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会議の概要
ただいまから、平成２９年第１０回加須市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。
【日程第１ 会議時間の決定】

渡邉教育長

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）
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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。
【日程第２ 会議録署名委員の指名】
渡邉教育長

加藤委員

日程第２ 会議録署名委員の指名について、今回は加藤委員にお願いいたしま
す。
はい。
【日程第３ 前回会議録の承認】

渡邉教育長

日程第３ 前回会議録の承認について、第９回加須市教育委員会 定例会会議
録については、事前にお配りしてございます。
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、前回会議録について、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。
日程第４ 第４４号議案「加須市社会教育委員の委嘱について」から 日程第
６ 第４６号議案「加須市立小学校に在籍する児童の障害の種類及び程度の判断
について」は、人事案件等でございますので、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 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４４号議案「加須市社会教育委員の委嘱について」
】
（全員賛成の上、可決）
【日程第５ 第４５号議案 「加須市生涯学習推進会議委員の委嘱について」
】
（全員賛成により原案可決）
【日程第６ 第４６号議案 「加須市立小学校に在籍する児童の障害の種類及び
程度の判断について」
】
（全員賛成により原案可決）

渡邉教育長

これより会議の非公開を解きます。
【日程第７ 第４７号議案 「加須市スポーツ推進計画の改訂について」
】

渡邉教育長

日程第７ 第４７号議案 「加須市スポーツ推進計画の改訂について」を議題
といたします。事務局より説明させます。
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石川スポーツ振興
加須市スポーツ推進計画の策定から５年が経過し、本市を取り巻く状況の変化
課長
等を踏まえ、スポーツの振興に向けた取組を一層推進するため、加須市スポーツ
推進計画を改訂したいので、この案を提出するものであります。
前回の定例会でご協議いただきました内容を踏まえ、修正を加えたものを今回、
議案としております。
ご審議の程よろしくお願いいたします。
渡邉教育長

それでは、この議案について、何かご質疑、ご意見等ございますか。
ご質疑、ご意見等ないようですので、お諮りします。
第４７号議案 「加須市スポーツ推進計画の改訂について」は、原案のとおり
可決ということでよろしいですか。
（異議なしとの声あり）
それでは、原案のとおり可決とします。
【日程第８ 協議事項】

渡邉教育長

日程第８ 協議事項「第２次加須市生涯学習推進計画（案）について」
、協議い
たします。事務局から説明させます。

大原生涯学習部参
加須市生涯学習推進計画が平成２８年度で終了しているため、第２次計画を策
事兼生涯学習課長 定するものです。
前計画からの変更点ですが、加須市総合振興計画との整合性を図り、基本目標
及び施策の見直しを行いました。また、取組内容を精査し、統廃合や名称変更、
追加等、事業体系の見直しを行いました。
よろしくご協議の程お願いいたします。
渡邉教育長

以上説明がありました。これより協議を行います。ご質疑、ご意見等ございま
すか。

加藤委員

資料の２ページに、前回の計画から削除した取組名がありますが、
「学校いきい
きステーション事業」
「中学校夢創造チャレンジ事業」
「あいさつふれあい推進事
業」は実施しないのですか。

大原生涯学習部参
生涯学習推進計画からは削除しておりますが、引き続き実施しておりますし、
事兼生涯学習課長 今後も実施してまいります。
それらの事業は、加須市人づくりプランなど、他の計画に位置づけられており
ますので、重複をさけるため本計画では削除したものでございます。
大谷委員

事業を統合することにより効果はあると思いますが、事業としては薄くなる、
軽視されるという懸念があります。

大原生涯学習部参
事兼生涯学習課長

そのようなことはありません。
例えば、計画２５ページの「生涯学習きっかけづくり事業」では、統廃合前の
事業の指標をそれぞれ掲げております。こうした形で意識して取り組んでいく、
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内容を充実させてやっていくというものでございます。
渡邉教育長

この計画につきましては、委員の皆さんの御意見を踏まえ、事務局で修正をし
まして、策定することになります。この場以外でもご意見がいただけたらと思い
ます。
事務局の方で、いつまでにというのがありますか。

大原生涯学習部参
期間が短くて恐縮ですが、ご意見があれば、２６日木曜日までにいただきたい
事兼生涯学習課長 と存じます。
渡邉教育長

それでは、委員の皆さん、何かございましたら、２６日までに事務局の生涯学
習課までお願いします。
以上で協議を終わります。
【日程第９ その他】

渡邉教育長

日程第９ その他でございます。諸般の報告をさせていただきます。
（以下 報告内容の要約）

綱川生涯学習部長

・こいのぼりマラソン大会について

杉田学校教育部長

・学校行事の開催と参加御礼について
・台風２１号上陸に伴う学校臨時休業（１０月２３日）について

塩原こども局長兼
福祉事務所長兼学
校教育部理事

・幼稚園と保育所の交流事業について

（以下 資料をもとに説明）
大原生涯学習部参 ・ 平成２９年度加須市教育座談会の開催及び事前アンケートの集計結果につい
事兼生涯学習課長
て
・ 平成２９年度家庭教育講演会並びに北埼玉地区ＰＴＡ連絡協議会役員等研修
会について
・ 第１５回北埼玉地区人権フェスティバル（スポーツレク交流会及び人権講演
会）について
飯野文化・学習セン ・ 加須未来館利用状況（平成２９年４月～９月）
ター所長
石川スポーツ振興
課長
鈴木図書館課長

第２２回加須こいのぼりマラソン大会参加申込者数について

・ こどもとしょかんだよりについて
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中島学校教育課長

・ 樹木の消毒に係る事故の概要と対応について
・樹木の消毒に係る事故の概要と対応について
・住宅地等における農薬使用の安全対策の徹底について（平成２９年１０
月１１日付け通知）
・農薬危害の防止について（平成２９年９月２９日付け通知）
・平成２９年度農薬危害防止運動の実施について（平成２９年５月３１日
付け通知）
・ 平成３０年度児童生徒数及び学級数について（１０月１日現在見込み）
・ 加須市就学支援費支給要綱の一部改正について
・ 平成２９年度加須市あいさつ運動後期集中強化期間の取組について
・ 学校における働き方改革に係る緊急提言について
・ キッズウィークについて
・ 生徒指導・学校情報等報告について

立岡学校給食課長

・ 「学校給食展」及び「給食食堂」の実施について

野本保育幼稚園課 ・ 平成３０年度 加須市立幼稚園入園申込みについて
長
高橋生涯学習部副
部長兼教育総務課
長
渡邉教育長

・ 平成２９年度第３回加須市議会定例会 議案質疑・一般質問における教育委員
会関連の答弁について【別冊】
・ 教育委員会行事予定について
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。

小林教育長職務代
加須未来館の入館者数が、全体で５．３％のマイナスとありました。今後、減
理者
少が進んでしまうのではないか、新たな方策が必要ではないかと気になります。
不動岡小の事故については、素早い対応をされたということかと思います。事
故が起きてしまったという失敗はありましたが、それに対するリアクションは素
晴らしかったと思います。
あいさつ運動について、新古河駅での実施がなくなってしまったようですが、
何か理由はあるのでしょうか。
中島学校教育課長

あいさつ運動については、衆議院議員選挙がありましたので、急遽、実施日を
変更しました。学校とも調整をしたのですが、時期的に行事が多く、子どもの参
加が難しいということで、新古河駅と栗橋駅では今年度は実施を見送りました。

小林教育長職務代
キッズウィークについては、国からの情報はあるようですが、地域として声は
理者
あがっているのでしょうか。
生徒指導の中で、家出の事案が多くなっていました。理由は家庭の問題のよう
ですが、学校がどこまで解決できるか、家庭教育にどこまで関われるのか、非常
に難しいことと思います。
学校訪問の際に給食をいただいています。給食費の未納ゼロを達成したという
報告がありましたが、学校訪問で、集金が教職員の過労の原因の一つになってい
るという話も聞きました。職員の負担になってないか心配です。
渡邉教育長

不動岡小の農薬事故について、現在の状況を報告してください。
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高橋生涯学習部副
今回の不動岡小の事故を踏まえ、加須市としては、埼玉県教育委員会へ報告を
部長兼教育総務課 いたしました。国においても、重大事故ということで、今後、注意喚起の通知を
長
出すということです。
本日の報告資料にもありますが、平成２５年４月２６日付けで農林水産省消
費・安全局長と環境省水・大気環境局長との連名で「住宅地等における農薬使用
について」という通知が出ています。不動岡小の名前は出ませんが、授業中に消
毒をしたというような事故の経過を具体的に示したうえで、改めてこの通知の徹
底を図るといったものとなると伺っています。
大谷委員
渡邉教育長

テレビの報道は、なぜあんなに速かったのでしょう。
救急車を要請した場合、一定の人数以上が同時に搬送される場合や重体の患者
がいる場合、警察対応事案となり情報がオープンになります。今回の事故では、
複数の子どもが搬送されたということと、搬送時には重体の子どもがいるという
情報もありましたので、報道機関の反応も速かったのだと思います。
キッズウィークについてですが、資料では「地域の実情に応じた取組にするた
め、検討を進めて」ほしいとあります。実施するかどうかを検討するのか、実施
する日にちを検討するのか、この通知だけではよくわからない部分もあります。

増田委員

休める職場ならいいですが、お店やサービス業で働く場合は、逆にそういった
お客さんを迎えなければなりませんので、休むのは無理だと思います。
趣旨は分かりますが、その辺についてはあまり考えられていないのではないか
と感じます。

小林教育長職務代
数日から１週間、学校が一斉に休みになった場合、様々な家庭がありますので、
理者
苦労の方が多いのではないでしょうか。
今回の資料を見ますと、実施について地域にゆだねてしまっている。国で一斉
に日にちを決めてやるのなら可能性はあるのかと思いますが。
増田委員

キッズウィークで生産が落ち込んだ分を、休日出勤するというようなこともあ
りそうです。

渡邉教育長

学童保育室との関わりも出てきます。キッズウィークを実施する場合は、その
辺りも含め、きちんと調整したうえでやる必要があると思います。

渡邉教育長

他に何かございますか。

それでは、ご質疑、ご意見等ないようですので、以上で報告を終わります。
平成２９年第１１回定例会は１１月２０日（月）午後１時３０分に開会します。
これをもちまして、平成２９年第１０回加須市教育委員会定例会を閉会といた
します。ご苦労さまでした。

6

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１１月２０日

教育長

渡 邉 義 昭

委

員

加 藤 久 佳

書

記

武 井 由加里
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