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平 成 ３０ 年  第 ７ 回  加  須  市  教  育  委  員  会  定 例  会  会  議  録 

招集の日時   平成３０年７月２０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７月２０日              午後１時３０分 

閉会の日時   平成３０年７月２０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、増田公子委員、加藤久佳委員、

福田孝夫委員、遠藤康江委員 

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、藤間隆子学校教育課長、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、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、野澤寛之学校教育課主幹兼指導主

事、小林英憲子育て支援課主幹、青木正明保育幼稚園課主幹、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 報告第２号 加須市スポーツ推進委員の辞職について 

第５ 第３６号議案 加須市教育委員会事務局職員の分限処分について 

第６ 第３７号議案 平成３１年度使用小学校用教科用図書及び中学校用

教科用図書の採択について 

第７ その他  

発言者 会議の概要 

渡邉教育長 定例会の開会に先立ちまして、ご報告を申し上げます。 

先月、６月に開催されました第２回加須市議会定例会の最終日におきまして、

福田孝夫委員さんと遠藤康江委員さんの教育委員の任命について議決をいただき

ました。 

これを受けまして、７月４日に、市長から福田委員さん、遠藤委員さんに教育

委員の任命辞令の交付がなされたところでございます。 

おふたりには、平成３０年７月７日から平成３４年７月６日までの４年間、教

育委員として、加須市の教育行政にご尽力を賜りたいと存じます。 

それでは、おふたりから、ご挨拶をいただきたいと存じます。 
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福田委員 

 

福田孝夫と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

遠藤委員 遠藤康江と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

渡邉教育長 私からおふたりのご紹介をさせていただきます。 

福田委員さんは、学校教育課長としての勤務経験がございます。教育行政に携

わることの長かった方ですので、学校教育の分野に精通してらっしゃいます。そ

の特徴を生かしていただければと思います。 

遠藤委員さんは、旧大利根町で教育委員のご経験がございます。また、向学心

がおありで、現在も学生として勉強をされていると伺っております。そういった

ところを教育行政に反映していただければと思います。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

渡邉教育長 それでは、改めまして、平成３０年第７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、今回は増田委員にお願いいたしま

す。 

 

増田委員 

 

 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６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 報告第２号「加須市スポーツ推進委員の辞職について」及び 日程

第５ 第３６号議案「加須市教育委員会事務局職員の分限処分について」は、個

人情報を含む案件です。 
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渡邉教育長 また、日程第６ 第３７号議案「平成３１年度使用小学校用教科用図書及び中

学校用教科用図書の採択について」は、【第１９採択地区教科用図書採択協議会規

約第１７条】に「協議会の会議の議事録及び第１４条第６項の資料（調査員が調

査研究の結果をまとめた資料で、指導主事が協議会に報告したもの）については、

関係市教育委員会において、教科用図書を採択した後、遅滞なく公表する。」とあ

ることから、関係する羽生市教育委員会の採択後に公表することとなります。 

 

よって、日程第４ 報告第２号から 日程第６ 第３７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 報告第２号「加須市スポーツ推進委員の辞職について」】 

 

  （報告により終了） 

 

 【日程第５ 第３６号議案「加須市教育委員会事務局職員の分限処分について」】 

 

 （全員賛成により原案可決） 

 

 【日程第６ 第３７号議案「平成３１年度使用小学校用教科用図書及び中学校用

教科用図書の採択について」】 

 

 ※第３７号議案の質疑は、関係市教育委員会の教科用図書採択前であったこと

から非公開で実施 

 

渡邉教育長 日程第６ 第３７号議案「平成３１年度使用小学校用教科用図書及び中学校用

教科用図書の採択について」を議題といたします。事務局から説明させます。 

 

藤間学校教育課長 加須市における平成３１年度使用小学校用教科用図書及び中学校用教科用図書

について、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１３条第５項

の規定に基づき採択いたしたく、この案を提出するものであります。 

加須市は、羽生市とともに第１９採択地区を構成しており、協議の結果に基づ

き、同一の教科用図書を採択することとなっております。 

教科書の選定にあたりましては、第１９採択地区教科用図書採択協議会で協議

を重ねてまいりました。調査員に調査研究を委嘱し、会議を行い、調査資料をま

とめました。さらに、小中学校に研究調査結果報告書の作成を依頼したり、小中

学校のＰＴＡ会長に調査研究を求めたりしました。 

小学校用教科用図書については、学習指導要領の改訂に伴いまして、平成３１

年度のみの使用となります。来年度、新学習指導要領に準拠した教科用図書の選

定・採択が改めて行われることとなります。 
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中学校用教科用図書「特別の教科 道徳」については、昨年度の小学校教科用

図書「特別の教科 道徳」の教科書採択に続くものでございます。中学校で初め

てということで関心が高くございました。 

第３回の採択地区教科用図書採択協議会で選定のための投票をいたしました。

記名投票で過半数を得たものを選定するという方法をとりました。地域の実態、

子どもたちにとってどの教科書が一番いいのか、加えて、公平性・透明性を十分

確保し、選定をいたしました。 

選定の結果として、第１９採択地区教科用図書採択協議会会長からの通知を受

けたのが、今回、議案別紙として表にあるものでございます。選定結果と主な理

由が記載してございます。 

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。 

 

福田委員 中学校の道徳について伺います。道徳については、社会的関心も高いと思いま

すが、「特別の教科 道徳」ということについて教えてください。また、指導方法

など、加須市として研修の予定はありますか。 

 

藤間学校教育課長 他の教科と異なる点としまして、道徳は、数値による評価は行わず、記述式で

評価をすることとなっております。また、教科の先生ではなく、子どもを一番知

っている担任が主に指導をすることとなります。こうした点から他の教科と異な

るということで「特別の教科」とされているものと把握しております。 

また、指導に関しては、市で年間指導計画を作り、大筋を示そうと考えており

まして、各学校の道徳主任等を集め、年間指導計画の検討をしております。また、

研修は、夏休みに開催する教育センター研修の中で実施いたします。 

 

加藤委員 小学校の教科書で、今までと変わった教科はありますか。 

 

藤間学校教育課長 小学校はすべて同じです。今回の採択は、平成３１年度のみ使用する教科書と

いうことも加味し、選定しております。 

 

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。 

採択の方法は、教科別、小中学校別など、いくつかありますが、第１９採択地

区教科用図書採択協議会の選定結果全体をまとめて採択する形をとらせていただ

きます。 

第３７号議案「平成３１年度使用小学校用教科用図書及び中学校用教科用図書

の採択について」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。 

では、これより会議の非公開を解きます。 

 （全員賛成により原案可決） 

 

 【日程第７ その他】 
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渡邉教育長 日程第７ 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。 

 

 （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 

・ ７月１９日埼玉県市町村教育委員会教育委員研究協議会について 

・ エアコン設置関係 市長への要望・手紙・メールについて（資料あり） 

 

杉田学校教育部長 

 

・ １学期の学校運営について 

・ ７月の猛暑への対応について 

・ 学力向上と心の教育について 

 

大和田こども局長

兼福祉事務所長兼

学校教育部理事 

 

・ 子ども局の業務について 

・ 市内幼稚園 熱中症について 

・ ７月のプール中止について 

 

 （以下 資料をもとに説明） 

細田生涯学習課長 

石川スポーツ振興

課長 

高貫学校給食課長 

・ 教育委員会 生涯学習部及び学校教育部所管施設におけるブロック塀の安全

確認点検について 

細田生涯学習課長 ・ 「【第６８回県展】かぞ」の開催について 

・ 大利根地域における下總皖一ゆかりの合唱祭について 

 

飯野文化・学習セン

ター所長 

・ 平成３０年度「加須未来館ラベンダー祭り」の開催について 

・ 平成３０年度第１回騎西文化・学習センター運営委員会結果について 

・ 平成３０年度第１回北川辺文化・学習センター運営委員会結果について 

・ 平成３０年度第１回大利根文化・学習センター運営委員会結果について 

 

石川スポーツ振興

課長 

・ 加須市民運動公園 市民親子プールのオープンについて 

・ 第８回全国女子硬式野球ユース大会について 

・ ボクシング 第５回全日本アンダージュニア王座決定戦東日本代表選考会に

ついて 

・ 東京オリンピック・パラリンピック２年前イベントの開催について 

 

増田図書館課長 ・ 小学校等の図書館見学の受け入れについて 

 

藤間学校教育課長 

 

・ 平成３０年度埼玉県学力・学習状況調査の概要 

・ 「加須市ひとり学びノートコンテスト」実施要項 

・ 平成２９年度学校別年間平均最終セット時刻のまとめについて 

・ 平成３０年度加須市防災教育推進事業について 

・ 生徒指導・学校情報等報告について 

 

高貫学校給食課長 ・ 学校給食調理員等への衛生講習会の開催について 
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青木保育幼稚園課

主幹 

・ 騎西中央幼稚園再整備複合化案説明会の状況 

・ 加須市立わらべ保育園の送迎バスの運行について 

 

大原生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

・ 平成３０年第２回加須市議会定例会の議案質疑・一般質問に対する答弁概要 

・ 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。 

 

小林教育長職務代

理者 

オリンピックでコロンビアのホストタウンになるとのことですが、どのような

いきさつがあったのでしょうか。いろいろな競技がありますが、すべての競技の

選手がくるのでしょうか。 

 

石川スポーツ振興

課長 

 埼玉県内にコロンビアの柔道の監督をされている方がいて、埼玉県に相談をし

たところ、県から、加須市にある平成国際大学や花咲徳栄高校の施設が充実して

いるということで紹介がありました。その後、関係者に視察に来ていただき、い

い施設だということでホストタウンになったということでございます。競技とし

ては、柔道が中心になると思われます。 

 

小林教育長職務代

理者 

 コロンビアの公用語は何語でしょうか。学校や生徒、社会人など、多くの人と

コンタクトを取れる仕組みを作れるといいですね。 

 

石川スポーツ振興

課長 

 コロンビアの公用語はスペイン語です。不動岡高校のＡＥＴの方でスペイン語

を話せる方がいると聞いています。また、市内にスペイン語が話せる方もいると

いうことですので、そういった方を通して通訳を探しているところです。 

 

小林教育長職務代

理者 

埼玉県の学力・学習状況調査の概要報告がありましたが、中学校の数学・英語

が大変気になりました。県との差について、点数でなく、割合としてみると１０％

近い差になるということで、これは大変大きな数字かと思います。結果の分析や

検討はこれからということですので、よろしくお願いします。 

 

加藤委員  騎西中央幼稚園と騎西小学校の複合化についての説明会ですが、地域説明会の

出席率は６４％ですが、小学校説明会の出席率は１７％くらいで低いです。学校

教育課の議会答弁の中にＰＴＡ総会の出席率の低い学校があるとあり、これに似

ているかなとも感じたのですが、これは保護者が興味がないということでしょう

か。幼稚園の方では説明会はあるのですか。 

 

青木保育幼稚園課

主幹 

 地域説明会は幼稚園の保護者役員と小学校の本部役員、地元自治会長を対象に

開催しました。その席で、小学校でも説明会をやってほしいという要望がありま

して、授業参観に併せて小学校説明会を行いました。また、幼稚園の役員以外の

保護者の方からも小学校説明会に参加したいという声があり、ご案内をいたしま

した。この２回で、幼小すべての保護者の方に説明会のご案内はできたものと考

えております。 

なお、小学校説明会の参加者の内訳は、小学校の保護者が３９人、幼稚園の保
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護者が１３人、併せて５２人の参加でした。 

 

加藤委員 新入園の方は別に説明会はあるのですね。 

 

青木保育幼稚園課

主幹 

 工事については、来年度改めて説明をしたいと考えております。また、いつで

もご意見をいただきたいとお願いしておりますので、そういった際には、丁寧に

ご説明をしていきたいと考えております。 

 

増田委員  ボクシングの大会についての報告がありましたが、選手の中に加須市の子ども

はいるのでしょうか。 

 

石川スポーツ振興

課長 

 加須市の子どもはいません。 

 

 

増田委員  先ほど杉田部長から、７月の猛暑とその対応への説明がありました。この気候

は災害だと思います。いち早く対応していただいてありがたいと思います。今後

も先手を打つ形でお願いしたいと思います。 

 

遠藤委員  騎西中央幼稚園と騎西小学校の複合化について、今日、初めて聞きましたので、

詳しい説明をお願いします。 

 

青木保育幼稚園課

主幹 

騎西中央幼稚園は建設から５０年以上が経過しておりまして、その老朽化対策

として、現在の場所での建替えや隣接地等への移転建替えなど、複数の案を比較

検討いたしました。その結果、現地での建替えが最も有効と判断し、さらに隣接

する騎西小学校の余裕教室を活用した複合化について、早期の実現性、幼小連携

強化、異年齢交流など幼稚園教育の充実の視点から検討を開始し、今年度は基本

設計を委託して詳細な検討を進めているところです。 

 

遠藤委員  加須市の他の学校でもこのような複合化ということはあり得るのでしょうか。 

 

青木保育幼稚園課

主幹 

 幼小の複合化は、市内では今回が初めてです。県内ではいくつかありまして、

小学校と保育所など、いろいろな事例がございます。他の地域についても条件が

適応できる場合は、一つの方策になり得るかと思います。 

 

渡邉教育長  文部科学省から昨年度、学校の適正規模についての通知がありました。その通

知の中では、通学区域は関係なく、１２～１８学級というクラス替えができる規

模を適正規模としています。小規模校は統合を、という方針が示されたというこ

とになります。 

しかし、学校を統合すると、地域の交わりはどうなのか。加須市としては今の

規模を確保していきたい。とすると、余裕教室の活用を考えていかなければいけ

ないと思います。幼稚園と小学校、あるいは地域の社会教育的な施設と学校、社

会体育的な施設と学校、というふうに、施設の複合化を考えていかないと維持は

困難ではないかと考えています。 

 文部科学省からの通知の前から、加須市では騎西中央幼稚園と騎西小学校の複

合化の検討を進めてきました。 
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加藤委員  学校に子どもたちの成績を付けるための新しいシステムを入れて、先生方の負

担がかなり減っていると聞きましたが、実際のところ、どのくらい減少したので

しょうか。 

 

杉田学校教育部長  今年度、新たな校務管理システムを導入しました。学校では、指導要録を作成

することが法律に規定されております。指導要録とは、子どもたち一人一人につ

いて作成する１年間の記録です。この指導要録をこれまでは手書きで作成してい

ましたが、今年度からは、日々の記録や学期ごとの成績などのデータをシステム

に入力していくことで、学年末にシステムで作成できるようになります。 

 今年度はシステムの立ち上げがありましたので、セッティングの時期は、担当

者は大変だったと思いますが、これからは変わってくるだろうと思っています。

具体的にどのくらいの効果があるかというのは、１年間終わってみてというとこ

ろです。 

 

福田委員  学校の勤務時間は１６時３０分であったかと思います。つまり１６時３０分を

過ぎれば、退勤できるということですが、学校別の平均最終セット時刻を見て、

改めて学校は忙しいのだなと感じました。 

 

渡邉教育長  意識化すると、１年間で１時間早くなる学校もあります。１分でも２分でも早

くなることが大切だと考えております。 

 

加藤委員  逆に、１時間遅くなった学校もあるようですが。 

 

酒巻学校教育課主

幹兼指導主事 

 経験の浅い職員の配置があった学校です。経験が浅い職員は、授業の準備など

時間がかかる傾向がありますが、一生懸命、熱心にやっています。また、その学

校は研究発表の対象となりましたので、そのことも遅くなった要因かと思います。 

 

加藤委員  平均最終セット時間の計算には、７～８月の夏休み期間も含めているのでしょ

うか。 

 

藤間学校教育課長  入っています。 

 

小林教育長職務代

理者 

 本当に頑張っている人はいるわけで、セット時間だけで示すのは難しいなと思

います。私が一般企業で勤務した感想から申し上げますと、遅い人はいつでも遅

く、そして、そういう人がアウトプットが多いとは限らないということがありま

す。そういったことを評価ではっきり明示することもひとつだと思います。 

 また、文章をまとめるのは時間がかかります。以前にもお話しましたが、「一枚

ベスト」という考え方があります。業務の範囲が広く、時間も無い上司にとって

は、１ページにまとめた資料でないと情報が管理できない。ですから、資料を作

成する際に簡便にまとめる癖をつけていかないと、本人にとっても周りにとって

も大変になる一方ではないかと思います。 

勤務時間の遅い人がアウトプットが多いとは限らない。でも、本当に頑張って

いる人はいる。そういった難しいことはありますが、それでも、目標を立てるこ

とは大事です。そして、それを率先垂範するのは管理職、あるいはリーダーにな

る人たちだと思います。 
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藤間学校教育課長 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。 

 

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。 

 

次回、平成３０年第８回定例会は８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３０年第７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。 
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