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平 成 ３０ 年  第 ５ 回  加  須  市  教  育  委  員  会  定 例  会  会  議  録 

招集の日時   平成３０年５月３１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５月３１日              午後１時３０分 

閉会の日時   平成３０年５月３１日              午後４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 

江原千裕生涯学習部長、杉田 勝学校教育部長、大和田一善こども局長兼福祉事

務所長兼学校教育部理事、大原英明生涯学習部副部長兼教育総務課長、細田周作

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、

増田英二図書館課長、高貫 貢学校給食課長、塩崎昇一こども局副局長兼子育て

支援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、

酒巻克太郎学校教育課主幹兼指導主事、野澤寛之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１９号議案 加須市生涯学習推進会議委員の委嘱について 

第５ 第２０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６ 第２１号議案 加須市文化・学習センター運営委員会委員の委嘱に

ついて 

第７ 第２２号議案 加須市就学支援委員会委員の委嘱又は任命について 

第８ 第２３号議案 幼稚園評議員及び学校評議員の委嘱について 

第９ 第２４号議案 平成３０年度加須市一般会計補正予算（第１号）の

うち教育費について 

第１０ 第２５号議案 加須市北川辺郷土資料館条例の一部を改正する条例 

第１１ 第２６号議案 加須市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正す

る規則 

第１２ 第２７号議案 加須市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則 

第１３ 協議事項 騎西中央幼稚園再整備の複合化方針案について 

第１４ その他  

発言者 会議の概要 

渡邉教育長 

 

ただいまから、平成３０年第５回加須市教育委員会定例会を開会します。 

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。 
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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、今回は仲山委員にお願いいたしま

す。 

 

仲山委員 

 

 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４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。 

 

渡邉教育長  日程第４ 第１９号議案「加須市生涯学習推進会議委員の委嘱について」から   

日程第８ 第２３号議案「幼稚園評議員及び学校評議員の委嘱について」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。 

また、日程第９ 第２４号議案「平成３０年度加須市一般会計補正予算（第１

号）のうち教育費について」及び日程第１０ 第２５号議案「加須市北川辺郷土

資料館条例の一部を改正する条例」は、６月１４日に開会する平成３０年第２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。 

 よって、日程第４ 第１９号議案から日程第１０ 第２５号議案までは、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ことでよろし

いですか。 

（よろしい との声あり） 

 

なお、日程第９ 第２４号議案及び日程第１０ 第２５号議案は、平成３０年

第２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） 
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渡邉教育長  では、これより会議を非公開といたします。 

 

 【日程第４ 第１９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５ 第２０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可決） 

 

 【日程第６ 第２１号議案「加須市文化・学習センター運営委員会委員の委嘱に

ついて」】 

 

 （全員賛成により原案可決） 

 

 【日程第７ 第２２号議案「加須市就学支援委員会委員の委嘱又は任命につい

て」】 

 

 （全員賛成により原案可決） 

 

 【日程第８ 第２３号議案「幼稚園評議員及び学校評議員の委嘱について」】 

 

 （全員賛成により原案可決） 

 

 ※ 「日程第９ 第２４号」及び「日程第１０ 第２５号議案」は、平成３０年  

６月１４日開会の平成３０年第２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９ 第２４号議案「平成３０年度加須市一般会計補正予算（第１号）の

うち教育費について」】 

 

渡邉教育長 日程第９ 第２４号議案「平成３０年度加須市一般会計補正予算（第１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。 

 

大原生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

平成３０年度加須市一般会計補正予算（第１号）のうち教育費を別紙のとおり

とすることについて、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。 

予算の内容につきましては、各担当課から順次説明をさせていただきます。 

 

酒巻学校教育課主

幹兼指導主事 

 

・ 新しい時代に求められる資質・能力育成事業委託金について 

・ 「新しい時代に求められる資質・能力」育成事業について 

大原生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

・ 幼稚園及び小中学校空調設備整備事業について 
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飯野文化・学習セン

ター所長 

・ 加須文化・学習センター生涯学習棟の敷地購入について 

・ 加須文化・学習センタートイレ改修工事について 

 

細田生涯学習課長 ・ 集会所トイレ改修工事（串作、阿良川）について 

・ 公民館トイレ改修工事（礼羽、大桑、水深、樋遣川）について 

 

石川スポーツ振興

課長 

 

・ スポーツ施設トイレ改修工事（加須、大利根）について 

高貫学校給食課長 

 

・ 給食センタートイレ改修工事（騎西、北川辺）について 

渡邉教育長 それでは、ご質問等はございますか。 

 

仲山委員 エアコン設置に向けた基本方針の策定はいつの予定ですか。 

 

大原生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

今回の補正予算で必要な調査や検討等を行い、平成３０年度中にエアコン整備

に向けた基本方針を策定する予定です。 

仲山委員 今年度、基本方針ができるということですが、実際にエアコンが稼働するのは

いつになりますか。 

 

江原生涯学習部長 今年度、平成３０年度に基本方針を策定し、平成３１年度に実施設計を行い、

平成３２年度に工事を実施し、平成３３年６月までには稼働したいと、そのよう

な方向で検討をしております。 

 

仲山委員 エアコンは冷暖房ですか。暖房もあるのであれば、平成３２年の冬に稼働でき

るといいなと思いますが。 

 

江原生涯学習部長 学校生活への影響を考えますと、工事は夏休みを中心に行うことになりますの

で、工事の完了は秋口になるかと思います。冷房ということで申し上げますと、

平成３３年６月を目標にしたいということでございます。 

 

渡邉教育長 平成３３年の夏に稼働するというスケジュールも、日程的にかなり厳しいのが

現状です。そこまでには何とかしようというスケジュールを組んでいるというこ

とでございます。 

 

小林教育長職務代

理者 

国の方で、学校における温度基準が「３０度以下」から「２８度以下」に見直

されたようですが、その辺の関連というのもあったのでしょうか。 

 

大原生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

今年度、拠点避難所となる学校体育館の非構造部材の耐震対策工事が終了する

ということで、次は、エアコン整備に向けての取組を進めていこう、このような

ことでございます。文部科学省の温度基準の改正は、たまたま時期が重なった、

ということでございます。 
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小林教育長職務代

理者 

「新しい時代に求められる資質・能力」育成事業について、北川辺西小は環境

の取組を進めていましたね。 

 

杉田学校教育部長 はい。北川辺西小は、昨年度、全国緑化コンクールで、準特選という第２位に

相当する賞を受賞しました。これは、単に緑が多いということではなく、緑を保

持しながら学習活動とリンクさせていく取組が総合的に評価されたものです。そ

うしたことから、県からも、今年度、ぜひ北川辺西小を研究校に、ということで

決定した経緯がございます。 

 

小林教育長職務代

理者 

これまでの取組を更に進めようというものですね。 

 

 

大谷委員 エアコンについて、以前、教育委員会で取り上げた際に、冷房の効いた教室か

ら急に暑い屋外や体育館へ出たときに、子どもたちの体への負担が大きいという、

エアコンのマイナス面の話がありました。エアコンが設置されることは、子ども

たちにとって望ましいことと思っていましたが、そうではないんだ、というよう

なお話だったかと思います。そうした中で、今回、急転直下で設置の方向に動い

たように感じました。 

それから、エアコンを設置した場合、冷房を使って良い月、例えば、５月は気

温が高くてもだめですよ、というような厳しいルールを市で決めたりするのでし

ょうか。 

 

大原生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

エアコン整備については、必要性は感じているけれど、まずは校舎の大規模改

造工事や耐震対策工事など、子どもたちの安全対策を優先するとこれまでも答弁

してきたところです。そうした中で、今年度、全小中学校の体育館の非構造部材

の耐震対策工事が終了しますので、その次の段階ということで、エアコン整備に

向けて取組をスタートしたということです。 

また、エアコンの使用ルールについてですが、他市の例では、やはり市として

の基本ルールを決めているようです。そういった事例も参考に、今後、加須市の

ルールを決めていきたいと考えております。 

 

大谷委員 エアコンの設置はとても良いことだと思っていますが、体調管理の面での懸念、

快適な部屋から移動して体育の時間に運動をして、子どもたちが倒れてしまうと

いう点についてはどのように解消していくのでしょうか。 

 

渡邉教育長 体調管理については心配をしております。冷えた体で夏の屋外などで運動する

ということになりますと、貧血や熱中症がこれまで以上に心配されます。そこは

子どもの水分補給や教室の温度管理などを教員に求めていかなければならないと

思います。 

 

杉田学校教育部長 他市の学校での経験を申しますと、冷房の入った教室とそれ以外との出入りで

の温度差から子どもたちが「けだるさ」を感じるというのが課題になっておりま

す。エアコンの使い方はよく検討していく必要があると考えております。 

 

仲山委員 文化・学習センターの用地購入の関係で、土地開発基金の仕組みについて教え

てください。また、借地解消とありますが、これまでにどれくらいの借地料を払
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い続けていたのでしょうか。 

 

飯野文化・学習セン

ター所長 

 

この土地につきましては、平成２年から借りております。借地料につきまして

は、資料を確認してご報告いたします。 

渡邉教育長 市の予算は１年間で決めていますので、年度の途中で何かやりたいとなった場

合に予算がないということになります。土地の購入は相手がいることですので、

タイミングが合ったときに話を進めていく必要があります。そうした時のために

土地開発基金としてあらかじめ資金を別に貯めています。土地を購入する際には、

その基金から資金を一時的に融通し、その後、資金を戻せるときに一般会計から

基金に戻しておくという仕組みです。 

 

仲山委員 積み立てる原資はどうしたのでしょうか。 

 

大和田こども局長 もともとは、地方交付税の中に土地開発基金の原資が含まれておりまして、各

市町村ではそれを積み立て、土地開発公社を設置して運用しておりました。現在

は、そのような財源措置や土地開発公社の制度はありませんので、現在ある基金

を運用しているという形です。 

 

仲山委員 土地購入の資金を基金から一時融通し、時機を見て資金を戻す。基金の額は減

らさないようにしているということですね。今、基金の額はどのくらいなのでし

ょうか。 

 

飯野文化・学習セン

ター所長 

 

そちらにつきましても、資料を確認して報告させていただきます。 

渡邉教育長 ほかにございますか。 

 

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２４号議案「平成３０年度加須市一般会計補正予算（第１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。 

 

 （全員賛成により原案可決） 

 

 【日程第１０ 第２５号議案「加須市北川辺郷土資料館条例の一部を改正する

条例」】 

 

渡邉教育長 日程第１０ 第２５号議案「加須市北川辺郷土資料館条例の一部を改正する条

例」を議題といたします。事務局から説明させます。 

 

細田生涯学習課長 北川辺郷土資料館を道の駅きたかわべ物産販売施設及び北川辺スポーツ遊学館

と一体的に管理したいため、指定管理者の管理等に係る規定について所要の改正

を行うことについて、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

に基づきご審議願いたく、この案を提出するものであります。 
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加須市では、平成３１年度から道の駅きたかわべ物産販売施設と北川辺スポー

ツ遊学館について、民間活力による指定管理者制度を導入することを計画してお

ります。そこに北川辺郷土資料館も合わせて指定管理者に委託することができる

よう改正をするものです。 

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

石川スポーツ振興

課長 

 

渡良瀬総合グラウンドにつきましても、道の駅や遊学館の指定管理にオプショ

ン追加できるよう、加須市都市公園条例施行規則の一部改正も行いました。なお、

規則の所管が市長部局になりますので、改正の事務はそちらで行っております。 

 

渡邉教育長 それでは、ご質問等はございますか。 

 

仲山委員 指定管理という制度について説明をお願いします。現在の管理はどのようにな

っていて、どのようになるのでしょうか。 

 

細田生涯学習課長 

 

道の駅きたかわべ物産販売施設は、平成３０年度まで、株式会社みくにという

民間事業者に指定管理者をお願いしております。指定管理とは、建物は行政が持

っていて、管理運営業務を民間に委託するというものです。北川辺郷土資料館は、

現在は市の直営で運営しております。 

 

仲山委員 会社はどこになるかわからないけれど、平成３１年度からは道の駅や遊学館と

いった中核施設に加えて、北川辺郷土資料館や渡良瀬グラウンドの運営も一括し

て委託できるようにするということですね。どういうときに指定管理をするので

しょうか。メリットはなんでしょうか。 

 

大和田こども局長 指定管理者として管理を委託すると、権限が指定管理者に移ります。民間活力

の活用ということで、民間事業者のノウハウで効率的に運営していただきます。

市の直営ですと人事異動などもありますが、そのような形ではなく、継続的に運

営に関わることができるということにもなります。 

 

高貫学校給食課長 市内にいなほの湯という施設がございます。そちらも、もともとは市が職員を

置いて、直営で運営していましたが、現在は指定管理者に管理を委託しています。 

指定管理者には運営に関する裁量を与えておりますので、民間としての知恵を

入れていただき、例えば、売店で扱う品を考えたり、イベントをやったり、様々

な工夫をして集客力を上げていただく、そうすることで事業者としては収入が増

えるメリットがあります。一方で、市としては、直営ではできなかったことがや

れるというメリットがあります。 

もちろん、指定管理の制度にそぐわない施設もあります。例えば、学校給食セ

ンターですと、センターの管理や給食の献立作成は、給食の衛生管理や子どもた

ちの栄養管理といった点から、市が責任を持ってやっていく必要がありますので、

その部分は直営でやっています。調理や配送といった業務は委託をしています。 

 

大谷委員 収入の利益は市に還元されるのですか。 

 

江原生涯学習部長 指定管理者制度は地方自治法上の制度です。一般的な業務委託との大きな違い

として、指定管理者制度では、民間の活力を生かしてもらい、民間事業者が収益
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を挙げたらその一部を市に納付金として支払うという仕組みにもなっています。 

 郷土資料館を指定管理に含める場合、市からの委託料はその分増えることにな

りますが、全体を一体的に管理して、道の駅などの収益施設でたくさんの利益を

挙げ、トータルとしてプラスの収益を挙げられる見込みがあれば民間事業者から

手が挙がると思いますし、市にも納付金が入るということになります。収益が挙

がる見込みがない場合、事業者の手は挙がらないと思います。その辺のバランス

を見ながら、基本となる道の駅や休憩施設は必須の施設として、それ以外の施設

もオプションとして広げて、民間のノウハウを生かせればと考えております。 

 

渡邉教育長 ほかにございますか。 

 

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２５号議案「加須市北川辺郷土資料館条例の一部を改正する条例」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） 

 

 では、これより会議の非公開を解きます。 

 

 【日程第１１ 第２６号議案「加須市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正

する規則」】 

 

渡邉教育長 日程第１１ 第２６号議案「加須市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正

する規則」を議題といたします。事務局から説明させます。 

 

酒巻学校教育課主

幹兼指導主事 

加須市立小学校及び中学校の児童生徒の出席簿の様式について、新たに定めた

いので、この案を提出するものであります。 

これまで、管理規則では出席簿の様式を「教育委員会が別に定める」としてお

りましたが、今年度、新しい校務管理システムを導入しましたので、規則の中で

別表として明確に定めることといたしました。 

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、ご質問等はございますか。 

 

仲山委員 これまで使用していたものと、今回定めた様式は同じですか 

 

酒巻学校教育課主

幹兼指導主事 

 

同じものです。 

 

仲山委員 校務管理システムではどのようなことができるのでしょうか。 

 

酒巻学校教育課主

幹兼指導主事 

児童生徒の情報を入力しますと、それと連動して、出席簿のほか、通信簿や指

導要録、成績表なども作成することができます。 
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渡邉教育長 ほかにご質疑、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２６号議案「加須市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則」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１２ 第２７号議案「加須市立幼稚園管理規則の一部を改正する規

則」】 

 

渡邉教育長 日程第１２ 第２７号議案「加須市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則」

を議題といたします。事務局から説明させます。 

 

野本保育幼稚園課

長 

幼稚園教育要領が改正されたことに伴い、所要の改正をしたいので、この案を

提出するものです。 

今回の幼稚園教育要領の改正のポイントは３つございます。１つ目は幼稚園教

育において育みたい資質・能力を明確にしたこと、２つ目は、５歳児修了時まで

に、育ってほしい具体的な姿を明確にしたこと、３つ目は、我が国や地域社会に

おける様々な文化や伝統に親しむこと等、教育内容の充実を図ったことでござい

ます。 

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

渡邉教育長 それでは、ご質問等はございますか。 

 

 ご質疑、ご意見等ないようですので、お諮りします。 

第２７号議案「加須市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則」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１３ 協議事項「騎西中央幼稚園再整備の複合化方針案について」】 

 

渡邉教育長 日程第１３ 協議事項「騎西中央幼稚園再整備の複合化方針案について」、協議

いたします。事務局より説明させます。  

 

野本保育幼稚園課

長 

 

騎西中央幼稚園再整備の複合化方針案について、ご協議をお願いいたします。 

市内で最も古い幼稚園施設である騎西中央幼稚園の再整備につきましては、

様々な整備手法について関係課と検討をした結果、老朽化が著しい騎西中央幼稚

園の再整備を早期に実現するとともに、騎西小学校の余裕教室の有効活用と幼稚

園の教育の充実を図り、再整備コストにおいても最も有利である騎西小学校との

複合化を採用案といたしました。 
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今後、安全で快適な施設の整備、園児がいきいきと活動できる空間の創造、幼

小連携による教育環境の充実を基本方針に、平成３１年度の３学期からは新しい

園舎で保育が開始できるというようなスケジュールで進めてまいりたいと考えて

おります。 

ご協議の程お願いいたします。 

 

渡邉教育長 ご質問等はありますか。 

 

加藤委員 他市でこのような例はあるのでしょうか。 

 

野本保育幼稚園課

長 

県内では、秩父市と深谷市で整備されています。深谷市は、平成２７年度に耐

震対策をきっかけに複合化をしたと聞いております。 

 

仲山委員 小学校の校舎を幼稚園の園舎にする上で、ハードルはありますか。 

 

大原生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

小学校と幼稚園の管理部門を明確化することや、補助金の請求の関係などで整

理をする必要があると認識しております。 

仲山委員 園舎になる予定の教室は、現在、どのように使われていますか。 

 

渡邉教育長 現在は、１・２年生の普通教室として利用しています。会議室や少人数学習教

室として使用している、いわゆる余裕教室がありますので、そちらに１・２年生

の普通教室を移動させ、現在の場所を園舎とする予定です。 

 

大谷委員 すごく良いことだと思います。小一プロブレムの解消などにも効果が期待でき

ると思います。予算はどのくらいなのでしょうか。 

 

野本保育幼稚園課

長 

 

今年度は、設計費として約９００万円を計上しています。 

大谷委員 複合化というのは、他にも広がっていく可能性はあるのでしょうか。 

 

渡邉教育長 小学校と幼稚園ということに限定せず、余裕教室を活用して、学校と公民館や

コミュニティセンターなどを複合化することが考えられると思います。児童生徒

数の減少によっては、一部の校舎を独立した建物として活用できるような状況も

出てくると思います。今回の複合化は、学校を多目的に使用する先駆的な取組と

考えています。 

 

仲山委員 説明会はこれからですか。地域の方には話はしているのですか。 

 

渡邉教育長 説明会はこれからですが、地域の方には、機会があればお話をしています。 

 

小林教育長職務代

理者 

 

小学校に３～５歳児が入っていくときに、配慮すべきところはありますか。 
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野本保育幼稚園課

長 

構造上、２階を年長者の教室にする予定です。建物的には問題はないのですが、

小学校の授業中に幼稚園の園児の賑わいが影響するのではないかとの懸念があ

り、防音設備や扉などを検討しています。また、園児が垣根をくぐって園外に出

てしまうということの無いよう、防犯上の検討も進めているところです。 

 

大谷委員 お迎えの時間の音など、駐車場と近いと授業に影響があるかもしれませんね。

寛容の気持ちを育むなど、いい影響の方を期待したいです。 

 

渡邉教育長 廊下のパーテーションなど、どう工夫していくかは課題です。 

大谷委員さんがおっしゃったとおり、寛容な心を育てる施設になってほしいと

思います。 

それでは、以上で協議を終わります。 

 

 【日程第８ その他】 

 

渡邉教育長 日程第８ その他でございます。 

「加須市保・幼・小中一貫教育事業実施要綱（案）」について報告いたします。 

今回、加須市保・幼・小中一貫教育事業実施要綱を作成し、中学校区ごとに中

学校区リンクミーティングを位置付けました。学校応援団や評議員を活かしなが

らやっていくものです。小一プロブレムや中一ギャップの解消などにもつながる

のではないかと考えています。 

 

増田委員 ありがたい提案だと思います。以前、市内の中学校が荒れたことがありました

が、中学生になっていきなりということではなく、小さいころから問題を抱えて

いて、それが中学校で爆発したということだったように思います。連携をとって

考えていただくということで、非行防止にプラスになると思います。 

 

渡邉教育長 地域連携のための一つの形であり、応援団や評議員など、今まであったものの

連絡協議会という考え方です。 

 

杉田学校教育部長 加須市の課題の一つとして、学力向上があります。このリンクミーティングに

より、小と中、幼と小、保と小というように、子どもたちに対し、縦に繋がるサ

ポートをしていくことで、学力向上についても有効な方策の一つになると考えて

おります。 

 

渡邉教育長 

 

平成３０年度には試行段階として組織をつくっていただいて、平成３１年度に

本格的にスタートしていくのかなと考えています。 

 

小林教育長職務代

理者 

 

リンクミーティングから始めようというものですか、あるいは、その先に本来

の目的があってそれを狙おうというものでしょうか。 

酒巻学校教育課主

幹兼指導主事 

現状を申し上げますと、既に連携をしている中学校区もございまして、地域で

どんな学習指導をしていくか、どんな生活の決まりでやっていこうかなど話し合

い、事業としてスタートしている例もございます。それらを活かすような形で、

今回、中学校区リンクミーティングとして明確に示していこうというものです。

この先は、どんな連携の在り方があるのかも含めて、これからの検討課題と考え
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ているところです。 

 

仲山委員 

 

各学校で目指す児童像というものがありますが、それとの位置づけはどのよう

にイメージしているのでしょうか。「中学校区が目指す子供像」が上位になるので

あれば、平成３０年度中に話し合う方が、各学校としては、スムーズに平成３１

年度がスタートできるように感じます。 

 

渡邉教育長 そういったこともあり、平成３０年度は試行期間と考えております。 

 

小林教育長職務代

理者 

学校関係者が集まって、年齢層を超えて全体の問題などを共有するということ

かと思います。評議員は評議員会という場で地域について話し合っています。地

域と学校との直接的な意見交換の場ということであれば、もちろん評議員は地域

の代表ですが、より有効なミーティングをする、地域とつながるということで考

えますと、評議員に委ねていいのだろうかという気もします。 

 

酒巻学校教育課主

幹兼指導主事 

 

評議員会は地域の情報共有の場ですので、そこは大切にしたいと考えておりま

す。リンクミーティングでは学校単体ではなく、中学校区という視点で、横のつ

ながり、縦のつながりを考えていく場として捉えております。 

 

小林教育長職務代

理者 

今までにない画期的な取組ですので、より有効に働けばいいな、成功させたい

なと思い、伺いました。 

 

仲山委員 学校現場には伝えてあるのですか。 

 

杉田学校教育部長 このような取組をやっていくという話はしていますが、正式には、来月の校長・

園長協議会で説明をします。 

 

加藤委員 評議員から１名を選任するということですが、その方法は。 

 

渡邉教育長 評議員会にお任せします。リンクミーティングの参加者は多ければいいとは考

えておりません。ミーティングに全員が参加をし、お互いに意見交換をして同じ

方向を向いて進んでいける人数と考えています。 

 

杉田学校教育部長 中身の濃い話し合いができるようにと考えております。 

 

渡邉教育長 よろしいでしょうか。 

 

それでは、次の報告に移ります。 

では、生涯学習部長から順次、諸般の報告をさせていただきます。 

  

（以下 報告内容の要約） 

 

江原生涯学習部長 

 

・ 生涯学習部各課からの報告事項について 

 

杉田学校教育部長 

 

・ 小中学校運動会のお礼について 

・ 交通事故防止について 
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大和田こども局長

兼福祉事務所長兼

学校教育部理事 

 

・ 幼稚園運動会のお礼について 

 

 （以下 資料をもとに説明） 

 

細田生涯学習課長 ・ 平成３１年加須市成人式開催要項 

・ 平成３０年度市民学習カレッジセミナー及び加須市シニアいきいき大学申込

状況について 

・ 騎西郷土史料展示室の特別公開について 

・ 北川辺郷土資料館の展示替え及び公開について 

・ 「市役所エントランスホールがミニ美術館」について 

 

飯野文化・学習セン

ター所長 

 

・ 平成２９年度文化・学習センター及び加須未来館の利用状況について 

・ 加須未来館プラネタリウム『プラネタリウムオカリナコンサート』及びゴール

デンウィークのプラネタリウム観覧者数について 

 

石川スポーツ振興

課長 

・ ２０１８加須こいのぼり杯 第１２回埼玉県タイムトライアルロードレース

大会（報告） 

・ 平成３０年度 第２８回さわやかグラウンド・ゴルフ大会結果について 

・ 第１９回 リードＫａｚｏクライミングカップ２０１８について 

・ 全日本学生自転車競技大会について 

・ 『２０１８彩の国トライアスロンイン加須大会』の開催について 

 

増田図書館課長 ・ 平成２９年度図書館利用状況について 

 

酒巻学校教育課主

幹兼指導主事 

 

・ 平成２９～３１年度公開保育指定園及び研究委嘱校等について 

・ 平成３０年度加須市立幼稚園及び小・中学校における運動会及び体育祭の日程

と対応等について 

・ 平成３０年度小･中学校司書教諭について 

・ 生徒指導・学校情報等報告について 

 

高貫学校給食課長 ・ 平成２９年度第３回学校給食に関するアンケート実施結果について 

 

大原生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

・ 平成３０年度 教育委員会と学校教職員・保護者等との意見交換等に係る行事

予定 

・ 平成３０年度教育委員会行事予定について 

渡邉教育長 それでは、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。 

 

仲山委員 学校給食のごはんについて、北川辺のセンターは自前で炊いていて、加須と騎

西はそうでないとの説明がありました。お米そのものは地域によって違うのでし

ょうか。 

 

高貫学校給食課長 お米は３センターとも加須市産米で、それぞれ地元のお米を使っています。北
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川辺センターは北川辺地域のコシヒカリ、加須センターは加須地域と大利根地域

のコシヒカリと彩のかがやき、騎西センターは加須地域と騎西地域のコシヒカリ

と彩のかがやきとなっております。 

北川辺センターには炊飯施設がありますので、直接農家さんからお米を仕入れ、

センターで炊飯しております。加須センターと騎西センターは、炊飯を委託して

おりますので、そちらへ加須市産米を送り、それを炊いてもらっています。 

 

小林教育長職務代

理者 

スポーツ振興課から、自転車のロードレース大会の報告がありました。資料に

参加資格として「健康診断を受け、健康であることが証明された者」とあります

が、これは、事前に健診を受けてきているということでしょうか、それとも、そ

の場に看護師の方等がいて簡単な健診をやるのでしょうか。昨年、トライアスロ

ン大会で亡くなった方がいましたが、それを受けて、見直しなどされたのでしょ

うか。 

 

石川スポーツ振興

課長 

ここで参加資格として示している健康診断は事前のものです。このほか、当日

も本人の直筆で書面をもらいました。今までよりも厳格に書面の提出を求めたと

いう点は、事故を受けて強化したところです。 

 

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。 

 

次回、平成３０年第６回定例会は６月２８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５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６月２８日 
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