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平 成 ３０ 年  第 １ 回  加  須  市  教  育  委  員  会  定 例  会  会  議  録 

招集の日時   平成３０年１月２２日              午後１時３０分 

招集の場所   教 育 委 員 会 室 

開会の日時   平成３０年１月２２日              午後１時３０分 

閉会の日時   平成３０年１月２２日              午後３時３０分 

出席者の氏名 
 渡邉義昭教育長、小林義之教育長職務代理者、仲山利樹委員、大谷貴子委員、

増田公子委員、加藤久佳委員 

欠席者の氏名   

会議に出席した者 

の氏名 

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、大原英明

生涯学習部参事兼生涯学習課長、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、中

里美佳学校教育課主幹兼指導主事、大勝 進学校教育課主幹兼指導主事、齋藤 誠

学校教育課主幹兼指導主事、大井 晋学校教育課主幹兼指導主事、武井由加里教

育総務課主幹 

 

会期日程 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１号議案 平成３０年度加須市一般会計予算のうち教育費につ

いて 

第５ 第２号議案 平成３０年度河野博士育英事業特別会計予算につい

て 

第６ 第３号議案 平成２９年度加須市一般会計補正予算（第６号）の

うち教育費について 

第７ 第４号議案 平成２９年度河野博士育英事業特別会計補正予算

（第２号）について 

第８ 第５号議案 加須市教育功労者の表彰について 

 

第９ 第６号議案 加須市立小学校に入学する児童及び加須市立小・中

学校に在籍する児童生徒の障害の種類及び程度の判

断について 

第１０ 第７号議案 教育財産の取得に係る申出について 

 

第１１ その他  
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発言者 会議の概要 

渡邉教育長 

 

ただいまから、平成３０年第１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。 

 

 

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。 

 

 

渡邉教育長 

【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。 

 

大谷委員  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１２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１号議案「平成３０年度加須市一般会計予算のうち教育費につい

て」から 日程第７ 第４号議案「平成２９年度河野博士育英事業特別会計補正

予算（第２号）について」までは、２月９日に開会する平成３０年第１回加須市

議会定例会に提案予定の事案についてのものであり、市議会定例会の提案前の情

報であることから、加須市情報公開条例第７条第１項第４号の非公開情報にあた

ります。 

 

 また、日程第８ 第５号議案「加須市教育功労者の表彰について」及び 日程

第９ 第６号議案「加須市立小学校に入学する児童及び加須市立小・中学校に在

籍する児童生徒の障害の種類及び程度の判断について」は、個人情報を含む案件

であることから、加須市情報公開条例第７条第１項第２号の非公開情報にあたり

ます。 

 

 よって、日程第４ 第１号議案「平成３０年度加須市一般会計予算のうち教育

費について」から 日程第９ 第６号議案「加須市立小学校に入学する児童及び

加須市立小・中学校に在籍する児童生徒の障害の種類及び程度の判断について」

までは、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
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ことでよろしいですか。 

 （よろしい との声あり） 

 

なお、日程第４ 第１号議案から 日程第７ 第４号議案 までの案件につき

ましては、平成３０年第１回加須市議会定例会に提案された日以後は、非公開と

する必要はございませんので、この部分の会議録につきましては、当日は非公開

で行ったことを付記した上で公開する、という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１号議案」から「日程第７ 第４号議案」までは、２月９日

開会の平成３０年第１回加須市議会定例会開会前であったことから非公開

で実施。 

 

 【日程第４ 第１号議案「平成３０年度加須市一般会計予算のうち教育費につい

て」】 

渡邉教育長 日程第４ 第１号議案「平成３０年度加須市一般会計予算のうち教育費につい

て」を議題といたします。事務局から説明させます。 

 
高橋生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

平成３０年度加須市一般会計予算のうち教育費について、平成３０年第１回加

須市議会定例会に議案を提出するに当たり、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第２９条の規定に基づき審議願いたく、この案を提出するものであります。 

平成２９年度当初予算と比べますと、約６億３千万円の減額となっております。

これは、平成２９年度は市民運動公園の野球場の整備や水深小学校の改修工事等

があった影響でございます。 

なお、同じく平成２９年度に実施いたしました昭和中学校の大規模改造工事に

係る予算につきましては、補正予算での対応でございましたので、ここでお示し

しました当初予算には含まれておりません。 

また、この後、提案いたします第３号議案「平成２９年度一般会計補正予算（第

６号）のうち教育費について」におきまして、小中学校の体育館の非構造部材の

耐震対策工事に係る予算を計上しております。こちらの予算につきましても、３

月に補正をしたのち、平成３０年度に繰越をし、工事を実施する予定でございま

す。 

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

渡邉教育長 平成３０年度の教育委員会としては、第１号議案で平成３０年度当初予算とし

て計上した３６億８千１７９万１千円と、第３号議案で平成２９年度補正予算と

して計上し、平成３０年度に繰越をする１５億７千２４万４千円とを合わせた約

５２億５千万円が事業費となるわけです。 

では、平成３０年度に実施する小中学校体育館の非構造部材耐震対策工事、約  

１５億円について、当初予算ではなく補正予算とした理由を説明してください。 

 

高橋生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

小中学校体育館の非構造部材耐震対策工事につきましては、平成３０年度当初

予算での計上を予定しておりましたが、この工事に対する国からの補助金につい

て、国の方では平成２９年度の補正予算で措置する予定との情報がございました
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 ので、加須市としましても、それに合わせる形で３月に補正予算として計上する

ことといたしました。 

 

渡邉教育長 それでは、何かご質疑、ご意見等ございますか。 

 

仲山委員 

 

耐震対策工事の財源は、国の補助金のみですか。 

高橋生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

耐震対策工事の工事費は全体で約１５億７千万円です。財源としましては、国

庫補助金が約４億３千円、それ以外は地方債等を充てることとなります。 

 

小林教育長職務代

理者 

 

補助金の額は見込み額ですか。 

 

高橋生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

歳入として計上した額は、補助金の交付要綱に基づき市が申請した額ですので、

見込み額となります。 

 

渡邉教育長 

 

では、第１号議案について、他にございますか。 

加藤委員 歳入の「雑入」とは学校給食費ですか。給食費は材料費相当分を集めていると

いうことですが。 

 

立岡学校給食課長 「雑入」として計上しております約４億６千万円のうち、４億４千万円ほどは

学校給食費でございます。 

市の会計の仕組みとしまして、集めました給食費はすべて歳入予算に計上する

形となります。材料費につきましては、歳出予算にその費用を計上しまして、市

から各納入業者に支払をしております。 

 

渡邉教育長 それでは、他に、何かご質疑、ご意見等ございますか。 

 

それでは、ご質疑、ご意見等ないようですので、お諮りします。 

第１号議案「平成３０年度加須市一般会計予算のうち教育費について」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。 

 

 （全員賛成により原案可決） 

 

 【日程第５ 第２号議案「平成３０年度河野博士育英事業特別会計予算につい

て」】 

渡邉教育長 日程第５ 第２号議案「平成３０年度河野博士育英事業特別会計予算について」

を議題といたします。事務局から説明させます。 

 

中島学校教育課長 平成３０年度河野博士育英事業特別会計予算について、平成３０年第１回加須

市議会定例会に議案を提出するに当たり、地方教育行政の組織及び運営に関する
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法律第２９条の規定に基づき審議願いたく、この案を提出するものであります。 

河野博士育英事業では、１人につき奨学金を年１２万円支給しております。平

成３０年度は３３名の生徒に支給する計画ですので、育英事業費として３９６万

円を計上しております。 

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

大谷委員 寄附金の額は５０万円ということですが。 

 

中島学校教育課長 寄附金の額は、今年度の実績等を踏まえて５０万円を見込んでおりますが、こ

れ以上の寄附をいただいたときは、補正予算で対応いたします。 

寄附金については、これまでも「教育のために」と寄附をいただいた場合に、

こちらの河野博士育英事業で受入をしておりました。平成２８年度からは、ふる

さと納税で使用目的を教育費と指定して寄附いただいたものも、こちらの事業で

受入をしております。さらに、今年度の途中からは、使用目的を限定しない場合

についても、市長指示により、こちらの事業で受入をしております。 

 奨学金の対象者を３０人とした場合、年間で３６０万円を超える額の寄附があ

れば、基金を取り崩さずに事業を実施できるということでございます。 

 

小林教育長職務代

理者 

 

１１月の「市報かぞ」で河野博士育英事業が特集され、今、ご説明いただいた

ようなことが掲載されていたかと思います。何か反応はありましたか。 

中島学校教育課長 広報紙の効果であるかは定かではありませんが、個人の方からの寄附の申出や

寄附の方法についての問合せがございました。 

 

杉田学校教育部長 ふるさと納税は年末が期限になっておりますので、その影響もあるかと思いま

すが、１２月に集中して寄附をいただきました。 

 

渡邉教育長 それでは、他に、何かご質疑、ご意見等ございますか。 

 

それでは、ご質疑、ご意見等ないようですので、お諮りします。 

第２号議案「平成３０年度河野博士育英事業特別会計予算について」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。 

 

 （全員賛成により原案可決） 

 

 【日程第６ 第３号議案「平成２９年度加須市一般会計補正予算（第６号）の

うち教育費について」】 

渡邉教育長 日程第６ 第３号議案「平成２９年度加須市一般会計補正予算（第６号）のう

ち教育費について」を議題といたします。事務局から説明させます。 

 

高橋生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

平成２９年度加須市一般会計補正予算（第６号）のうち教育費について、平成

３０年第１回加須市議会定例会に議案を提出するに当たり、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき審議願いたく、この案を提出する

ものであります。 
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飯野文化・学習セン

ター所長 

歳入としましては、小中学校２９校の体育館の非構造部材耐震対策工事に対す

る国庫補助金として学校施設環境改善交付金を約４億３千万円計上しておりま

す。水深小学校体育館は既に耐震対策工事が済んでおりますので、これを除く  

２９校を対象に工事を実施いたします。 

次に、歳出としましては、まず、整枝剪定委託として、小中学校の高木等の伐

採・剪定費を計上いたしました。危険性が高く緊急に対応する必要がある高木等

について、伐採・剪定をするものでございます。 

歳出の２つ目としまして、小中学校２９校の体育館の非構造部材耐震対策工事

として、約１５億７千万円を計上しております。体育館の天井や照明、バスケッ

トゴールなどの落下防止対策や照明のＬＥＤ化等の工事を行います。 

歳出の３つ目としまして、加須文化・学習センターのワイヤレスマイクセット

の購入費を計上しております。加須文化・学習センターのワイヤレスマイクセッ

トにつきましては、平成６年の開館から２３年間、機器の更新を行っていないこ

とから、経年劣化による不具合等が生じている状態であります。また、故障によ

り一部のマイクが使用不可となっております。こうしたことから新たに購入する

ものでございます。 

いずれの事業につきましても、平成２９年度中の事業完了は難しいことから、

繰越明許費として平成３０年度に繰越をしたいと考えております。 

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、何かご質疑、ご意見等ございますか。 

 

小林教育長職務代

理者 

 

歳入予算と歳出予算の合計が合致しないのはなぜでしょうか。国庫支出金以外

の財源は表示しないものなのでしょうか。 

 

高橋生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

歳入として計上した額は、主な財源を示しております。市全体の補正予算とし

ては、国庫支出金で不足する分について、それ以外の財源措置をすることとなり

ます。 

 

小泉子育て支援課

長 

 

補正予算の歳入予算は、特定財源といわれる交付金や補助金等を計上するよう

にしています。特定財源だけでまかなうことができない分については、繰越金な

どを充てることとなります。 

市議会に上程する際は、歳入額と歳出額が合致するようにしておりますが、教

育委員会の議案として今回お示ししているのは、特定財源の部分ということでご

ざいます。 

 

小林教育長職務代

理者 

 

そういった考え方で整理しているということが確認できれば結構です。 

渡邉教育長 それでは、他に、何かご質疑、ご意見等ございますか。 

 

それでは、ご質疑、ご意見等ないようですので、お諮りします。 

第３号議案「平成２９年度加須市一般会計補正予算（第６号）のうち教育費に

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。 
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 （全員賛成により原案可決） 

 

 【日程第７ 第４号議案「平成２９年度河野博士育英事業特別会計補正予算（第

２号）について」】 

渡邉教育長 日程第７ 第４号議案「平成２９年度河野博士育英事業特別会計補正予算（第

２号）について」を議題といたします。事務局から説明させます。 

 

中島学校教育課長 平成２９年度河野博士育英事業特別会計補正予算（第２号）について、平成  

３０年第１回加須市議会定例会に議案を提出するに当たり、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき審議願いたく、この案を提出する

ものであります。 

寄附金の額が予算額を上回る見込みであることから、補正をお願いするもので

す。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

渡邉教育長 何かご質疑、ご意見等ございますか。 

 

それでは、ご質疑、ご意見等ないようですので、お諮りします。 

第４号議案「平成２９年度河野博士育英事業特別会計補正予算（第２号）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。 

 

 （全員賛成により原案可決） 

 

 【日程第８ 第５号議案「加須市教育功労者の表彰について」】 

 （全員賛成により原案可決） 

 

 【日程第９ 第６号議案「加須市立小学校に入学する児童及び加須市立小・中学

校に在籍する児童生徒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１０ 第７号議案「教育財産の取得に係る申出について」】 

渡邉教育長 日程第１０ 第７号議案「教育財産の取得に係る申出について」を議題といた

します。事務局より説明させます。  

 

高橋生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

放課後児童健全育成室として使用している大越小学校の校舎の一部について、

平成３０年４月１日以降、特別支援学級として利用するため教育財産として取得

することを市長に申し出たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

２８条第２項の規定により、この案を提出するものであります。 

 

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、何かご質疑、ご意見等ございますか。 

 

それでは、ご質疑、ご意見等ないようですので、お諮りします。 
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第７号議案「教育財産の取得に係る申出について」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。 

 

 （全員賛成により原案可決） 

 

 【日程第１１ その他】 

渡邉教育長 日程第１１ 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 

 

・ 小学生スキー教室について 

・ 平成３０年加須市成人式について 

 

杉田学校教育部長 

 

・ 学期末に向けた学校運営について 

 

塩原こども局長兼 

福祉事務所長兼学 

校教育部理事 

 

・ 平成３０年度予算について 

 （以下 資料をもとに説明） 

 

大原生涯学習部参

事兼生涯学習課長 

・ 平成３０年加須市成人式実施報告 

・ 平成２９年度芸術文化講演会の開催について 

・ 第５９回加須市美術展の開催について 

 

石川スポーツ振興 

課長 

 

・ 第８回全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会（報告） 

 

鈴木図書館課長 

 

・ 小学校でのブックトーク（図書紹介）の実施について 

 

中島学校教育課長 

 

・ 平成２９年度幼稚園修了証書授与式及び小・中学校卒業証書授与式への対応に

ついて 

・ 平成３０年度幼稚園入園式及び小・中学校入学式の対応について 

・ 平成２９年度加須市なわとび大会の実施について 

・ 「体罰に係る実態把握調査」について 

・ 「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の一部改正に伴う対応につ

いて 

・ 第１６回北埼玉地区人権教育研究集会について 

・ 生徒指導・学校情報等報告について 

 

立岡学校給食課長 ・ 「平成２９年度第２回学校給食センター運営委員会」の開催結果について 

 

野本保育幼稚園課

長 

・ 平成２９年度加須市公立私立保育所職員等合同研修会の実施について 
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高橋生涯学習部副 

部長兼教育総務課 

長 

 

・ 昭和中学校 校舎大規模改造工事の完成について 

・ 平成２９・３０年度教育委員会行事予定について 

 

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。 

 

大谷委員 加須地域の成人式に参列しましたが、「二十歳の抱負」の際に一部の参加者が、

発表者にヤジを飛ばすなどの行為がありました。一生懸命やっている実行委員の

子たちに対し、そのような妨害行為をするような参加者がいた場合、例えば式場

の外に出すというようなことはできないのでしょうか。 

 

大原生涯学習部参

事兼生涯学習課長 

 

今回、メガホンや笛などは会場内に持ち込ませないという対応をしましたが、

参加者を会場の外に出すということはしませんでした。会場の外に出す場合は、

どういった場合に退場を求めるかという点を明確にして対応する必要があるかと

思います。 

来年の成人式に向けた実行委員会が今年も開催されますので、今年の状況につ

いても課題の一つとして示したいと思います。どのように対応するかについては、

あくまで実行委員会で決定していただくものではありますが、決定された内容に

対しては、従事する職員を増やすなど、市としても必要な協力体制をとるように

いたします。 

 

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。 

第２回定例会は２月２２日（木）午後１時３０分に開会します。 

これをもちまして、平成３０年第１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。 

 

 

 

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３０年２月２２日 

 

 

           教 育 長  渡 邉 義 昭 

 

 

           委   員  大 谷 直 子 

 

 

           書  記  武 井 由加里 

 

 

 

 


