名おります。小学校でございます。

鹿児島委員長 　１名ですか。

参事兼指導課長 　はい。

鹿児島委員長 　いいですね。中学校はいますか。

参事兼指導課長 　中学校はゼロでございます。
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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 　すごいですね。計画的にやっていますね。

参事兼指導課長 　ありがとうございます。

鹿児島委員長 　昔はいたんですよ。それでは、もう一点。過員を調整する云々とあ
りますね、過員。今年は、過員が予想されますか。

参事兼指導課長 　特にはございません。

鹿児島委員長 　ないんですか。

参事兼指導課長 　はい。

鹿児島委員長 　先日、教育委員の学校訪問で小学校に行ったんですが、どこかの小
学校では、人数が基準いっぱいで微妙だと言っていたんですよ。保留
学級が多いということのようなんですが、１人だと保留ですか。

参事兼指導課長 　そうなりますね。

鹿児島委員長 　２人だと保留解除ですか。

柿沼教育長 　それぞれの学校の状況によります。転出、出入りが激しい地域の学
区なのか、あるいは農村地域みたいな、あまり出入りのないような地
域の学区なのかによって、解除の判断がなされます。

鹿児島委員長 　校長先生が随分と気にされていましたよ。保留が多いと臨任が多く
入ってくると。

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 　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。

【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５２号　平成２７年度当初
教職員人事異動の方針について」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。

‐7‐



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
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。

教育総務課
総務係長

　１０月の予定ですが、１０月２２日、水曜日、１３時半からでいか
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。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　では、それでお願いします。

鹿児島委員長 　はい。それでは、復唱いたします。次回の定例委員会は、１０月２
２日、水曜日。午後１時３０分から、場所は菖蒲コミュニティセン
ターの第１集会室とさせていただきます。詳細は追って通知を差し上
げます。よろしくお願いいたします。

【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１１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１０月２２日
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