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平 成 ３０ 年  第 ６ 回  加  須  市  教  育  委  員  会  定 例  会  会  議  録 

招集の日時   平成３０年６月２８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６月２８日              午後１時３０分 

閉会の日時   平成３０年６月２８日              午後３時４０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、加藤久佳委員 

欠席者の氏名  大谷貴子委員、増田公子委員 

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、

植松勝好スポーツ振興課主幹、酒巻克太郎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、大井 晋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、清水明子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２８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２９号議案 加須市立同和対策集会所運営委員会委員の委嘱につ

いて 

第６ 第３０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３１号議案 加須市スポーツ推進審議会委員の任命について 

第８ 第３２号議案 加須市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱に

ついて 

第９ 第３３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 

第１０ 第３４号議案 加須市北川辺郷土資料館条例施行規則の一部を改正

する規則 

第１１ 第３５号議案 教育財産の取得に係る申出について 

第１２ 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６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。 

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、今回は加藤委員にお願いいたしま

す。 

 

加藤委員 

 

 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５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２８号議案「加須市立公民館運営審議会委員の委嘱について」か

ら日程第９ 第３３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、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２８号議案から日程第９ 第３３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） 

 

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２８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） 
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 【日程第５ 第２９号議案「加須市立同和対策集会所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６ 第３０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３１号議案「加須市スポーツ推進審議会委員の任命について」】 

 

 （全員賛成により原案可決） 

 

 【日程第８ 第３２号議案「加須市立学校給食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９ 第３３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） 

 

 では、これより会議の非公開を解きます。 

 

 【日程第１０ 第３４号議案「加須市北川辺郷土資料館条例施行規則の一部を改

正する規則」】 

 

渡邉教育長 日程第１０ 第３４号議案「加須市北川辺郷土資料館条例施行規則の一部を改

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。 

 

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

をしたいので、この案を提出するものであります。 

先月の定例会におきまして、加須市北川辺郷土資料館について、指定管理でき

るように条例改正をしたことに伴い、その細則となる規則について、一部改正を

行うものです。 

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

渡邉教育長 それでは、ご質問等はございますか。 

 

渡邉教育長 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３４号議案「加須市北川辺郷土資料館条例施行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） 
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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 第３５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１１ 第３５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。事務局から説明させます。 

 

飯野文化・学習セン

ター所長 

土地開発基金を活用して購入した土地について、加須文化・学習センター用地

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。 

対象の土地は、加須文化・学習センターの生涯学習棟の底地の一部でございま

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。 

 

加藤委員 借地は他にまだありますか。 

 

飯野文化・学習セン

ター所長 

残り一筆ありまして、生涯学習棟の底地の一部で、面積としては６９３㎡でご

ざいます。 

 

仲山委員 借地については、市の方から地権者に売ってくださいというような働きかけは

するのですか。 

 

飯野文化・学習セン

ター所長 

昨年、一昨年と購入した土地は、いずれも地権者からの申し出により購入いた

しました。残り一筆になりましたので、管理契約課とも連携し、財源についても

念頭に入れながら進めてまいりたいと考えております。 

 

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３５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１２ その他】 

 

渡邉教育長 日程第１２ その他でございます。 

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。 
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 （以下 報告内容の要約） 

 

江原生涯学習部長 

 

・ 教育委員の学校訪問について 

 

杉田学校教育部長 

 

・ １学期の学校運営について 

 

大和田こども局長

兼福祉事務所長兼

学校教育部理事 

 

・ 騎西中央幼稚園再整備に係る保護者説明会について 

 

 （以下 資料をもとに説明） 

 

細田生涯学習課長 ・ 平成３０年度加須市シニアいきいき大学開校式・始業式開催について 

・ 「加須市まちかど美術館（夏）・（秋）」開催について 

・ 「第６８回県展」かぞ開催について 

 

飯野文化・学習セン

ター所長 

 

・ 加須文化・学習センターにおいて臨時に休館日を設けることについて（口頭説

明） 

植松スポーツ振興

課主幹 

・ 第１９回リードＫａｚｏクライミングカップ２０１８について 

・ ２０１８彩の国トライアスロンイン加須大会の結果について 

・ 全日本学生自転車競技大会の結果について 

 

増田図書館課長 ・ 【新規】中学生向け図書館だより（仮称）の発行について 

 

藤間学校教育課長 

 

・ 中学生学力アップ教室「加須まなびTime」の実施について 

・ 加須市教育委員会指導委員の任命について 

・ 平成２９年度におけるいじめ・不登校の状況について 

・ 運動会・体育祭における組体操の実施状況について（５月実施分） 

・ スクールガード・リーダー委嘱式について 

・ 平成３１年度使用教科用図書の採択について 

・ 市内公立中学校の平成３０年３月卒業生徒の進路状況について 

・ 平成３０年度加須市あいさつ運動前期強化期間取組報告について 

・ 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年度学校給食費未納状況について（平成３０年５月３１日現在） 

・ 「加須市うどん日」に提供した給食について 

 

大原生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

・ 保幼小中学校ブロック塀の緊急点検実施結果について 

・ 幼稚園及び小中学校の空調設備整備に向けて調査を実施 

・ 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。 
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小林教育長職務代

理者 

いじめ・不登校についての資料がありました。この件については、大変重い課

題だと思います。いじめる側にどう対応するかということはありますが、一方で、

いじめられる側に、「負けない自分づくり」ということが欠かせないのではないか

と思っています。いじめは学校だけで終わらないかもしれない。社会に出てから

もいじめられ続けてしまうとしたら悲劇です。そうした面からも、「いじめるな」

という対策だけでなく、「いじめられるな」という対策が必要で、これは自己実現

というのでしょうか、家庭教育が大事なのではないかと思います。子どもは親の

背を見て育つと言います。そういう視点が必要ではないかと、これは、感想です。 

給食費について、未納件数が増えているようですが、資料を見ますと、同じ人

が何か月分も未納ということのようですが、人数としては４人ということでしょ

うか。 

 

高貫学校給食課長 はい、件数は延べ件数ですので、実際に滞納しているのは、各学校で１人ずつ

の４人です。 

 

小林教育長職務代

理者 

大変だとは思いますが、４人ということであれば、そこに集中した対応をして

もらうといいのかと思います。 

 

高貫学校給食課長 学校や学校教育課、子育て支援課など、関連する部署から家庭の状況等を聞き、

給食費の未納ということだけでなく、それ以外の支援も含めて幅広くこれから取

組を強化していこうというところです。 

 

仲山委員 中学生の卒業後の進路について、就職が３人、未定が４人とありますが、どの

ような状況でしょうか。 

 

藤間学校教育課長 就職は、経済的理由というよりも、家庭環境などから自分自身で就職を選んだ

という形です。また、その他については、不登校で外に出るというところまでい

かないという生徒もおりました。 

 

渡邉教育長 不登校で家から出にくい状況、引きこもっているような状況の中で、高校へ行

く意欲が出てこないため、進学が難しいという状況です。 

 

小林教育長職務代

理者 

不登校の生徒が２３人いますが、これらの子が予備軍になっているとうことで

しょうか。 

 

杉田学校教育部長 欠席が３０日を超えると不登校となります。既に改善していても、統計上の人

数は減りません。一人一人の状況は様々で、個々に見ていかなくてはなりません。 

また、そういった子に配慮するということで入試制度も変わってきております。

枠は多くはありませんが、そういった子が入学できる高校もございます。 

 

加藤委員 私はスクールガード・リーダーとして登校の見守りを８年やっています。始め

た頃は、車で来る子は単に遅れてくる子という感じでしたが、最近では、親が車

で送ってきても、車から出られない子が増えています。小学生では、親が送って

くるなど、ある程度やっているので、欠席が３０日を超えることはあまりなくて、

実際は、不登校はこの数字より多いのかもしれません。中学生は、家から出られ

ない子が多いというようなことで、この数字に近いのかなと思います。 
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渡邉教育長 小学生では親や教員の力の方が子どもの力より強いですから、子どもは嫌々な

がらでも学校に行きます。中学生では力関係が逆転しますので、子どもが動かな

い状況が発生してくることになります。 

加藤委員さんは、普段の活動の中で、その辺のことを感じていただいていると

いうことですね。 

 

小林教育長職務代

理者 

いじめや不登校というのは、やはり学校だけでは難しいのではないかと思いま

す。学校の先生だけがどんなに頑張っても限界があり、学校だけの課題としては

重過ぎるのではないかと思います。 

 

藤間学校教育課長 そのことも含め、学校だけでは解決できない課題は山積しております。その解

決策の一つになればということで、今年度、中学校区でこんな子供を育てようと

いう共通目標を作って、地域の方も参加してやっていく、リンクミーティングと

いうものをスタートしました。できるところから改善を図っていこうということ

で始めたところですので、お力を貸していただければと思います。 

 

小林教育長職務代

理者 

リンクミーティングがきっかけになるといいですね。 

 

 

杉田学校教育部長 最近、ものの考え方が二進法になってしまったのかなと感じています。不完全

な人間同士なわけですから、歩み寄ることが必要なのですが、何かあったときに、

良いか悪いか、１か０か、好きか嫌いかで話が終始してしまう。本来であれば、

お互いが歩み寄って解決策を探すことが必要ですが、そこに進んでいかない。 

特別の教育「道徳」もその辺の流れの中から教科に格上げされたという面もあ

るかと思います。貴重なご意見、ありがとうございます。 

 

渡邉教育長 他に何かございますか。 

 

仲山委員 今回の大阪北部地震では、登下校の見守りに向かっている方が、崩れてきたブ

ロック塀のために亡くなりました。学校では毎年通学路の安全点検をしていると

思いますが、通学路のブロック塀についてもチェックした方がいいのではないで

しょうか。 

 

渡邉教育長 国土交通省の方から、全家庭に点検をしてほしいという方針が出されました。

市では、回覧板で全家庭にその方針と点検方法とをお知らせする予定です。 

ただ、点検をして危険であった場合に、その家の方に直してもらえるかという

のはまた別の問題ですので、場合によっては通学路の変更なども念頭に置かなく

てはならないのではないかと考えております。 

 

渡邉教育長 他に何かございますか。 

 

渡邉教育長 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。 

 

ここで、私から、ご報告がございます。 

平成２６年７月７日から教育委員をお願いしておりました、仲山利樹委員さん、  



 8 

大谷貴子委員さんが、来月、７月６日で４年の任期満了を迎えられます。 

お二人には、任期満了まで教育委員としてご協力をいただくことになっており

ますが、本日が最後の定例会でございますので、ご挨拶を頂戴したいと存じます。 

 

仲山委員 ４年間、貴重な経験をさせていただきました。勉強するつもりでこの席におり

ました。様々な質問に丁寧にお答えいただきましてありがとうございました。 

皆さんはこのあとも教育行政に関わっていくわけですが、教育関係者の仕事は

大変だと思っております。くれぐれも体を大切にされてご活躍いただければと思

います。 

お世話になりました。ありがとうございました。 

 

渡邉教育長 ありがとうございました。 

本日欠席の大谷委員さんからはメッセージをお預かりしておりますので、事務

局から配布させていただきます。 

（大谷委員さん メッセージ 事務局配布） 

 

仲山委員さん、大谷委員さんにおかれましては、教育委員を退任された後も、

様々な機会にお手伝いをいただくことがあるかと思います。引き続き、ご協力を

賜りたいと存じます。 

４年間、本当にありがとうございました。 

 

次回、平成３０年第７回定例会は７月２０日（金）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６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７月２０日 

 

 

 

           教 育 長  渡 邉 義 昭 

 

 

           委   員  加 藤 久 佳 

 

 

           書  記  武 井 由加里 

 

 

 

 


