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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 

１ 開会 

司会（関口課長） 皆様こんにちは。定刻になりましたので、ただいまから第１回久喜

市総合教育会議を開会いたします。 

 この会議は、改正された地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第１条の４に基づき、地方公共団体の長である市長と教育委員会が十

分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、よ

り一層民意を反映した教育行政の推進を図るため設置されるもので

ございます。 

 本日は、第１回目の会議となりますことから、出席者の紹介をさせ

ていただきたいと存じますので、その場でご起立くださいますようお

願いいたします。 

 初めに、田中市長でございます。 

田中市長 どうぞよろしくお願いします。 

司会（関口課長） 柿沼教育長でございます。 

柿沼教育長  よろしくお願いいたします。 

司会（関口課長）  鹿児島教育長職務代理者でございます。 

鹿児島委員  よろしくお願いいたします。 

司会（関口課長） 榎本教育委員でございます。 

榎本委員  よろしくお願いいたします。 

司会（関口課長）  坪井教育委員でございます。 

坪井委員  どうぞよろしくお願いいたします。 

司会（関口課長）  狩野教育委員でございます。 

狩野委員  よろしくお願いします。 

司会（関口課長）  ありがとうございました。 

 続きまして、事務局職員の紹介をさせていただきます。 

 まず、総務部の職員でございますが、保坂総務部長でございます。 

保坂総務部長  どうぞよろしくお願いいたします。 

司会（関口課長）  折原総務部副部長でございます。 

折原総務部 

副部長 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

司会（関口課長）  山崎企画政策課課長補佐でございます。 

山崎企画政策課  よろしくお願いいたします。 
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課長補佐 

司会（関口課長）  企画政策課係長の森住でございます。 

森住企画政策課 

係長 

 森住です。よろしくお願いいたします。 

司会（関口課長）  そして私、企画政策課長の関口でございます。よろしくお願いいた

します。  

司会（関口課長） 次に、教育部の職員でございますが、まず関根教育部長でございます。 

関根教育部長  どうぞよろしくお願いいたします。 

司会（関口課長）  松本教育部副部長兼教育総務課長でございます。 

松本教育部副部

長兼教育総務課

長 

 よろしくお願いいたします。 

司会（関口課長）  教育総務課、甲田係長でございます。 

甲田教育総務課 

係長 

 よろしくお願いいたします。 

司会（関口課長）  それでは、会議に入らせていただきたいと思いますが、事前に皆様

に幾つかご了解をいただきたいことがございますので、よろしくお願

いいたします。 

 まず、この総合教育会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第１条の４第６項の規定により、個人の秘密を保つため必要があ

るとき、会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公

益上必要があると認めるときを除き、公開することとしておりますこ

とから、本会議も原則公開とさせていただきます。 

 また、本日の会議の記録のため、テープへの録音、写真の撮影につ

きましてご了解をお願いしたいと存じます。 

 次に、会議録でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第１条の４第７項の規定により、総合教育会議の終了後、遅滞

なく総合教育会議に定めるところにより、その会議録を作成し、これ

を公表するように努めなければならないとされております。また、本

市におきましても審議会等の会議の公開に関する基本的な考え方の

中で、会議録の作成及び公表につきまして定めておりまして、本会議

の会議録につきましては、会話の「てにをは」、複数の委員による同

時双方的議論で整理しないとわかりにくい発言、同一委員による繰り

返し的な発言等を調整するとともに、資料に基づく事務局からの説明

を省略したほぼ全文方式で発言者の氏名を含めて会議録を作成した

いと思いますので、ご了解をお願いしたいと存じます。 
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 次に、会議録に署名する構成員については、市長及び市長が指名す

る１名の構成員が署名するものとしたいと存じますので、この場で市

長から１名の指名をお願いしたいと思います。 

田中市長  それでは、鹿児島委員さんにお願いしたいと思います。 

鹿児島委員  承知しました。 

司会（関口課長）  それでは、本日の会議録の署名は、田中市長と鹿児島教育長職務代

理者にお願いしたいと思います。 

２ 市長あいさつ 

司会（関口課長） それでは、続きまして田中市長からご挨拶をいただきたいと存じま

す。市長、よろしくお願いします。 

田中市長  皆さんこんにちは。本日は、第１回久喜市総合教育会議を招集いた

しましたところ、委員の皆様方にはお忙しい中ご出席いただきまして

誠にありがとうございます。また、日ごろ本市の教育行政の推進につ

きましてご尽力を賜っておりますことに心から感謝を申し上げます。 

 さて、ご案内のとおり本年４月１日から私ども地方の教育行政制度

が大きく改正をされたわけでございます。ここに至るまでの経過を含

めて、私の思いも若干織りまぜながら申し述べさせていただきたいと

存じます。 

 その一つが、従来の教育委員長と教育長を一本化した、新たな教育

長制度が始まったということでございます。従来の教育委員会におい

ては、教育行政の事務を行う事務局の責任者である教育長と、合議制

の執行機関である教育委員会の代表者の教育委員長がおりまして、ど

ちらも教育委員の中から選ばれていたわけでございます。このような

事情から、教育委員長と教育長のどちらが責任者なのかということが

一般の人にはわかりづらいという、そんなご指摘がございました。 

 また、教育委員会の審議が形骸化しているのではないか、あるいは

またいじめ等の問題に対して、必ずしも迅速に対応ができていないと

いうような批判に近い指摘がございました。さきの大津事件等々が代

表例であるというふうに思っております。このようなことから、この

たび 60 年ぶりと言われる改革が実施されたところでございます。 

 今回の改革の中身で言えば、教育行政における責任体制の明確化、

それが今申し上げました教育委員長と教育長を一本化した新教育長

の設置ということになります。従来は、首長は教育委員として適任か

どうか議会に同意を求めたわけでございますけれども、これからは教

育長がＡさんであることについていかがでしょうかということを議

会に同意を求めるということになりまして、首長は直接教育長を任命

をするという形になったわけでございます。言ってみれば任命責任が
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明確化したということが言えるかと存じます。 

 また、教育長の任期は３年でございます。これはどういうことかと

言いますと、裏を返すと、市長あるいは町長の任期は４年でございま

すので、必ず任期中に１回は教育長を議会に諮ることができるという

ことを前提とした制度というように理解をしております。また、教育

長として議会に諮るわけでございますので、教育長はいわゆる特別職

という身分がはっきりしたということが言えるかというように存じ

ております。 

 いずれにいたしましても、教育委員会の会務を総理し、教育委員会

を代表する立場としての新教育長、教育長という立場が明確になった

ということが言えるかというように思っております。 

 そのようなことから、本市におきましても旧制度の教育長でござい

ました柿沼教育長には３月 31 日をもって一旦辞職をしていただきま

して、改めて４月１日から新制度での教育長として就任をいただいた

ところでございます。 

 ２つ目は、本日開催しております総合教育会議を市長が設置し、開

催をするということでございます。全ての地方公共団体に総合教育会

議を設置をするということになるわけでございます。 

従来は、第二次世界大戦に至るまでの政治体制あるいは教育体制か

ら、いわゆる市長部局、政治に携わる者が、教育制度あるいは教育に

対してあまり物を申してはいけないという、そんな反省から従来の教

育委員会制度があったというように思っております。要するにわかり

やすく言いますと、金は出すけれども口は出してはいけないという制

度でございました。 

 しかし、これだけ戦後 70 年、民度が上がってまいりますと、そう

いった制度で果たして現在の子どもたちの十分な教育ができるのか

どうか、そういったお話も当然課題として上がってきたわけでござい

ます。 

そんなことから、教育委員会の審議の活性化、あるいは迅速な危機

管理体制の構築、そして地域の民意を代表する首長との連携の強化等

々のことから、今回の制度改正に至ったものというように思っている

わけでございます。 

 そして、３つ目が総合教育会議の中で、今日議論いただきますけれ

ども、教育委員会の皆様と教育に関する、大綱を市長が定めるという

ことでございます。 

これらの制度改正は、市長と教育委員会が連携を強めるという大き

な目的での制度改正であると私は理解しておりますけれども、当然の
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ことながら、教育委員会制度のもともとの趣旨でございまする教育の

政治的中立性、または継続性、安定性を保つということにつきまして

は、今後引き続きこれらを尊重してまいりたいというように存じてお

ります。 

 加えれば、政治的中立性の確保という点からは、教育委員会は引き

続き執行機関としての立場が担保をされているわけでございます。こ

れは、今回の教育委員会制度の改革において、非常に最後まで議論が

されたところでございますけれども、いわゆる市長部局の附属機関で

はないということで、改めて執行機関としての中立性の確保が保たれ

たわけでございます。 

 総合教育会議で首長と協議、調整は行いますけれども、最終的な執

行権限は教育委員会に留保されているということになりますので、ど

うぞひとつご理解をいただければというように存じているわけでご

ざいます。 

 現在市内の小中学校で学ぶ小中学生の児童生徒は、当然のことなが

ら地域の宝であります。また、久喜市の宝であり、国の宝でもあるわ

けでございます。そのような小学生、中学生の教育の中で、郷土久喜

市や日本の歴史、文化を誇りに思える、また誇りに思える人を育てる

教育を実施していただきたいし、実施していきたいというように考え

ております。 

 また、社会の中で自分の役割を自覚できる人、また社会の中でそう

いう役割を果たすことに喜びを感じられる、そんな人の教育を実施を

していただきたいし、実施してまいりたいというように考えておるわ

けでございます。 

 皆様とともに、この総合教育会議という新しい枠組みのもと、これ

まで以上に市長部局と教育委員会が連携、協力することで、本市の教

育行政のさらなる充実発展が図れることを確信しておりますので、ど

うぞよろしくお願いを申し上げる次第でございます。 

 開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

司会（関口課長）  ありがとうございました。 

 ３ 教育長あいさつ 

司会（関口課長） 続きまして、柿沼教育長からご挨拶をいただきたいと存じます。お

願いします。 

柿沼教育長  改めまして、皆さんこんにちは。 

 先般、田中市長から第１回久喜市総合教育会議の開催のご案内をい

ただきました。本日は、教育委員会として私、教育長の柿沼と教育長
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職務代理者の鹿児島委員、榎本委員、坪井委員、狩野委員の５名で出

席をさせていただきました。 

 私ども教育委員会は、新たな教育委員会制度のもとにおきましても

教育行政の最終的な執行権限を有しているわけですが、田中市長の教

育への深いご理解とご支援によりまして、平成 25 年 10 月に策定しま

した「未来をひらく 心豊かな久喜の人づくり」を基本理念とします、

久喜市教育振興基本計画に掲げる諸施策を計画的に、また着実に進め

ることができておりますことから、この場をかりまして心より厚く御

礼を申し上げます。 

 ただいま市長のご挨拶にもありましたとおり、本年４月１日に約

60 年ぶりに教育委員会制度が改正、施行されたところでありますが、

全国的には法の経過措置により旧制度の自治体が多い中、久喜市にお

きましては制度改正の効果をいち早く教育現場はもとより教育行政

にもたらすため、新制度に移行したものと受けとめております。 

 さて、総合教育会議につきましては、教育に関する予算の編成、執

行や条例提案など重要な権限を有している地方公共団体の長である

市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やある

べき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政の推進を図るこ

とを目的に設置されたというふうに認識しております。 

 教育委員会といたしましては、このような会議で久喜市の教育の姿

を共有できることは大変意義あるものと考えております。今後とも田

中市長と十分連携、協力を図りながら、久喜市の教育行政のさらなる

充実発展に努めてまいる所存であります。 

 結びに、本会議が久喜市の教育行政の発展のために実り多きものと

なるよう期待いたしまして、簡単ではございますけれども、教育委員

会を代表しての挨拶とさせていただきます。本日は、どうぞよろしく

お願いいたします。 

司会（関口課長）  ありがとうございました。 

 ４ 総合教育会議について 

司会（関口課長） それでは、次第４の総合教育会議についての説明に入らせていただ

きたいと思います。その前に、配付資料の確認をさせていただきたい

と思います。 

事前に送付させていただいておりますが、久喜市総合教育会議の次

第、資料１といたしまして総合教育会議について、資料２といたしま

して久喜市総合教育会議運営要綱（案）、資料３といたしまして久喜

市教育大綱について、資料４といたしまして地方教育行政の組織及び

運営に関する法律及び教育基本法の一部抜粋の以上５つでございま
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す。おそろいでございましょうか。 

  〔「はい」と言う人あり〕 

司会（関口課長）  ありがとうございます。 

それでは、次第４、総合教育会議につきまして事務局より説明をい

たします。 

事務局（山崎企

画政策課課長補

佐） 

 それでは、資料に基づきまして総合教育会議について説明をさせて

いただきます。 

 まず、資料１の総合教育会議についてをご覧いただきたいと思いま

す。恐れ入りますが、説明につきましては着座にてご説明させていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、改めまして総合教育会議についてのご説明になります。 

まず、１といたしまして、総合教育会議につきましては改正されま

した地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の４に基づき

設けるものとされているところでございます。 

 それでは、まず（１）の総合教育会議の目的についてでございます

が、この会議は教育に関する予算の編成、執行や条例提案などの重要

な権限を有している地方公共団体の長、以下市長となりますが、市長

と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき

姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政の推進を図ることと

しているところでございます。 

 次に、（２）といたしまして総合教育会議の設置、構成員などにつ

いてでございます。 

①といたしまして、総合教育会議の設置者は市長とされているとこ

ろでございます。 

 次に、②といたしまして総合教育会議の構成員は市長及び教育委員

会となりますが、総合教育会議におきましては教育長及び各教育委員

の皆様が構成員となるところでございます。 

 ③としまして、総合教育会議の招集につきましては、市長が招集す

るとされております。また、教育委員会におきましても協議する必要

があると判断したときには、総合教育会議の招集を求めることができ

るとされているところでございます。 

 次に、（３）、総合教育会議における協議・調整事項についてでご

ざいます。総合教育会議につきましては、教育委員会が所管する事務

の重要事項の全てを協議し、調整するものではないというふうにされ

ておりまして、①といたしまして大綱の策定に関する協議について、

②としまして教育の条件整理など重点的に講ずべき施策について、③

といたしまして児童生徒などの生命または身体の保護など、緊急に講
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ずべき措置について協議、調整を行うこととされております。 

 ここでいうところの協議あるいは調整という部分の内容でござい

ますけれども、協議につきましては調整を要しない場合を含む自由な

意見交換というふうにされているところでございます。 

また、調整についてなんですけれども、こちらは教育委員会の権限

に属する事務と予算、条例、児童福祉など、市長の権限に属する事務

との調和を図ることとされているところでございます。 

 次に、（４）、総合教育会議で協議できないことについてでござい

ます。①といたしまして教科書採択、個別の教職員人事など、その他

政治的中立性が高い事項に関することにつきましては協議題にすべ

きではないとされています。ただし、教科書採択の方針、教職員人事

の基準につきましては調整の対象にはならないものの、協議すること

は考えられるとされております。 

 ②といたしまして、日常の学校の運営に関することまで協議、調整

できるという趣旨ではないということとされております。 

 続きまして、（５）の総合教育会議の結果の尊重義務についてでご

ざいますが、事務の調整が行われた事項、この場合市長と教育委員会

が合意した事項につきましては、当該構成員はその調整の結果を尊重

しなければならないとされております。なお、調整が整わない事項に

つきましては、市長と教育委員会のそれぞれの執行権限に基づき、そ

れぞれが判断するということにされているところでございます。 

 次に、（６）です。総合教育会議の公開と議事録の作成及び公表に

ついてでございます。①といたしまして、個人の秘密を保つため必要

があると認めるとき、または総合教育会議の公正が害されるおそれが

あると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときを除き、総

合教育会議は公開で行うこととされております。このため、この会議

につきましても原則公開という形を考えているところでございます。 

 ②といたしまして、総合教育会議終了後、遅延なく総合教育会議の

定めるところにより総合教育会議の議事録を作成しまして、これを公

表することに努めなければならないとされているところでございま

す。 

 次に、（７）のその他でございます。①といたしまして、総合教育

会議は必要に応じて関係者または学識経験を有する者から当該協議

すべき事項について意見を聞くことができるとされております。 

 ②といたしまして、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合

教育会議が定めることとされているところでございます。このため、

この後協議・調整の中で、この会議の運営につきまして調整をいただ
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きたいというふうに考えております。 

 事務局からの説明は以上となります。 

司会（関口課長）  ただいま事務局から総合教育会議の説明がございましたが、これに

つきましてご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

 〔「異議なし」と言う人あり〕 

司会（関口課長）  では、よろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

 ５ 協議・調整事項 

司会（関口課長） それでは、続きまして次第５、協議・調整事項に入らせていただき

たいと思います。 

 総合教育会議は、市長が設置することとなっておりますことから、

田中市長に議長をお願いします。なお、議長として会議を進行してい

ただきますが、あわせて協議・調整にも加わっていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、市長お願いします。 

  （１）久喜市総合教育会議運営要綱（案）について 

田中議長  それでは、ここからしばらくの間、議長として協議・調整を務めさ

せていただきます。 

 まず、協議・調整項目の（１）、久喜市総合教育会議運営要綱（案）

についてでございます。総合教育会議の運営は、総合教育会議が定め

るとされておりますことから、運営要綱案につきまして協議をお願い

いたします。 

 それでは、久喜市総合教育会議運営要綱（案）につきまして、事務

局より説明をお願いします。 

事務局（山崎企

画政策課課長補

佐） 

 それでは、久喜市総合教育会議運営要綱（案）についてご説明をさ

せていただきます。 

 資料のほうは、資料２のほうをご覧いただきたいと思います。それ

では、着座にて説明させていただきたいと思います。 

それでは、久喜市総合教育会議運営要綱の案についてですけれど

も、まず第１条の目的でございます。順次読んで説明をさせていただ

きたいと思いますが、この告示は地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第１条の４第１項の規定により設置する。久喜市総合教育会議

（以下「会議」という。）の運営に関し、必要な事項について法第１

条の４第９項の規定に基づき、その運営に関し、必要な事項を定める

としておりますが、これは法によりまして、この総合教育会議の設置

や運営についての必要な事項を定めることとされておりますことか

ら、本要綱の目的として規定しているところでございます。 
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 次に、第２条の組織についてでございます。会議は市長及び教育委

員会（以下「構成員」という。）とさせていただいておりますけれど

も、もって組織するとしておりますが、これは法による規定に基づく

条文でございます。 

 次に、第３条の会議でございます。会議は市長が招集し、その議長

となるとしております。第２項としましては、会議は市長、教育長及

び半数以上の教育委員の出席がなければ開くことができないとして

おります。 

 第３項としまして、前項の規定にかかわらず、緊急に会議を開催す

る必要があるときは、市長と教育長のみで開くことができるとしてお

ります。 

 第４項といたしまして、法第１条の４第４項の規定により教育委員

会がその権限に属する事務に関して協議をする必要があると思料す

るときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集

を求めることができるとしているところでございます。これらにつき

ましては、会議の招集ですとか開催に当たっての要件等について規定

をしたものでございます。 

 続きまして、第４条の意見の聴取でございます。会議は、協議を行

うに当たって必要があると認めるときは、会議に構成員以外の関係者

または学識経験を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項につい

て意見を聴くことができるとしているところでございます。こちらに

つきましては、総合教育会議において協議や調整を行う中で、事件あ

るいは事故等何らかの事情により有識者であったり、学校関係者など

から意見を聞く必要があると認めた場合の規定でございます。 

 次に、第５条、会議の公開でございます。会議は公開するものとす

る。ただし、個人の秘密を保つため必要があるとき、または会議の公

正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると

認めるときは非公開とすることができるとしておりますが、こちらは

法の規定に基づくものでございます。 

 次に、第６条、会議の傍聴でございます。会議の傍聴については、

久喜市教育委員会傍聴人規則の規定を準用する。この場合において、

これらの規定中、教育長とあるのは市長と読みかえるものとするとし

ております。これは、第５条の会議の公開により、総合教育会議を原

則公開としておりますことから、久喜市教育委員会傍聴人規則に準じ

た傍聴に関する規定を設けたものでございます。 

 次に、第７条の議事録の作成及び公表でございます。市長は、会議

の終了後、遅延なく次に掲げる事項を記載した議事録を作成する。 
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第１号、開催した日時及び場所、第２号、出席者の氏名、第３号、

協議・調整が行われた事項及び内容、第４号、その他必要と認める事

項としております。 

 第２項としまして、前項の議事録には市長及び市長が指名する１名

の構成員が署名をするとしております。 

 第３項としまして、議事録は公表するものとする。ただし、個人の

秘密を保つため必要があるとき、または会議の公正が害されるおそれ

があると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは非公表

とすることができるとしております。これらにつきましては、原則法

に基づくものでございますけれども、会議録の記載事項や署名などの

規定を設けたものでございます。 

 次に、第８条の庶務でございます。会議の庶務は、総務部企画政策

課において処理するとしております。 

 次に、第９条、その他でございます。この告示に定めるもののほか、

会議の運営に関し必要な事項は、市長が会議に諮って定めるとしてお

ります。今後も総合教育会議を運営していく中で、必要な事項の取り

決め方法を規定したものでございます。 

 事務局からの説明は以上となります。 

田中議長  ただいま事務局から運営要綱（案）の説明がございました。このこ

とについて、ご質問、ご意見があれば伺いたいと存じます。 

 どうぞ、鹿児島委員さん。 

鹿児島委員  事務局に１つお尋ねします。 

 第３条の３項、前項の規定にかかわらず、緊急に会議を開催する必

要があるときは、市長と教育長のみで開くことができるとあります

ね。例えば児童生徒の生命にかかわるいじめなどの事案が考えられる

わけでありますけれども、そういう市長と教育長で開かれた会議に関

する内容とか情報提供、教育委員への周知とか情報提供はどのように

行われるんでありましょうか。 

田中議長  答弁をお願いします。 

事務局（関口企

画政策課長） 

 ただいまの緊急の場合に市長、教育長のみで会議を開くことができ

る、その後の情報提供ということですけれども、まずそこで議論をし

ていただいた後に、速やかに会議が開ければ、会議を開いて報告をさ

せていただくという、そのように考えております。 

鹿児島委員  分かりました。 

田中議長  ほかにいかがでしょうか。 

 〔「なし」と言う人あり〕 
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田中議長  ほかにないようでございます。 

 それでは、ただいま説明がございました運営要綱（案）でございま

すけれども、要綱ということで決定させていただいてよろしいでしょ

うか。 

 〔「異議なし」と言う人あり〕 

田中議長  ありがとうございます。それでは、案のとおり決定とさせていただ

きます。 

  （２）久喜市教育大綱について 

田中議長 次に、協議・調整事項の（２）、久喜市教育大綱についてでござい

ます。 

 事務局より説明をお願いします。 

事務局（松本教

育部副部長兼教

育総務課長） 

 それでは、久喜市教育大綱につきましてご説明をさせていただきま

す。着座にて説明させていただきます。 

 それでは、お手元の資料３、久喜市教育大綱についてをご覧いただ

きたいと存じます。 

 初めに、１、大綱の策定についてでございます。教育大綱につきま

しては、本年４月１日に改正されました地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第１条の３の規定におきまして、市長は教育基本法第

17 条第１項に規定する基本的な方針、いわゆる国の教育振興計画を

参考に、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び

文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるというものとされ

たものでございます。 

 大綱を策定することによりまして、本市における教育、学術及び文

化の振興に関する施策の総合的な推進を図るというものでございま

す。 

 次に、２の大綱の定義についてでございます。まず、（１）でござ

います。１点目は大綱の構成についてでございます。大綱は、地方公

共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、

その目標や施策の根本となる方針を定めるとされておりまして、事細

かないわゆる詳細な施策について策定することは求めていないとこ

ろでございます。地方公共団体としての教育施策に関する方向性を示

したものとご理解をいただきたいと存じます。 

 次に（２）でございます。これは、大綱を策定するに当たっての考

え方でございます。教育基本法に基づき策定される国の教育振興基本

計画における基本方針を参考に定めるものでございまして、教育の課

題がさまざまであることを踏まえ、地域の実情に応じて策定するとい

うものでございます。 



 - 13 - 

 次に（３）、こちらは対象の期間でございます。大綱が対象となる

期間につきましては、法律では定められていないところでございます

が、市の計画あるいは国の教育振興基本計画など、これらの計画の期

間を鑑みまして、４年から５年程度想定をしております。 

 以上が久喜市教育大綱についての概要でございます。よろしくご協

議のほどお願い申し上げます。 

田中議長  今回の総合教育会議の中で教育大綱を策定するということになっ

ておりまして、大変大事な案件でございます。 

この件につきましては、ご案内のとおり平成 25 年 10 月に久喜市教

育振興基本計画が既に策定済みでございます。お手元にあるかと存じ

ますが、基本理念として「未来をひらく 心豊かな久喜の人づくり」、

また基本方針、基本目標等がそれぞれ策定をされております。 

この基本計画の策定に当たりましては、当時の教育委員さんが教育

長、教育委員長を中心にいろいろな議論をして、この計画が策定をさ

れたという経過がございます。 

 また、その折に当時の教育長から私に何回か、その計画に対する説

明、あるいは経過等々もその都度報告してきたというものでございま

す。そのような経過がございますので、この基本計画につきましては、

この大綱を策定するに当たりまして、私は次のように考えておりま

す。 

 教育大綱は、教育基本法第 17 条第１項の規定に基づき策定される

国の教育振興基本計画における基本的な方針を参考に、地域の実情に

応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的

な施策について、この目標や施策の基本となる方針を定めるというこ

ととされております。 

 既に同法第 17 条第１項に規定する教育振興基本計画を定めている

地方公共団体にあっては、当該計画をもって教育大綱にかえることが

総合教育会議で承認された場合には、教育大綱を別途策定する必要は

ないとされております。 

 このようなことから、久喜市教育大綱につきましては平成 25 年

10 月に策定した久喜市教育振興基本計画における基本理念、基本方

針及び基本目標の部分を教育大綱として位置づけることとし、対象期

間は当該計画が満了する平成 29 年度までとしたいと、このように考

えているところでございます。 

 どうぞこの点につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらいた

だきたいと存じます。   

田中議長 坪井委員さん。 
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坪井委員  今市長さんのほうからご説明がありましたとおり、この久喜市の教

育振興基本計画が 29 年度を目標に定められており、28 年度以降には

見直しの時期も来るかと思われますので、その時期に合わせて今後大

綱を策定していく方向がよろしいかと思います。 

田中議長  ありがとうございます。 

田中議長  鹿児島委員さん。 

鹿児島委員  先ほど市長さんからお話いただきましたけども、私たち教育委員も

久喜市の教育振興基本計画につきましては定例の教育委員会で、ある

いは教育委員会後においても非常に何回も協議した経過がございま

すので、思い入れもありますので、一つのそういう意向であれば、私

はありがたいなというふうに思っております。 

田中議長  ほかにいかがでしょうか。 

 〔「なし」と言う人あり〕 

田中議長  それでは、ほかにご意見がないようでございます。 

 それでは、改めてお諮りをしたいと存じます。久喜市教育振興基本

計画の基本理念、基本方針、基本目標の部分をもって久喜市の教育大

綱にするということでよろしいでしょうか。 

 〔「異議なし」と言う人あり〕 

田中議長  ありがとうございます。 

 それでは、その様に決定させていただきます。 

  （３）今後のスケジュールについて 

田中議長 次に（３）、今後のスケジュールについてでございます。事務局よ

り説明をお願いします。 

事務局（山崎企

画政策課課長補

佐） 

 それでは、特に資料の用意はないのですけれども、今後のスケジュ

ールについてご説明をさせていただきたいと思います。着座にてご説

明をさせていただきます。 

 まず、平成 27 年度の開催の予定でございます。本日ご案内のとお

り、第１回久喜市総合教育会議の開催をいただいているところでござ

います。本日の会議で、運営要綱あるいは大綱について協議・調整を

行っていただきまして、いずれも調整が整ったところでございます。

このため、今年度は第２回の総合教育会議につきましては、10 月ぐ

らいを一つの目安としまして、翌年度に向けた課題ですとか方針、あ

るいは予算等につきまして協議・調整を行うことを主な内容としまし

て開催をしたいというふうに考えているところでございます。 

 続いて、平成 28 年度以降の総合教育会議の場、開催の予定と主な

内容となりますけれども、基本的には年２回程度の開催を基本として
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考えていきたいというふうに思っております。 

まず、第１回目の会議としまして、５月下旪ぐらいを目安といたし

まして、年度当初に当該年度の課題ですとか、そういったことについ

て協議・調整を行うことを主な内容としまして開催をしたいというふ

うに考えております。 

 次に、第２回目の会議としまして、やはり今年度同様、10 月ごろ

を一つの目安といたしまして、翌年度に向けた課題や方針及び予算等

について協議、調整を行うことを主な内容といたしまして開催をした

いというふうに考えているところでございます。 

 スケジュールのほうは以上となります。 

田中議長  ただいま（３）、今後のスケジュールについて事務局より説明がご

ざいました。 

 今後この総合教育会議につきましては、年２回を予定しているとい

うことでございます。そして、年度の始まりました５月下旪、また

10 月ごろ、それぞれ開催をするということでございます。 

 したがって、次のこの総合教育会議につきましては、おおむね 10 月

ごろを目標として開催をし、そこで 28 年度の事業あるいはまた予算

等々についての協議をするという、そんな説明がございました。もち

ろん年２回は定例のことを想定しておりまして、緊急にお集まりいた

だいて協議をお願いするということができた場合には、至急というこ

とになると思いますけれども、お集まりいただいて協議をしていただ

くということとなると思います。そんなことがないことを祈ります

が、というふうに思います。 

 このスケジュールについてはいかがでしょうか。ご質問、ご意見ご

ざいますでしょうか。よろしいですか。 

 〔「異議なし」と言う人あり〕 

田中議長  それでは、ご承知おきのほどお願いを申し上げます。 

  （４）その他 

田中議長 次に、（４）、その他でございます。 

 事務局から説明お願いします。 

事務局（山崎企

画政策課課長補

佐） 

 では、その他でございますけれども、先ほど皆様に調整をいただき

ました久喜市教育振興基本計画をもとにしました教育大綱について、

資料をご用意させていただきましたので、この場で配付をさせていた

だきたいと思います。 

田中議長  ただいま事務局から久喜市教育大綱（案）と示されておりますけれ

ども、ご了承いただいておりますので、（案）は削除願いたいと思い

ます。この説明がありますか。 
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事務局（関口企

画政策課長） 

 いえ、既に皆様は、久喜市教育振興基本計画ご存じですので。 

田中議長  それでは、お目通しをいただきたいということでございますので、

よろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、委員の皆様から何かございますでしょうか。よろしいで

すか。 

 〔「なし」と言う人あり〕 

田中議長  それでは、特にないようでございます。 

 それでは、以上をもちまして本日予定いたしました協議・調整は全

て終了いたしました。ご協力ありがとうございました。 

 それでは、ここで私は議長の任を解かせていただきます。 

 司会に戻します。 

司会（関口課長）  ありがとうございました。予定しておりました協議・調整事項は以

上となります。 

 次回の会議の開催でございますが、先ほど申し上げましたとおり翌

年度に向けた課題や方針及び予算等につきましての協議・調整等を実

施したいと思っております。日程等を調整いたしまして、改めてご連

絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして第１回久喜市総合教育会議を終了させ

ていただきます。 

 大変お疲れさまでございました。 

  

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。（注） 

 

平成２７年７月１０日 

 

 久喜市長     田中 暄二       

 

 教育長職務代理者 鹿児島 金衛     

 

（注）特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。 

 


