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 第１８６６回埼玉県教育委員会定例会  

 

１  日  時   令和元年９月２４日（火）         午前１０時開会  

                           午前１１時５７分終了  

 

２  場  所   埼玉県教育局教育委員会室  

３  出席者    小松教育長、上條教育長職務代理者、後 委員、伊倉委員、遠藤委員、

石川委員、小島副教育長、佐藤教育総務部長、渡邉県立学校部長、関

口市町村支援部長、古垣教育総務部副部長、日吉県立学校部副部長、

芋川県立学校部副部長、石井市町村支援部副部長、依田市町村支援部

副部長、金子県立学校部参事兼市町村支援部参事、青木県立学校人事

課長、下野戸市町村支援部参事兼小中学校人事課長  

岡部書記長、平野書記、中村書記、古澤書記、茅野書記、天宮書記  

４  会議の主宰者   小松教育長  

５  会  議  

 (1) 前回議事録の承認  

    о  全出席委員異議なく本件記載どおり承認  

  о  小松教育長が、後 委員を議事録の署名者に指名した。  

 

 (2) 議事   

第２５号議案  令和２年度当初教育局等職員人事異動方針について     上程  

岡部総務課長  （提案理由、人事異動の目的、人事異動の基本方針及び定期人事

異動の時期について説明）  

伊倉委員  説明があったとおりの方針で進めてほしいと思います。現在、実際に

現場で学校地域ＷＩＮ－ＷＩＮプロジェクト事業を実施しております。県に

限った話ではありませんが、行政は縦割りが激しいと感じます。「こういうこ

とができるのではないか。」という提案をしても、「違う課の仕事なので。」

や「別の課の業務です。」との返事が多いです。しかし、そのままでは、いつ
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になっても変えることはできないと思いますし、今変えなければ、１０年後、

２０年後、いろいろなところに 歪
ひずみ

が出てしまうと思います。今回の人事異動

方針にあるとおり、職員はできるだけ広い視野を持つことが大切です。実際に

県や市町村との活動を通して感じていることですが、現実的な仕組みとして、

事業も人も横をつなげていける体制づくりや人事配置が必要だと思います。民

間企業のように、プロジェクトのような形で一つの目標に向かい、皆がいろい

ろな壁を乗り越えて、目標達成を目指す手法が、これからは非常に大事になっ

てくると思います。大きな組織になると、その壁はかなり高いと思いますので、

是非、プロジェクトに取り組む意識を持てるような仕組みづくりの視点も、今

後は強く意識してほしいと思います。  

岡部総務課長  教育委員会には非常に困難な課題がございますし、その課題は多

岐に渡ります。そういった課題に対しては、やはり一つの担当セクションでは

解決できないものも当然ございます。そこで、今回の人事異動方針でも、２の

（１）職員の登用の「イ」に、「自らの担当業務にとどまることのない幅広い

視野で業務を遂行する姿勢を重視する。」と掲げております。これは昨年新た

に盛り込んだ部分でもありますが、こうした職員を育成していくことは、正に

これからの教育委員会の課題だと考えております。また、委員お話のプロジェ

クトの件ですが、困難な課題に直面した際に、組織をどのように作るかも課題

になります。プロジェクトに対応する組織体制を整えることや対象となる課に

必要な職員を集めて、局横断的に仕事を進めることも考えられます。課題に応

じた体制をしっかりと整えられるようにしていきたいと考えております。  

遠藤委員  いろいろな課題があると思いますが、最近、学校関係で問題が発生す

ると、組織的な対応ができていないケースが多いように思います。人事異動が

激しく行われているという部分もあるかもしれませんが、一つの組織として、

どう対応していくのかが重要です。一つ例を挙げると、いじめの問題が発生し

ても組織的な対応ができていないということがあります。やはり人を育ててい

く部分でもありますし、常に組織で対応できる体制を意識した人事配置をして

ほしいと思います。  
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岡部総務課長  いじめの関係など、現場の課題に対して、学校任せにすることな

く、局としても情報共有をしっかりと行ってまいります。また、小学校、中学

校、高校と学校種を越えた課題もございますし、情報共有をしっかり行い、組

織的に対応することは重要なことだと考えております。そうした視点や鳥の目

を持てるような人材育成も課題であると考えておりますので、今後もしっかり

と取り組んでいきたいと思います。  

上條教育長職務代理者  基本方針の中に、様々な観点で取り入れられております

が、組織の中で登用や配置というのは、人材の育成という観点で非常に重要な

ポイントであると思います。これは民間企業でも役所でも同じで、そういう発

想を持って異動配置を進めていくことが重要です。特に、個々の職員一人一人

の育成については、異動方針にも記載がありますが、本人の適性や将来の期待

を含めて、ＣＤＰ（キャリアディベロップメントプログラム）を描き、それを

本人に実施してもらい、核となる職員を中長期的に育成していく発想を持って

異動配置に取り組んでほしいと思います。その点については、場当たり的なも

のではなく、登用や配置の中で、計画的な育成を進めていけるようにしてほし

いと思います。  

岡部総務課長  個々の職員のキャリアをどう作り上げていくかについてですが、

基本方針の２の（２）職員の配置換えの中の「ア」に「個々の職員の適性・長

所・意欲に着目し、職員の将来を見据えながら、職員が最大限能力を発揮し、

業務遂行の効率を高めることができる配置を行う。」とあります。職員一人一

人のキャリアプランや育成については、組織としてこれまで以上に重視してい

かなければならないと常に考えております。新採用から３年目の職員が受講す

る中級研修、主任に昇任した際に受講する主任研修、女性職員を対象とした女

性のためのステップアップ研修において、自分はこういう将来を歩んでいきた

いというキャリアプランシートを作成します 。昨年まではそのシートを作

成して終わりになってしまっていたのですが、今後は、所属長との面談を経て、

そのシートを人事担当に提出してもらい、それを基に、一人一人の適性やキャ

リアプランシートに応じた人事異動を進めていきたいと考えております。  
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上條教育長職務代理者  大変良いことだと思います。最近、民間企業では、ジョ

ブチャレンジやポストチャレンジ制度など、一定の職種や業務に対して、手を

挙げさせてチームを編成するという取組をしております。そういうことも取り

入れていくと、自らが描いたキャリアプランに対して、より一層意欲を持って

取り組める環境が作れるのかもしれません。いろいろと工夫をしながら取り組

んでいってほしいと思います。  

 課長の説明の中で、この部分について工夫している、今年度からはこ

うしているという話がありましたが、昨年はこれができていなかったので、今

年はこの部分に力を入れるということを、明確にすることが大事だと思います。

この基本方針の中に文言として入れられないとしても、口頭で伝えていくので

はなく、それを補完するような資料をしっかりと書面で残すことが大事なので

はないかと思います。人材の育成もすごく大事なことですし、登用や配置換え

については、一つの仕事に数年関わり、マンネリ化してきた場合、配置が換わ

ることによってモチベーションが高まったり、視野が広がったりすることにも

つながります。今の仕事について悩んでいる人に対してもそうですが、配置換

えによって更にモチベーションを高められる人もいると思いますので、そうし

た点にも是非配慮してほしいと思います。私も企業人として行政マンと関わる

中で、素人的な行政マンが多くなっている印象があります。それは県でも市で

も同じです。２年から４年で配置換えしてしまうと、その場に慣れるだけでそ

の時間が経過してしまうことが多く見受けられますので、配置換えになった初

年度は、とにかくその場に慣れ、今までの経緯とこれから何を成すべきかを勉

強してもらうなど、是非、学びの機会を多く確保していただき、その上で新た

な配置先での業務に携わってほしいと思います。何より事業の継続性が大事だ

と思いますし、第３期教育振興基本計画を明確に打ち出して遂行していくに当

たって、担当者が代わって最初からやり直すのでは意味がありません。事業の

継承という観点から、担当者の引継ぎに関してもしっかりと実施してほしいと

思います。  

岡部総務課長  やる気を出す、マンネリ化をなくすという意味では、正に人事異
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動は非常に有効な手段になると考えております。必要な知識や能力、経験が

あったとしても、意欲がなければ何も始まらないこともありますので、意欲を

引き出すマネジメントや職員の登用も目指したいと思っております。また、事

業の継続性は組織にとって非常に重要なことです。人事異動についても一度に

多くの職員を異動させてしまうと、事業の継続性が失われてしまいますし、ま

た、核となる人物を異動させてしまうと、その継続性に影響が出る場合もあり

ます。そうしたことを幅広く総合的に勘案しながら、人事異動を進めていきた

いと考えております。  

石川委員  今の話の中で、キーマンが必要だということでしたが、余人をもって

替えがたい人というのは、それほど多くないと思います。自分が部長や課長な

ど、所属長の立場でいた場合、特定の分野で能力のある人を自分の部下として

置いておきたいという意識があると思います。その一方で、ある一定の年数で

他の分野の業務も経験させてみると、前に担当していた業務より、更に秀でた

実績を残すことができる場合もあると思います。基本方針の２（２）の「キ」

にある配置換え基準は、「原則として」とあります。私が元々いた警察の組織

もそうでしたが、長い人では基準の倍くらい同じ所属にいる人もいました。た

だ、そういう状況が本人にとって、特に将来の可能性がある若い人にとって、

本当に良いことかどうかについては、役付き以上の方がしっかりと考えてほし

いと思います。今自分が業務を進めやすいような環境にしておきたいという思

いもあると思いますし、部下職員に別の分野で更に能力を身に付けて活躍して

いってほしいという思いもあると思います。是非、後者に重点を置いて、しっ

かりと人事異動を考えてほしいと思います。それが、若い人たちにとっての

モチベーションの向上につながるのではないかと思います。  

о   全出席委員異議なく本案原案どおり可決  

 

 (3) 報告事項  

   学校における働き方改革基本方針について  

青木県立学校人事課長  （提出理由、目的、調査から見えてきた教諭の働き方の
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現状、課題、目標、目標達成に向けた四つの視点、フォローアップ及び実施期

間について説明）  

上條教育長職務代理者  今回の基本方針ですが、基本方針とは言っても、かなり

具体的な施策が落とし込めている点は、従来と比べると大きな進歩だと感じま

す。今後、更に市町村や学校ごとにアクションプランやスケジュール感、今後

の検証方法などをしっかりと考えながら実行して、ＰＤＣＡサイクルを回して

いくことが重要だろうと思います。働き方改革については、先ほどから話が出

ているような、教職員の健康管理や教育の質の向上だけではなく、質の高い人

材をこれから確保していくという採用の面でも極めて重要な取組だと思います。

世の中の教員に対する印象がブラック職種のようになってしまっており、多く

の先生方にせっかく頑張ってもらっている中で、ブラックだと言われてしまう

ことは、非常に心外な面もあります。その点については、きっちり対応してほ

しいと思います。定例会以外の場で、一度申し上げたことがあると思いますが、

取組について検証していくことが非常に重要で、先生方の実際の職務内容をき

め細かく検証する必要があると思います。何をやったかの報告書を出させたり、

アンケート調査を実施したりするだけではなく、いろいろな時期や学校種別ご

とに、こちらから出向いて行き、先生方が朝何時に来て、何をやっているのか

が分かるまで、細かくチェックし、調査することが重要になると思いますし、

具体的な施策を立てる上で、実態を知ることが何より大事だと思います。民間

企業でも同じようなことは実施していますし、実際にきめ細かく張り付いて検

証していき、徹底的に業務内容を調べます。それによって、必要な対策をきち

んと講じていくように努めてほしいと思います。そうしたことが、アクション

プランなどに盛り込まれるようにしてほしいと思います。  

伊倉委員  ２点意見があります。１点目は、３ページ目の横版の資料の「目的」

の書き方です。「働き方改革を推進し、学校教育の質の維持向上を図る」との

記載がありますが、この資料は様々な場面で見せていくものになると思います

ので、「働き方改革を推進し、」の前に「学校における」という表現を省略せ

ずに記載してほしいと思います。さらに、この目的の部分には「誰が」が必要



-7- 

だと思います。この部分でいえば「教職員が」ということだと思います。「学

校における働き方改革を推進し、教職員が学校教育の質の維持向上を図る」と

して、「教職員が」の後には、先ほど課長から説明があった「健康で充実した

職場で、やる気を持って」などの表現を加え、「それをもって、学校教育の質

の維持向上を図る」という形にしてほしいと思います。教職員が健康でやる気

がなければ、学校教育の質の向上は図れないのだということを、少し長くなっ

てしまうかもしれませんが、分かりやすく記載してほしいと思います。２点目

ですが、時短というものが、現場ではある意味プレッシャーになっているので

はないかと感じることもあります。先 ほ ど も 申 し 上 げ ま し た が 、 学 校 地 域

ＷＩＮ－ＷＩＮプロジェクト事業を高校と一緒に実施していると、地域との連

携が学校にとって、時間的にも、内容的にも負担になっていると思います。調

整業務や資料作り、職員会議での伝達など、恐らく今までになかった話をしな

ければなりません。目の前で接していると、負担になっているのではないかと

感じられます。ただ、少し先の将来を考えれば、１５ページにも記載がある、

「保護者や地域の理解と連携の促進」につながることになります。今は過渡期

ということで非常に難しい時期だとは思います。特に管理職の先生は悩んでい

らっしゃることと思います。部活動に関しても同様で、仕組みを変えるために

はそれなりの時間が必要です。新しいことをやらなければ、変わらないことも

多いです。そんな中で、時間を減らせと強く言われると、そうした取組自体も

減らさなければなりません。そうすると、将来的にも地域の理解や連携にはつ

ながらないだろうと思います。こうした状況で、何ができるか考えると、私と

しては増員しかないのだろうと思っております。仕組みを変えるためには、メ

ンバーやスタッフを増やして、そこに力を入れていく必要があると思います。

そうしないと、先生方の負担がただ大きくなってしまうことになります。資料

の１４ページには「小中学校で全県的に実施する持ち時数調査の結果を基に、

教職員定数の改善等について、あらゆる機会を捉えて国に要望します。」とあ

りますが、国に要望することに加えて、是非、県としても、スクールカウンセ

ラーなどの人員も含めて予算の要求をしていってほしいと思います。今の人員
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だけで新しいことを実施していこうとすると、いくら「やります。」と言って

くれても、現実的には現場がそれを担っていかなければならないことが多いと

思います。人員を増やすということは、お金が掛かることにはなってしまいま

すが、働き方改革を進める中でも、特に大きく取り扱ってほしいと思います。  

青木県立学校人事課長  １点目の３ページの基本方針の概要についてですが、先

ほどの話と重なるかもしれませんが、大きな目的につきましては、県教育委員

会が取り組むべき内容になります。あえて申し上げますと、「県教育委員会が、

教職員の働き方改革を推進し、」ということになりますので、その点につきま

しては、この資料をこれから何度も使用して説明する機会がございますので、

本来の作成意図は何かということを、きちんと伝え、誤解がないようにしてい

きたいと考えております。また、資料としては重複を避けるという意図もござ

いますので、説明の際には「学校における」という表現も加えて、きちんと説

明していきたいと考えております。２点目の負担軽減自体が現場の負担になら

ないかについてですが、伊倉委員からもお話があったように、ちょうど過渡期

になっておりますので、留意点に十分注意しながら、今後取組を進めていきた

いと考えております。また、教職員は以前に比べ、地域と連携している場面も

多くなってきていると思っております。そうした取組が増えるように、こちら

も留意したいと思います。やはり、働き方改革の推進に当たっては、財源を伴

うものが多く出てくる可能性がございます。予算の確保につきましては、しっ

かりと関係課と連携しながら、改善に向けられるよう努めていきたいと思いま

す。  

伊倉委員  先生方の働き方を改善していくことは、これからの教育にとって最も

重要なことと言ってもよいと思います。県ではいろいろな事業をしていますが、

事業の精査を行い、切るべきものは切ってでも、ここに予算を費やすくらいの

勢いがないと、本当にやる気があるのかと感じてしまう部分もあります。今一

番やるべきことは、先生方がより一層生きがいを持って、現場の子供たちと向

き合えるようにすることです。それが教育の質を高め、子供たちが未来に向

かって羽ばたけることにつながると思いますので、是非、全体の事業や予算の
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中でも優先順位が高くなるように検討してほしいと思います。  

小松教育長  伊倉委員の最初の御発言は、目的の部分の文言を修正すべきという

ことだったと思うのですが、これに対して課長の説明では、文言は修正せずに、

説明の中で対応していくということでした。これについて、委員の皆さんから

他に意見等はございますか。  

伊倉委員  私は直接説明を聞いているので、理解できるのですが、この資料が外

に出ていくときには、きちんと説明していかないと分かりづらいのではないか

と感じます。何が学校教育の質を向上させるのかといえば、それは、先生方の

職場環境を改善すること、身体的な健全化を図っていくことであるということ

だと思います。それを、もう少し丁寧に記載してもよいのではないかと感じま

す。  

青木県立学校人事課長  ３ページの概要を御覧いただいて、説明いたしましたが、

どうしても概要版ですので、言葉が足らない部分も出てしまいます。今回は、

冊子として一つの基本方針の策定ということになりますので、もしよろしけれ

ば、概要の部分はこの記載とさせていただき、伝達する際にはその点を前提と

して踏まえ、説明していきたいと考えております。  

伊倉委員  必ず説明と合わせて、配布することになって、この概要の部分１枚だ

けが出回ってしまうということはないということでしょうか。  

青木県立学校人事課長  冊子全体で一つの資料になっております。  

伊倉委員  分かりました。  

小松教育長  県教育委員会として実施すべきことをまとめていて、その中で、学

校現場でも実行していただくことを含んだものになっております。また、予算

についてですが、県としても当然様々な予算措置はしていくことになりますが、

こういったところに全て書き込めるかというと、その都度の予算査定がござい

ますので、難しい部分はあります。全体的な姿勢は、前向きに記載していると

ころですが、これを細かい部分まで、県として増やしていき、書き込んでいく

ということはなかなかできない状況です。また、国が基本的な教職員配置等の

仕組みを作っています。やはりそれに基づいて県が動いているという部分もあ
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りますので、基本としては国に対して強く要望していき、それについて県も予

算を付けていくことになると思います。  

 これまでの経緯や現状を把握する上での数字が具体的に盛り込まれて

おり、大変分かりやすくまとまっているのではないかと思います。しかしなが

ら、埼玉県教育委員会として、教育長のメッセージも付けて、今後いろいろな

ところに発出していくことになるのだと思いますが、３年間取り組んでいく中

で、「埼玉県の特色は何ですか。」と聞かれた場合、どのように回答するので

しょうか。  

青木県立学校人事課長  やはり一番は、８ページに記載されている、議会でも御

指摘いただきましたトータルケアについてです。この点については、予算も拡

充しておりますので、大きな部分かと思います。  

 基本方針として、今後、各市町村や各県立学校等の現場に分かりやす

く周知していく必要があると思います。あわせて、埼玉の特色も明確にすると、

すごく浸透しやすいのではないかと思います。そういった部分では、ＩＣカー

ドについて、埼玉ならではの、親しみやすく先生方が希望を持てるようなネー

ミングにしてみるなど、そういったことも具体的なアクションプランに落とし

込んでいけば、埼玉らしいという部分で取り上げられるのではないかと思いま

す。また、今後の進め方ですが、学校に周知するに当たって、先生方がこの方

針に沿った動きをして、行動を具現化していくためには、学校の中でルールを

作らなければ絶対に浸透しないと思います。理想を語っていても、実際の現場

で動きがなければ、実現せずに終わってしまいます。先生の中には、自分一人

がこれをやっていたら周りからどう見られるだろうという心配をする人もいる

と思います。必ず学校ごとのアクションプランやルール作りが必要になると思

いますので、その辺りのことについての説明は、是非、丁寧に行ってほしいと

思います。県立学校であれば直接話ができると思いますが、市町村教育委員会

が間に挟まったときに、各小・中学校への伝達の仕方が難しくなるかと思いま

す。周知の仕方について、どのようにしていくか説明してください。  

青木県立学校人事課長  県立学校に対する周知につきましては、これまでも各学
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校に対して、業務改善の推進について伝えているところです。各学校の様々な

取組の中で効果的なものがあると思いますので、局内のフォローアップ委員会

でどのような方法が一番良いのか検討してまいりたいと思います。また、直近

では校長会議等もございますので、そうした場で資料を示しながら、きちんと

伝えていきたいと考えております。  

下野戸市町村支援部参事兼小中学校人事課長  小・中学校につきましては、来月

教育長会議がございますので、その場で御説明させていただきます。また、人

事担当者会議というものがございまして、市町村教育委員会の人事担当者が集

まる会議もございますので、そうした場でも御説明させていただき、きちんと

現場に伝わるようにしていきたいと思います。また、毎年、教育事務所が学校

訪問を行っておりますので、そういった際に、各学校の状況を見届けていきた

いと考えております。  

 ７ページにも今後の進め方についての記載があり、今後、市町村教育

委員会にもこのような基本方針を策定してもらいたいとのことですが、恐らく

現状でも既にこうした方針を打ち出しているところがあると思います。その中

には、取組がうまくいっている市町村もあると思いますし、それに併せて各学

校現場では、「カエル会議」というネーミングの会議を実施している事例もあ

ります。そうした良い事例も、基本方針と併せて周知していってほしいと思い

ます。  

小松教育長  グッドプラクティスの横展開は非常に重要なことです。  

遠藤委員  県の方針としてはよくできていると思いますし、進め方もよいと思い

ます。ただ、埼玉県のどういう点が問題で、その問題を解決するために、どこ

に重点を置いて取り組んでいくかという部分が、少し見えづらいように感じま

す。恐らく短期的に進めることもあるでしょうし、中・長期的に見ていかなけ

ればならない課題もあると思います。そういう視点で見た時に、どこに課題が

あるのかが見えづらいと思います。それと同時に、市町村に対して説明するこ

とになると思いますが、それぞれに抱えている問題が違っていると思いますの

で、それに従った基本方針を作っていくことになるのだろうと思います。例え
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ば、コミュニティ・スクールや地域との連携が、働き方改革のもう一つの方向

性として示されていますが、コミュニティ・スクールを導入してほしいと言わ

れているが、なかなか導入できない市町村をいくつか知っています。市町村の

人口構造は少子高齢化や国際化が進み、地域の中で働いている人はかなり減っ

てきている状況です。そんな中で、コミュニティ・スクールを導入するにはど

うしたらよいかと悩んでいる市町村もあります。基本方針についての説明の場

で、そうした点についてもアドバイスがあると、基本方針自体も生きてくるの

ではないかと思います。教育長さんがコミュニティ・スクールを導入しようと

声を掛けても、誰がやるのかという状況になってしまっている市町村もありま

す。そのような細かい部分でのアドバイスもあるとよいと思います。  

下野戸市町村支援部参事兼小中学校人事課長  お話のとおり、市町村や地域に

よって進んでいるところもあれば、その地域の事情によって、なかなか導入が

進まない部分もあるかと思います。要望に応じて、こちらからできるアドバイ

スをしながら進めていければと思います。  

上條教育長職務代理者  先生方の在校時間を減らしていくことは、単純に目先の

目標ではあるのですが、先生方が在校している間のアイドリングになっている

ような時間があれば、それを減らすこと、仕事そのものの中身を減らすこと、

それから、人を増やしましょうということに集約されると思います。そうする

と、これまでの先生方の執務環境からは必ず変化があるわけです。変化が生じ

ない限り変わらないわけです。変化が生じれば、そこに必ずトレードオフにな

ることが起きてきます。例えば、アイドリングの時間に後輩の先生方とコミュ

ニケーションをとっていたがそれがなくなるなど、また、仕事を減らすと本当

に減らしてしまってよかったのか、あるいは人を増やした場合、その人材の質

はどうかなど、子供に対する対応がどう変わってくるのかなど、いろんな変化

が起きるはずです。トレードオフになる部分が出てきますので、そこにきちん

と着目して、対応すべきところは対応するということを考えておいてほしいと

思います。一方的に進めていくと、結果的には「やはりあれはやっておいた方

がよかったのではないか。」と、後から気付くこともあると思います。一方で、
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前に進まなければ、なかなか大胆なことはできないという部分もあります。変

化があれば必ずトレードオフになるものは出ますので、それが一体何なのかに

ついてまで想像力を働かせ、施策を実行していくことが重要だと思います。そ

の点については、市町村教育委員会と打ち合わせていく中にあっても、県とし

て大所高所からアドバイスをしながら進めていく必要があると思います。  

 

 (4) 次回委員会の開催予定について  

   １０月１０日（木）午前１０時  

 

 ＜非公開会議結果＞  

 第２６号議案  令和元年度教育功労者及び優良教育施設・団体表彰について  

 埼玉県教育委員会表彰規程の規定に基づき、令和元年度教育功労者及び優良教育施

設・団体表彰の被表彰者を決定しました。  

 第２７号議案  令和元年度優秀な教職員の表彰について  

 埼玉県教育委員会表彰規程の規定に基づき、令和元年度優秀な教職員の表彰の被表

彰者を決定しました。  

 第２８号議案  退職手当支給制限処分に係る人事委員会に対する諮問について  

 退職手当支給制限処分を行うに当たり、職員の退職手当に関する条例の規定に基づ

き、人事委員会に諮問することを決定しました。  

 第２９号議案  退職手当返納命令処分に係る人事委員会に対する諮問について  

 退職手当返納命令処分を行うに当たり、職員の退職手当に関する条例の規定に基づ

き、人事委員会に諮問することを決定しました。  

 第３０号議案  教職員の懲戒処分について  

 非違行為を行った春日部市立春日部中学校の男性教諭（２３歳）に対して、免職す

る懲戒処分等を決定しました。  

 第３１号議案  教職員の懲戒処分について  

 非違行為を行った東部地区の県立高等学校の男性教諭（２６歳）に対して、免職す

る懲戒処分等を決定しました。  


