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発言者

綱川敬蔵生涯学習部長 杉田 勝学校教育部長 塩原由紀雄こども局長兼福祉事
務所長兼学校教育部理事 高橋敦男生涯学習部副部長兼教育総務課長 飯野伸康
文化・学習センター所長 石川達雄スポーツ振興課長 鈴木 正図書館課長 中
島高広学校教育課長 立岡昭一学校給食課長 小泉雅広こども局副局長兼子育て
支援課長兼学校教育部参事 塩崎昇一こども政策課長兼学校教育部参事 野本朋
子保育幼稚園課長兼学校教育部主席専門員 武井由加里教育総務課主幹 嶋村英
之生涯学習課主幹 松本美智代生涯学習課主査
第１

会議時間の決定

第２

会議録署名委員の指名

第３

前回会議録の承認

第４

第２５号議案

加須市立公民館運営審議会委員の委嘱について

第５

第２６号議案

加須市立図書館協議会委員の任命について

第６

その他
会議の概要

渡邉教育長

ただいまから、平成２９年第４回教育委員会定例会を開会します。
本日は、傍聴希望者はございません。
本日の議事日程につきましては、別紙のとおりでございますので、ご了承願い
ます。

渡邉教育長

【日程第１ 会議時間の決定】
日程第１会議時間の決定についてでございますが、本日の日程がすべて終了す
るまでとすることでよろしいでしょうか。
（異議なしとの声あり）
それでは、会議時間は、本日の日程がすべて終了するまでといたします。
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渡邉教育長

大谷委員

【日程第２ 会議録署名委員の指名】
日程第２会議録署名委員の指名について、今回は大谷委員にお願いいたしま
す。
はい。

渡邉教育長

【日程第３ 前回会議録の承認】
日程第３前回会議録の承認について、第３回定例会会議録について事前にお配
りしてありますが、会議録の内容について、何かご質疑、ご意見等ございますか。
（なしとの声あり）
それでは、前回定例会会議録ついて、承認ということでよろしいでしょうか。
（異議なしとの声あり）
それでは、承認とします。

渡邉教育長

日程第４ 第２５号議案「加須市立公民館運営審議会委員の委嘱について」及
び日程第５ 第２６号議案「加須市立図書館協議会委員の任命について」は、人
事案件でございますので、加須市教育委員会会議規則第３条第５項に基づき、会
議を非公開とすることでよろしいですか。
（よろしいです との声あり）
では、これより会議を非公開といたします。
【日程第４ 第２５号議案 加須市立公民館運営審議会委員の委嘱について】
（全員賛成により原案どおり可決）
【日程第５ 第２６号議案 加須市立図書館協議会委員の任命について】
（全員賛成により原案どおり可決）

渡邉教育長

これより、会議の非公開を解きます。
【日程第６ その他】
日程第６ その他でございます。諸般の報告をさせていただきます。
綱川生涯学習部長より、順次報告をいたさせます。

綱川生涯学習部長

杉田学校教育部長

（以下 報告内容の要約）
平成２９年度の体制について
加須市人づくりプランについて
平成２９年度の体制について
小・中学校の入学式について
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塩原こども局長兼
福祉事務所長兼学
校教育部理事

平成２９年度の体制について
幼稚園入園式について
教育委員会と子ども局との更なる連携について
学童保育の状況について
（以下 資料をもとに説明）

嶋村生涯学習課
主幹

平成２９年度人権教育推進事業「小・中学生学級」実施要項

飯野文化・学習セ
ンター所長

平成２９年度文化・学習センター自主公演事業の実施について

石川スポーツ振興
課長

第１８回全国高等学校女子硬式野球選抜大会結果について
第１８回スポーツクライミング KAZO カップ 2017 開催について

鈴木図書館課長

平成２９年度図書館行事予定表

中島学校教育課長

平成２９年度加須市立小学校の校長・教頭名簿／中学校の校長・教頭、幼稚園
の園長・副園長名簿
平成２９年度加須市立幼稚園園児数・学級数について
平成２９年度 児童生徒数及び学級数
平成２９年度加須市立教育センターの組織等について
平成２９年度 あいさつふれあい推進事業について
加須市立幼稚園及び小･中学校 学校医・学校歯科医・学校薬剤師
生徒指導関係報告・学校情報報告について

立岡学校給食課長

平成２８年度学校給食費未納状況について（平成２９年３月３１日現在）

高橋生涯学習部副
部長兼教育総務課
長

加須市人づくりプランの概要
昭和中学校 校舎大規模改造工事について
平成２９年度加須市教育委員会行事予定

渡邉教育長

以上説明があったわけでございますが、何かご質疑、ご意見等ございますか。

加藤委員

花崎北幼稚園の３歳児は３２人とあります。幼稚園の定員は２０人であったと
思いますが、何か理由があるのでしょうか。

塩原こども局長兼
福祉事務所長兼学
校教育部理事

花崎北幼稚園では、花崎北地域と水深地域からそれぞれ２０人を定員としてお
預かりしております。合計３２人で、入園申込に際し、花崎北幼稚園、水深幼稚
園ともに定員の２０人を超えませんでした。

加藤委員
大谷委員

分かりました。
文化・学習センター自主公演事業の実施について、「市負担額」とありますが、
具体的にどのような費用を負担していますか。
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飯野文化・学習セ
ンター所長

会場使用料や付属設備使用料、広告料などを負担しております。

大谷委員

観客数によって負担額が多くなるようなことはありますか。

飯野文化・学習セ
ンター所長

アーティスト等の出演料はプロモーターが負担する契約になっておりますの
で、観客数で額が変わることはありません。

大谷委員

分かりました。

渡邉教育長

他にございませんか。
仲山委員。

仲山委員

中島学校教育課長

平成２９年度人権教育推進事業「小・中学生学級」実施要項の資料に、指導者
は「教職員」とありますが、学校職員も指導するのですか。
指導は教員が行います。

仲山委員

分かりました。
次に、昭和中学校の大規模改造工事について、いくつか質問をさせていただき
ます。
まず、財源について、説明をお願いします。
それから、工事内容の「トイレ改修」に「洋式化等」とありますが、すべて洋
式にするのでしょうか、一部は和式が残るのでしょうか。
また、個人的な意見になりますが、洋式にするのであれば、洗浄便座や暖房便
座にできるといいのではないでしょうか。

高橋生涯学習部副
部長兼教育総務課
長

まず、財源についてご説明します。
事業費１５億７千７３万６千円に対し、国からの補助金、学校施設環境改善交
付金という補助金で、こちらが１億２千７８万４千円ございます。そのほかの財
源としましては、市債、つまり市の借金がございます。借金の返済に対しては、
国からの交付税措置を考えております。借金できない分につきましては、公共施
設等再整備基金という、市の貯金に該当するものを充てるものでございます。
次に、トイレの洋式化についてですが、基本的には洋式トイレにしますが、学
校は災害時等の拠点施設としての機能も担うことから、洋式トイレは利用できな
い方がいることを想定し、いくつか和式トイレを残すこととしております。
洗浄便座につきましては、多機能トイレには設置する予定でございますが、そ
の他のトイレには設置しておりません。
暖房便座につきましては、今回の昭和中に限らず、過去３年に実施した大規模
改造工事では暖房便座を取り入れております。

仲山委員

多機能トイレは１校に１つですか。
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高橋生涯学習部副
部長兼教育総務課
長

多機能トイレにつきましては、１学校に１か所を基本としております。

仲山委員

分かりました。

渡邉教育長

他にございませんか。
小林委員。

小林教育長職務代
学校給食費の未納状況の報告がありましたが、確実に減少しております。いろ
理者
いろ工夫されているのではないかと思います。どんな取組をしているのでしょう
か。
立岡学校給食課長

給食費の徴収を市の学校給食課で一括管理する方法がうまく機能していなかっ
たことから、数年前から各学校で徴収する方法に戻しました。
その中で年々減っているというのは、第一には各学校が一生懸命やっていただ
いているということです。学校によっては、対策チームをつくるなどの対応をし
ていただいております。
また、未納が続く家庭については、子育て支援課とも連携し、保護者から児童
手当を給食費に充てることについて承諾をもらい、児童手当の支給時にその一部
を給食費に充てる取組もしております。

小林教育長職務代
とても努力されていることがわかりました。児童手当から徴収することについ
理者
て、何かトラブルになるようことはありませんか。
立岡学校給食課長

保護者になかなか会うことができず、承諾がもらえないということはございま
す。その点で苦労することはありますが、会って説明をして承諾を得てから行っ
ておりますので、トラブルになったということはございません。

小林教育長職務代
すばらしい成果だと思います。大変だとは思いますが、今後とも継続して取り
理者
組んでいただければと思います。
渡邉教育長

他にございませんか。
増田委員。

増田委員

本日の議案ではありませんが、２週間ほど前のふじアリーナの火災はどのよう
な状況だったのでしょうか。

石川スポーツ振興
課長

ふじアリーナの利用者が車に戻ったところ座席下から出火していたということ
で、連絡を受けた施設職員が消火器で対応しましたが消火できなかったため、消
防へ通報をしたということです。出火した車の隣に駐車していた１台にも延焼し
ました。出火原因については、車には問題がなかったということで、現在までの
ところ不明とのことです。
施設としましては、駐車場の舗装や木柵等にも被害がありましたので、今後、
対応を検討する必要があると考えております。
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渡邉教育長

他にございませんか。
それでは、ご質疑、ご意見等ないようですので、これをもちまして、第４回定
例会を閉会といたします。
次回、平成２９年第５回定例会は、５月２４日（水）午後１時３０分とします。
ご苦労さまでした。

上記、会議の顛末を記載し相違ないことを証明するため、ここに署名する。

平成２９年５月２４日
教育長

渡 邉 義 昭

委

員

大 谷 直 子

書

記

武 井 由加里
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