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様式第１号（第５条関係）

会　　　議　　　概　　　要

平成２６年久喜市教育委員会第１２回定例委員会

平成２６年１０月２２日（水曜日）

午後１時３０分から午後２時５２分まで

菖蒲コミュニティセンター　第１集会室

鹿児島金衛委員長

鹿児島金衛、榎本英明、髙木学、坪井喜代子、柿沼光夫各委員

なし

柿沼教育長、田中部長及び各担当課長

（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

　　　イ　平成２５年度一般会計歳入歳出決算（教育費）について

　　　ウ　久喜市における学校給食基本方針について

　　　エ　久喜市教育委員会事務局職員の人事について

　　　オ　久喜市立学校の学校医の委嘱について

　　　カ　久喜市小学校外国語活動支援員の委嘱について

（４）協議事項

　　　久喜市いじめ防止基本方針（素案）について

（５）その他

　　　次回定例委員会について

定例委員会日程、協議事項資料、教育長報告書

会議の公開・非公開 一部非公開（人事案件もしくは審議・検討等情報を含む案件のため）

１人

会 議 の 名 称

開 催 年 月 日

開始・終了時刻

開 催 場 所

議 長 氏 名

出 席 委 員 氏 名

欠 席 委 員 氏 名

説明者の職氏名

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、清水主幹兼鷲宮公民館長、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

会 議 次 第
及 び 結 果

　　　ア　平成２６年定例議会市政に対する質問（教育委員会関係）
　　　　　について

配 付 資 料

傍 聴 人 数
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

【傍聴者への告知】

鹿児島委員長

【開会の宣言】

鹿児島委員長

【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

【会議録署名委員の指名】

鹿児島委員長

【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

　それでは、皆さん、こんにちは。台風１８号、１９号と続きまし
てですね、大変だったですけど、そんなに学校には被害がなかった
ようで、よかったなと思っております。

　教育委員会の会議は、原則公開でありますが、個人情報等から、
人事に関する、そういった場合は公開がありませんけれども、よろ
しくどうぞお願いします。

　それでは、ただいまより定例委員会を始めさせていただきます。
ただいまの出席委員は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１２回定例委員会を開
会いたします。

　本日の会議の日程につきましては、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。

　なお、本日は議案の提案がございません。珍しいですね。きょうは
ありません。

 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。よろしくお願
いします。

　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。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長

【前回会議録の承認】

鹿児島委員長

　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）

鹿児島委員長

【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

柿沼教育長

　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。

　日程第２、前回会議録の承認を求めます。平成２６年９月２６日に
開催いたしました、第１１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。

　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。

　はじめに、「ア　平成２６年９月定例議会市政に対する質問（教育
委員会関係）について」の報告をお願いします。

　それでは、教育長報告資料の１ページをご覧ください。教育長報
告ア、平成２６年９月定例議会市政に対する質問（教育委員会関係
）についてご報告申し上げます。

　久喜市議会平成２６年９月定例会は、９月２日に開会し、会期２
８日間の日程で去る９月２９日に閉会したところでございます。

　会期中、市政に対する質問につきましては、９月５日、８日、９
日及び１０日の４日間にわたって行われ、２６名の議員の方から質
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、１５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副部長からご説明申し上げます。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、答弁内容についてご説明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

発言者 会議のてん末・概要　

　先ほど教育長から報告ございましたように、あらかじめ資料を委
員さんのほうに配付してございますので、私のほうからは、市長が
まちづくり重点施策に掲げた事項、それから今回の質問の中で教育
委員会改革制度についてですね、質問がなされましたので、その点
についてですね、絞って説明させていただきます。よろしくお願い
します。

　それでは、資料の１ページをお開きいただきたいと思います。ま
ず、まちづくり重点施策の関係でございます。久喜マラソン大会の
開催についてということで、こちらは市長がまちづくり重点施策と
して掲げた事業の一つであります、この久喜マラソン大会の質問で
ございます。

　内容につきましては、２ページのほうの後段にですね、まとめが
ありますけども、平成２７年度中を目途に開催をするということで
ですね、現在担当課は生涯学習課でございますが、開催に向けて鋭
意準備を進めているという内容で答弁をしてございます。

　次に、資料の４ページでございます。久喜市立図書館への指定管
理者制度の導入という質問でございます。この件につきましては、
５月１５日に開催いたしました定例委員会で協議させていただきま
したが、その中でご説明したように、資料の６ページの後段のほう
にありますが、今後の図書館のあり方につきましては、今後も指定
管理者制度の導入も含め管理運営の効率化に取り組む内容というよ
うな形で答弁をさせていただいてございます。

　それから次に、飛びまして、１３ページでございます。こちらも
市長がまちづくり重点施策として上げております、小・中学校のエ
アコンの早期設置についての質問でございます。６月定例会にです
ね、引き続きましての一般質問でございました。

　現在設置に向けて、種々検討しているという内容でございまして
、担当課については教育総務課のほうになってございます。１４ペ
ージに、（５）の質問で、エアコンの方式であるとか導入方式につ
いても比較検討を行いながら、このエアコン設置については計画的
に進めてまいるというような内容で答弁をしてございます。

　それから、資料の２２ページになります。こちらは教育委員さん
に関心の高いものでございまして、教育委員会制度改革についての
質問がなされました。

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正、いわゆる
改正地方教育行政法ということで、平成２７年４月１日施行という
形で、戦後大きな教育行政の転換という、約６０年ぶりにこの法律
が改正されたという形で、それを受けての今回質問がなされており
ます。

　答弁内容につきましては、資料に記載したとおりでございまして
、特にこの質問の要旨の（６）の新制度下での首長と教育委員会の
役割分担についてということがありました。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

　これについては最終的には、２６ページに答弁がございますけど
も、今回のこの法律改正におきましても、教育委員会につきまして
は従来どおり執行機関として位置づけられておりまして、教育委員
会の合議による政策の決定方式も従来どおりとなっているというこ
とで、変わりはございません。

　また、新たにこの法律のほうではですね、首長と教育委員会が一
緒に協議をするという形で、「総合教育会議」が新たに設置される
こととなります。ここでは、首長と教育委員会が一体となってこれ
からの教育行政を推進していくということで、この役割は大変重要
であるということ、このようなことから今回の法律の目的でござい
ますように、教育の政治的中立性や継続性、安定性を確保しつつ、
地方教育行政における責任の明確化や迅速な危機管理体制の構築、
首長との連携強化を図れるというような内容で答弁をしてございま
す。

　こちらの質問に対しましては、市長並びに教育長のほうからそれ
ぞれ関連する質問に対して答弁をさせていただいたところでござい
ます。

　ここでですね、教育委員会制度改革につきまして、これまで教育
委員さんのほうにですね、ご説明をする機会がなかったものですか
ら、また、これからも説明をする場面があろうかと思いますけども
、ここでちょっと時間をお借りしまして、少し制度の概要について
、項目を絞ってご説明をさせていただきたいと思います。

　お手元にカラー刷りのＡ３判の見開きで「地方教育行政の組織及
び運営に関する法律の一部を改正する法律（概要）」という形で概
要版が配付されておりますので、こちらに沿って、説明を若干させ
ていただきたいと思います。

　おもてに、今回の法律の目的がございまして、教育の政治的な中
立性、継続性、安定性の確保、それから地方教育行政における責任
の明確化、迅速な危機管理体制の構築、そして首長との連携強化を
図るという形で見直しを図ったものでございます。

　中ほどにですね、今回のポイントが４点ほどございます。まず、
ポイントの１つであります教育委員長と教育長を一本化して、新た
に「新教育長」を設置するというものでございます。いわゆる新た
な教育長とすることによりまして迅速な危機管理体制の構築を図る
ことを含め、教育行政の第一義的な責任者を明確にするということ
でございます。

　表にございますとおり、現在の教育長につきましては、まず首長
が特別職である教育委員として任命いたしまして、教育委員会にお
きまして教育長を任命するという形になっております。

　教育委員の互選で任命するという形になっておりましたけども、
今度は首長が議会の同意を得て教育長を任命するというような形に
変わりました。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

　教育委員会につきましては、教育長と委員４人で構成されるとい
うことでございます。現行の教育長が教育委員会の委員の一人であ
るのに対しまして、新教育長は教育委員会の構成員でありますけど
も、委員ではないという形で、今度は特別職という形になるという
ことでございます。

　このことによりまして、首長が直接教育長を任命することにより
、任命責任が明確にされるということになります。

　そして、教育長の任務につきましては、従前の教育委員長の任務
をあわせ持つという形になります。いわゆる教育委員会の会務を総
理し、教育委員会を代表するということも新たに加わってまいりま
す。任期は３年という形になります。これがポイント１の新たな教
育長が設置されるというものになります。

　それから、ポイント２のほうで、教育委員会でございますが、教
育長へのチェック機能の強化と会議の透明化ということでございま
す。

　新たに新設された項目といたしましては、いわゆる教育委員によ
るチェック機能の強化という形で教育委員の定数の３分の１以上か
らの会議の招集の請求が新たに新設をされました。それから、同じ
く教育委員会規則で定めるところによりまして、教育長が委任され
た事務の管理、あるいは執行状況を報告する義務について新たに設
けられまして、教育委員会でその旨を報告するという形が新たにこ
こでは設けられたところでございます。

　それから、本市教育委員会につきましては、会議録の議事録を作
成、公表しておりますが、引き続きこれらも住民によるチェック機
能の強化という観点から会議録の作成、公表というものがなされま
した。これらのことにより教育委員会の審議を活性化するという形
でございます。

　それから、ポイントの３でございます。全ての地方公共団体に総
合教育会議を設置するということでございます。こちらにつきまし
ては、表にありますように総合教育会議につきましては首長と教育
長、それから教育委員４人で総合教育会議を構成するということで
ございます。この会議につきましては、首長が招集し、会議は原則
公開というふうになってございます。それから、協議事項と調整事
項という形でございますが、ここに例示してありますように、教育
行政の大綱の策定、それから教育環境の整備など重点的に講ずべき
施策、それから児童生徒の生命、身体の保護等緊急の場合に講ずべ
き措置という形になってございます。

　新たにこの総合教育会議を設置して、教育委員会と首長が一体と
なって久喜市の教育行政のあり方をどうするかという形で今後進め
ていくという形で、新たに総合教育会議が設置されるということに
なりました。それがポイントの３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

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

鹿児島委員長

髙木委員

髙木委員

髙木委員

　それから、最後のポイント４でございます。教育に関する大綱を
ですね、首長が策定するということになりました。いわゆる教育基
本法の第１７条、これは国の教育振興基本計画ですが、その方針を
参酌して、新たに市における教育に関する大綱を首長が策定すると
いう内容となってございます。

　この総合教育会議につきましては、現在のところまだどこで事務
局をやるのか、最終的な調整はついていないところでございますが
、これについてはおいおい、いつ設置するものであるのか、事務局
はどこでやるのか、状況につきましては改めて教育委員会のほうで
ご報告させていただきたいと思います。

　簡単でございますが、一応教育委員会制度の内容については以上
でございます。

　答弁を含めまして、説明は以上でございます。よろしくお願いし
ます。

　議会のほうの答弁報告は以上ですか。

教育副部長兼
教育総務課長

　はい。

　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
。

　この新しい制度ですと、教育長は教育委員ではないというふうに
おっしゃっていましたけど、教育委員会の構成員であり、教育委員
会の議事運営は教育長がやるようになるんでしょうか。

教育副部長兼
教育総務課長

　そうです、はい。

　当然、教育委員会の議決権も教育長は持っているわけですね。

教育副部長兼
教育総務課長

　はい。

　ですから、ヒラ委員でないという意味であって、教育委員会のス
タッフの一人であり、代表者であるのが教育長という形になる。

教育副部長兼
教育総務課長

　はい。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

榎本委員

鹿児島委員長

（発言する人なし）

鹿児島委員長

　ほかにありますか。

　教育委員会の定数３分の１以上からというのは、具体的に言うと
２人ということになるんですかね。

教育副部長兼
教育総務課長

　そうですね、はい。

　ほかにございますか。

　それでは、ちょっと私のほうから。新教育長が今度は従来の教育
委員長と両方の機能になるということで、非常に教育長の権限が強
化されますね。また、今でも大変なんですけど、さらに教育長が判
断を求められるということが非常に多くなると思うんですよね。

　そうすると、教育長を補佐する事務局、例えば指導主事とか事務
局が、やっぱりしっかりと教育長に情報を上げてこないと、なかな
か判断ができない。一人で大きな権限を持つようになるわけですか
ら。

　まだあれでしょうけども、そういう何かあるんですかね。今度事
務局の強化ということで、例えばこういう研修をやっていくとか、
指導主事の質を高めるとか、課長さんがたもね。あるいは、国でや
っている政策研究大学院なんていうのもあるけども、そういうとこ
ろに行って研修させている委員会もあるようだけども、事務局の機
能強化について何か案がありますか。

教育副部長兼
教育総務課長

　具体的な持ち合わせはありませんけども、今回委員長がおっしゃ
っていたように教育委員会が期待されている役割と言いますか、そ
ういったものを十分に果たすためには、やはり教育委員会を支える
職員の質や能力を、さらに向上させるということが当然必要である
というふうに思っております。

　ですから、これまで以上に、いわゆる事務局に対しましては、各
分野で行われている各種研修等がございますので、こちらのほうに
積極的に参加を促してですね、個々の能力の向上を図るというふう
な形で考えております。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

（発言する人なし）

鹿児島委員長

鹿児島委員長

髙木委員

参事兼生涯学習課長

　具体的にこういった研修というのは、それぞれの担当セクション
のほうで用意されておりますので、ですからあとは個人で勉強する
なりですね、質を高めていくという形で、それについては教育総務
課のほうでいろいろ情報を提供しながら、担当課のほうに一応そう
いった情報を投げかけながら、資質の向上を図ってまいりたいとい
うふうに考えております。

　ほかに何かありますか。

　ではもう一つ。エアコンの設置が議員さんから出ていますけども
、これ近隣の状況はどうなってますか、導入状況は。

教育副部長兼
教育総務課長

　導入状況は、もう６割になっています。ですから、２７年度中に
は７割近くの状況になってまいります。

　ですから、そういう状況でありますので、久喜市のほうも国の補
助金等も活用しなければならないということもございますし、現在
、その方式が買い取りでいくのかリースでいくのかですね、あらゆ
る角度から検討しているものですから、それをさておきましても、
子供たちの学習環境を確保するということで、これはなるべく早期
にというか、一応計画的に早い段階にやっていきたいということで
、今取り組んでいるところでございます。

　ほかに何かご質問ありますか、よろしいですか。

　今の議会のほうの関連で、久喜マラソンを計画して、平成２７年
度実施していくとありましたが、２７年度、１年って非常に期間が
短いと思うんですけども、やっぱり一番重視しなきゃいけないのは
安全性だと思うんですね。それが１年間で準備ができるのかってち
ょっと危惧をするんですけども、いかがですか。そのコース設定か
ら、今度はやっぱり体調悪くしちゃった方々への対応ということも
当然準備しておかなきゃいけないと思うんですけど。

　一番の課題は、警察との協議だと思います。これのいかんによっ
て開催時期がずれたりとかが出てくるのかなと思いますけれども、
現段階ではやはり目標２７年度ということでもってですね、事務的
なものをいろいろ詰めつつ進めていくというのが、今現段階の目標
として掲げているというような状況です。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

坪井委員

柿沼教育長

鹿児島委員長

柿沼教育長

鹿児島委員長

坪井委員

鹿児島委員長

鹿児島委員長

柿沼教育長

　一般質問の中で、小中一貫授業の関係が質問されておりましたけ
れども、現在既に久喜市においてもそれを目指した授業の取り組み
がありますが、今後さらにこういうことをやっていきたいという構
想ではなかったわけですか。

　小中一貫教育、答弁の中にありますけども、教育課程を、小中９
年間連続した形で、切れ目なくなだらかに接続していくということ
を通して、中学校の先生が小学校の授業に携わるような、そういう
兼務発令、これは県教委が発令するので、市ではできないことなん
ですが、県教委に申請をして、それを出してもらって小学校の授業
にかかわれるような、そういうことを近々進めていければいいかな
という、そういう答弁の内容だと思います。

　単に小学生と中学生の交流というだけじゃなくて、やっぱり授業
そのものをそういう一貫したものにしていくという、施設は別です
けど、やることは同じ小中学校みたいな形になるように考えており
ます。

　カリキュラムの開発なんかもありますよね。

　ええ。

　よろしいですか。

　はい。

　それでは、以上で質問を打ち切ります。

　続きまして、報告のイ「平成２５年度一般会計歳入歳出決算（教育
費）について」の報告をお願いします。

　教育長報告資料の３９ページをご覧ください。教育長報告イ、平
成２５年度一般会計歳入歳出決算（教育費）についてご報告申し上
げます。

　平成２５年度久喜市一般会計歳入歳出決算につきましては、このた
びの平成２６年９月定例議会に議案として提出され、平成２６年９月
２９日の本会議最終日におきまして、可決承認をされたところでござ
います。

　このことから、当該決算のうち教育費に係る部分につきまして、
その概要をご報告するものでございます。

　なお、決算の概要につきましては教育総務課長からご説明を申し
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

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

（田中部長入室及び尾崎中央公民館長入室）

鹿児島委員長

　教育総務課長。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、先の９月議会におきまして、平成２５年度一般会計歳
入歳出決算が認定されましたので、このうち教育費の歳出につきま
して項目ごとの報告をさせていただきます。

　教育長報告資料の３９ページ、見開きでＡ３判のものをご覧いた
だきたいと思います。まず、教育費の項目別決算状況でございます
。一般会計総額が４５４億９，２７２万円でございまして、前年度
と比較いたしますと１３億１，３３０万３千円、２．９７％の増額
となっております。このうち教育費合計につきましては、５１億６
，７３９万１千円で、一般会計歳出総額の１１．３６％を占めてお
ります。前年度決算額より１億９，１１８万１千円、約３．８４％
の増加となっております。

　この増加の主な要因でございますが、まず学校施設の耐震化整備
事業に伴う事業費の増加によるものでございまして、中央幼稚園の
耐震化整備事業が平成２４年度に完了をし、幼稚園費につきまして
は大幅な減少となっております。また、平成２７年度完了に向けま
して、引き続き現在、小学校と中学校の耐震化整備事業を進めてお
りますことから、全体としては増加となっているものでございます
。

　次に、教育費の内訳は、ご覧のとおりの決算費目のこととなって
おりますが、教育費における割合といたしましては、教育総務費が
１２．１５％、小学校費が３０．１６％、中学校費が７．２１％、
幼稚園費が５．４０％、社会教育費が１３．７６％、それから小中
学校の学校給食運営事業を含む保健体育費が３１．３２％という状
況でございます。

　次に、教育費の主要指標でございますが、人口１人あたりの教育
費は、平成２５年度が３万３，２２０円、前年度対比１，３２３円
の増加となってございます。また、児童１人あたりの小学校費が２
０万７，５３６円、前年度対比３万６，９０７円の増、生徒１人あ
たりの中学校費が９万７，２４５円で前年度比２万７，７４７円の
増となってございます。

　このように教育費の項目を個別に見ますと、各々に増減がござい
ましたが、総額といたしましては若干でありますが、増加傾向にご
ざいます。

　簡単な報告でございますが、以上でございます。どうぞよろしく
お願いいたします。

　部長、ご苦労様。ちょっと所用があって遅れてきました。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

（発言する人なし）

鹿児島委員長

鹿児島委員長

鹿児島委員長

（発言する人なし）

鹿児島委員長

柿沼教育長

　それでは、ただいまの教育総務課長の説明、報告についてご質問
をお受けします。何かありますか。

　私のほうから一つ。３．８４％の増というんだけども、決算がで
すね。それで、小中学校の耐震化、体育館も含めて。これの終了は
いつになりますか。今の状況は。

教育副部長兼
教育総務課長

　一応終了目途は平成２７年度の予定でございます。現在の状況で
ございますけども、平成２６年４月１日現在、いわゆる２５年度末
でございますが、９４．７％でございます。

　対象施設が小学校の校舎、それから屋内運動場ございまして、１
１３棟の対象がございまして、１０７棟の耐震化が完了してござい
まして、耐震化率は先ほど申したとおり９４．７％という状況でご
ざいます。

　平成２６年度につきましては、久喜小学校、太田小学校、青葉小
学校と江面第一小学校。青葉小学校につきましては、職員室棟と普
通教室棟ということで２棟ございまして、４校５棟を実施する予定
でございます。

　予定どおりこちらが進みますと、１１３棟のうち１１２棟が完了
しまして、９９．１％という状況でございます。残り２７年度には
１校、砂原小学校の校舎の耐震化を予定しています。こちらの平成
２７年度１校が完了いたしますと、国の通達どおり、平成２７年度
に１００％完了することになります。

　わかりました。

　それでは、特によろしいですか。

　ないようですので、続きまして、報告のウです。「久喜市における
学校給食基本方針について（答申）」の報告をお願いします。

　教育長報告資料の４０ページをご覧いただきたいと思います。教
育長報告ウ、久喜市における学校給食基本方針の答申についてご報
告申し上げます。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

学務課長

　久喜市における学校給食基本方針につきましては、平成２５年３
月２１日に開催されました、平成２５年第３回定例委員会におきま
して学校給食審議会へ諮問することの議決をいただき、平成２５年
３月２９日に諮問し、審議会にてご審議をいただいていたところで
ございますが、このたび去る平成２６年９月３０日に学校給食審議
会から答申をいただきました。

　このことから、その答申の内容につきましてご報告するものでご
ざいます。

　なお、答申の内容につきましては、学務課長からご説明を申し上
げます。

　学務課長。

　学務課でございます。学務課から教育長報告ウ、久喜市における
学校給食基本方針について（答申）につきまして、補足説明をさせ
ていただきます。

　お手元に配付の資料をご覧いただきながらお聞きいただきたいと
思います。平成２５年３月２９日に「久喜市における学校給食基本
方針について」を久喜市学校給食審議会に諮問いたしました。その
諮問を受けまして、平成２５年３月２９日に開催されました審議会
以降、平成２６年９月３０日に答申をいただくまでの間、近隣市へ
の視察調査なども行いまして、合計１２回に及びご審議をいただき
ました。

　審議の内容といたしましては、お手元の資料を１枚めくっていただ
きまして、目次をご覧いただきながら説明をさせていただきたいと思
います。

　はじめに、久喜市の学校給食の現状と課題をご審議いただきまし
た。内容といたしましては、「１久喜地区における学校給食につい
て」といたしまして、各地区ごとの学校給食の概要、変遷、また児
童生徒数の推移などを捉え、次に食に関する指導といたしまして、
食育や地産地消について、また、久喜市では現状で７つの給食調理
施設から学校給食を提供しておりますが、それぞれの調理場につい
ての検討、また、食器などについてご審議いただきました。

　次に、久喜市の学校給食の基本的な考え方についてご審議をいた
だきました。審議内容といたしましては、基本理念といたしまして
、８ページにございますけれども、「子どもたちの笑顔があふれる
久喜の学校給食」のほか、「地場産野菜を活用した、安全で安心で
きるおいしい学校給食」、また、「食育の充実を図り、健全な食生
活ができる子どもたちの育成」という３つの基本理念を定めました
。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

（発言する人なし）

鹿児島委員長

学務課長

　また、久喜市の学校給食の目標といたしまして、１つ目の適切な
栄養の摂取による健康の保持増進を図ります、そのほか６項目を目
標として定めました。また、４、久喜市の学校給食基本方針といた
しまして、１、適正な衛生管理に基づく安全性の確保ほか４項目を
定めました。

　次に、「３久喜市の学校給食基本方針」といたしまして、適正な
衛生管理に基づく安全性の確保、食育の充実、地産地消の推進、施
設の効果的な運営管理、「５その他学校給食の充実に関すること」
についてご審議をいただきました。

ご審議いただく中、各調理場における特徴や取り組みの内容など、
さまざまな角度からご検討いただき、ご審議をいただいたわけでご
ざいます。特に本市の子供たちにできるだけ同じような環境のもと
で安全、安心でおいしい学校給食を継続して提供するためという視
点からご審議をいただきました。１２回に及ぶご審議を経ていただ
きました答申でございます。

　答申の内容の説明は以上でございます。今後、この答申を基に次
回開催の教育委員会でと考えておりますけれども、久喜市全体の学
校給食の基本方針につきまして、まずは教育委員会としてご決定い
ただきまして、併せて教育委員の皆様のご意見を伺いながら、教育
委員会として優先的に取り組むべき事項を整理し、施設の設置者で
あります市長部局との調整を図ってまいりたいと考えております。
補足説明につきましては以上でございます。

　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、どうぞ。

　それでは、ちょっと私のほうからいくつか。例えばこの管理運営
の１９ページのところで、ウエットシステムの調理場においてもド
ライ運用されていますというのは、これどういう意味ですか。

　ウエットシステムというのは、調理場の下が水滴でぬれていたり
するものでございます。一方、ドライシステムというのは、調理場
の鍋等の排水とか、それについて下に設備が整っていて足元に水は
ねがしないようなものでございます。どこの調理場におきましても
、それをドライ方式と同じように足元が濡れないような、調理中は
そういった運用をしているということでございます。はねることに
よって、衛生上よろしくありませんということで、水たまりをつく
らないような運用の仕方をしているという状況です。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

学務課長

鹿児島委員長

学務課長

鹿児島委員長

学務課長

鹿児島委員長

学務課長

鹿児島委員長

（発言する人なし）

鹿児島委員長

【会議の非公開】

　あと、もう一つ。２０ページのところ、「これまでの給食提供の
経緯なども考慮し」と、いろいろ書いてあるけれども、これはどう
いう意味合いなんですか。

　２０ページですか。

　ええ、効率的な管理運営のところですね。わかる範囲でいいです
けれど。「これまでの給食提供の経緯なども考慮し」と書いてある
でしょう。

　はい。

　これは、どういう意味合いなのかなと。

　給食を提供していく中で、各調理場が、各旧市町で、そういった
ことも含めてどのようにその給食の提供方法が変化してきたか、そ
ういった変遷などを見てということです。

　もう一つ。今後の例えば事業実施のスケジュールは事務局として
はどういうふうに考えていますか。

　まずは、今７つの調理場の中で老朽化している施設がいくつかご
ざいます。特に早急な課題として取り組む必要があるかなというふ
うに考えておりますのは、鷲宮学校給食センターです。

　老朽化が進んでおりまして、築４０年ほど経過している施設でご
ざいますので、そこを何とか建て替えなりに考えていきたいと。た
だ、それまでの間、すぐに建て替えというわけにもまいりませんの
で、その施設を維持しながら新施設の建設に向けて動いていきたい
と。

　また、それ以外にも古い施設がございますので、そういった施設
についても、何らかの手立てをとりながら、あまり高額な支出をし
ないような形で管理できていければいいのかなというふうに考えて
おります。

　委員さん、ほかに何かありますか。

　それでは、特に今のところでないようですので、質問を打ち切り
ます。
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審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長

　傍聴人の方は一時退席をお願いいたします。

（傍聴人退席）

鹿児島委員長

（部長、副部長及び所管所属長を除く事務局職員退席）

（暫時休憩）

鹿児島委員長

鹿児島委員長

（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。

（暫時休憩）

（部長、副部長及び所管所属長を除く事務局職員入室）

鹿児島委員長 　再開いたします。

鹿児島委員長

　教育長報告　エ　から　カ　までです。これにつきましては、人事
案件でありますことから、また、協議事項につきましては、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
該当する案件でございますことから、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。

　また、次の教育長報告エにつきましては、事務局職員の人事案件で
ありますことから、部長、副部長及び所管の所属長を除く事務局職員
につきましては、退席をお願いいたします。暫時休憩いたします。

　それでは、再開いたします。

　それでは、「エ　久喜市教育委員会事務局職員の人事について」の
報告をお願いします。

　続きまして、「オ　久喜市立学校の学校医の委嘱について」、この
報告をお願いします。
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審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

（非公開案件につき省略）

鹿児島委員長

（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。

【協議事項】

鹿児島委員長 　日程の第４、協議事項でございます。

鹿児島委員長

（非公開案件につき省略）

鹿児島委員長 　以上で協議事項を終了いたします。

鹿児島委員長

（暫時休憩）

鹿児島委員長 　再開いたします。

【次回定例委員会の開催】

鹿児島委員長

鹿児島委員長

榎本委員 　大丈夫です。

坪井委員 　すみません。都合が悪いです。

　続きまして、報告の「カ　久喜市小学校外国語活動支援員の委嘱に
ついて」の報告をお願いします。

　それでは、「久喜市いじめ防止基本方針（素案）について」、協
議したいと思います。教育長の提案理由の説明を求めます。

　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
。

　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、次回の定例委員会ですが、１１月２５日の火曜日を予
定しております。１１月２５日火曜日ですが、１時半からというこ
とでよろしいでしょうか。

　ただ今、事務局より提案がありましたが、先生方、どうですか。
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審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長 　そうですか、それでは第２案はありますか。

　２６日の水曜日なんですが、いかがでしょうか。

鹿児島委員長 　２６日だと午前中ならなんとか。

髙木委員 　午前中はちょっときついですね。

鹿児島委員長

坪井委員 　申し訳ありません。２５日で結構です。

鹿児島委員長

鹿児島委員長

髙木委員

教育副部長兼
教育総務課長

教育副部長兼
教育総務課長

　２７日からは議会がはじまってしまうんで、このあたりでしか日程
が確保できないんです。

　そうですか。いずれにしても、２５日か２６日なんですね。それで
は、２５日でよろしいですか。

　坪井先生には申し訳ありませんが、それでは、２５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、１１月２５日、火曜日。時間は午
後１時３０分から、場所は菖蒲コミュニティセンター第５集会室の予
定です。よろしくお願いいたします。

　それではここで、その他ということで、髙木委員さんからご意見が
あるようなので、髙木先生お願いします。

　今、学校での食物アレルギー対策ということで、国からも方針な
どが来ています。来年から書類なども変わっていくということで、
その対策なんですけども、来年から医師の指導票が出た段階で、重
症の子ども、重症というのはエピペンを持っているアナフィラキシ
ーの既往のある子どもなんですけど、市内の小中学校でリストアッ
プしていただいて、名前まではいいんですけども、どこの学校の何
年生にどういった食物アレルギーの方がいるということをまとめて
、それを消防署の救急隊のほうに情報提供しておいてほしいんです
。

　もし何か事例があったときに、救急隊がすぐにやはり把握して、
迅速に転送できるように、教育委員会と救急隊で連絡をとっていた
だく。
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審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

柿沼教育長

鹿児島委員長 　そうですね。それではよろしいですか。

（発言する人なし）

【閉議、閉会】

鹿児島委員長

　あれの中に、転送先として搬送先病院を書いていただくことにな
っています。全部が書けるとは限らないんで、救急対応を書く場合
とどこどこ病院って書く場合とあります。具体的な病院名が書いて
あるものに対しては、それも救急隊に情報提供しておけば、より早
く転送先が見つかるということになります。そういったことで、こ
の間、埼玉県医師会で埼玉県内の食物アレルギーの子供を救急で受
け入れられる病院を全部調査して一覧表を作りました。

　教育委員会にはまだ来ていないようですが、これを県から市町村
の教育委員会にも全部流すようにお願いしてありますので、そのう
ち来ると思います。

　そういったものも各学校、それから救急隊に情報提供しておけば
、やはり起こってから３０分以内に医療機関に到着しないと手遅れ
になりますので、そういった事前の準備をお願いしたいと思います
。

　非常に重要なご提案いただきました。これは、ぜひ検討をお願い
します。食物アレルギーなんかは突発的ですから、いざというとき
に慌てふためいて大騒ぎにならないようにしておいて、しっかりと
救急隊に伝わっていれば、それでまた救える命もあるかと思うんで
、これは検討してみてください。

　幼稚園も含めたほうがいいですね。

　これをもちまして平成２６年久喜市教育委員会第１２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　

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。

平成２６年１１月２５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　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
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