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平 成 ３０ 年  第 ８ 回  加  須  市  教  育  委  員  会  定 例  会  会  議  録 

招集の日時   平成３０年８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８月２０日              午後１時３０分 

閉会の日時   平成３０年８月２０日              午後３時１５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 

欠席者の氏名 遠藤康江委員 

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、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、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、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３８号議案 平成３０年度加須市一般会計補正予算（第３号）のう

ち教育費について 

第５ 第３９号議案 教育財産の用途廃止について 

第６ 協議事項 平成２９年度教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価に関する報告書（素案）について 

第７ その他  

発言者 会議の概要 

渡邉教育長 平成３０年第８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。 

 

 

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。 
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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、今回は福田委員にお願いいたしま

す。 

 

福田委員 

 

 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７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。 

１点、確認をさせていただきます。 

会議録５ページから６ページの「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」の部分は、当日は関

係市町村である羽生市の教科書採択前であることから、非公開で質疑を行ったと

ころでございます。 

その後、加須市、羽生市ともに教育委員会で教科書が採択され、その結果も平成

３０年７月２７日以降、公表されております。会議録につきましては、教科書採択

の透明性・公正性を確保する観点から、当日は非公開で行ったことを付記した上

で、公開する形で作成をしております。 

 

それでは、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３８号議案「平成３０年度加須市一般会計補正予算（第３号）のう

ち教育費について」は、９月３日に開会する平成３０年第３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３８号議案は、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、第３８号議案は、平成３０年第３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） 

 

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３８号議案」は、平成３０年９月３日開会の平成３０年第３

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。 
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 【日程第４ 第３８号議案「平成３０年度加須市一般会計補正予算（第３号）のう

ち教育費について」】 

 

渡邉教育長 日程第４ 第３８号議案「平成３０年度加須市一般会計補正予算（第３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 

野本保育幼稚園課

長 

細田生涯学習課長 

石川スポーツ推進

課長 

 

平成３０年度加須市一般会計補正予算（第３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。 

・小学校施設整備事業 

・中学校施設整備事業 

・公立幼稚園施設整備事業 

・文化財の保存と活用による地域活性化事業 

・集会所管理運営事業 

・公民館施設整備事業 

・スポーツ施設整備事業 

 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 

ブロック塀についての予算が多くなっていますが、建築基準が変わったのはい

つですか。 

 

大原生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

建築基準法が改正になったのは、昭和５６年６月１日です。 

 

 

小林教育長職務代

理者 

 

わかりました。 

 

福田委員 公共施設のブロック塀について、対策をとっていただくことはありがたいと思

います。地震から２か月たち、多くの市町村で対策工事をやっていると思います

が、そのような工事が集中してしまい、業者の方では期日までに間に合うのでし

ょうか。 

 

大原生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

補正予算の議決をいただきましたら、すぐに取り掛かりたいと考えております。

期日については、業者に間に合うようにお願いをしてまいります。 

なお、予備費で対応する工事の一部は、現在行っている体育館の非構造部材の

耐震対策工事終了後でないと施工できないものがありますが、そこについても、

事務的な部分は進め、耐震対策工事が終了後、すぐにブロック塀の工事に入りた

いと思います。 

 

渡邉教育長 それでは、ほかにご質問等はございますか。 
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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３８号議案「平成３０年度加須市一般会計補正予算（第３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） 

 

 では、これより会議の非公開を解きます。 

 

 【日程第５ 第３９号議案「教育財産の用途廃止について」】 

 

渡邉教育長 日程第５ 第３９号議案「教育財産の用途廃止について」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 

加須市立騎西中央幼稚園の再整備に伴い、教育財産である加須市立騎西小学校

校舎の一部について、小学校としての用途を廃止したいので、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第２１条第２号の規定により、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 用途廃止をしなくてはならない理由を説明してください。 

 

大原生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

国の補助金を受けて小学校として整備をしておりますので、小学校としての用

途を廃止する手続きをしませんと、幼稚園として使用することができないため、

今回、用途廃止を行うものです。 

渡邉教育長 国に認めてもらわなければいけないということですね。その手続きにはどのく

らいかかるのでしょうか。 

 

江原生涯学習部長 

 

３か月と聞いております。 

渡邉教育長 最短で３か月ということです。そのため、今から手続きをしていかなければな

らないということです。 

 

渡邉教育長 それでは、ほかにご質問等はございますか。 

 

 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３９号議案「教育財産の用途廃止について」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） 
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 【日程第６ 協議事項「平成２９年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価に関する報告書（素案）について」】 

 

渡邉教育長 日程第６ 協議事項「平成２９年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価に関する報告書（素案）について」、協議いたします。 

事務局から説明させます。 

 

大原生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

 ｢地方教育行政の組織及び運営に関する法律｣第２６条の規定に基づき、毎年

度、教育に関する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その

結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに公表しております。 

 今回、その素案について、協議をお願いするものです。 

 

 平成２９年度は、加須市人づくりプランに位置付けられている教育委員会に関

連する全ての事業、１０２事業を対象とし、事業ごとに達成度を評価しました。 

 平成２８年度の教育委員会点検・評価で元教育委員の大熊敏夫氏及び阿部 仁

氏からいただいたご意見を受けての取組状況等をまとめました。 

さらに、平成２９年度の実施状況について、元教育委員の阿部 仁氏、仲山利樹

氏から、ご意見をいただいたものをまとめてございます。 

以上、素案として取りまとめましたが、修正箇所がありますので、担当課からご

説明申し上げます。 

 

藤間学校教育課長  学校教育課から、修正箇所についてご説明申し上げます。 

 「加須市人づくりプラン」に「基本目標１ 確かな学力と学ぶ力を育成します」

と位置付けておりますとおり、学校教育課としましては、すべての取組におきま

して「学力向上」が大変重要な課題と考えております。 

１２ページの少人数学級推進事業をご覧ください。この事業では、「埼玉県学力・

学習状況調査」の結果を指標としておりまして、目標値の「１００」に対し、実績

値は「９６」となっております。この「９６」は、県平均を「１００」としたとき

の加須市の平均正答率の割合ですので、加須市の平均点が県平均を下回っている

ということを示しております。 

実績値が目標値の８割以上であることから、達成度評価の基準をもとに「２ 概

ね順調」と評価しておりましたが、市の平均は県平均に達していないこと、差が大

きい教科ではマイナス６ポイント以上下回っていること、正答率は上昇していな

いこと、こうした状況を踏まえ、達成度評価を「３ やや遅れている」に修正をい

たしました。 

 同様の指標を「学力アップ事業」「学校訪問指導事業」「学習指導改善研究事業」

にも使用しておりますので、それらの事業につきましても「３ やや遅れている」

に修正をいたしました。 

 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。 

 

小林教育長職務代

理者 

 先ほど学校教育課長さんから説明がありましたが、その点は私も気になってい

たところで、評価としては説明いただいたとおりだと思います。 

この点検・評価は非常にボリュームも多く、ウェイト付けが難しいと思います
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が、学力に関する事業の重要度はやはり高いと思います。各事業の「改善点」のと

ころに「補助教員を増員した」というような取組は書いてありますが、それで解決

しうるのだろうか、もっと重要なところがあるのではないか、今後に向けての重

要な課題であるのかなと感じました。 

 

渡邉教育長  学力向上は大切な、絶対の課題です。それに向けてどうしていくかということ

は今後も検討していく必要があるかと思います。 

そのほかにいかがでしょうか。 

 

 この点検・評価は、第９回定例会に議案といたします。修正意見などありました

ら、それまでにご指摘をいただければと思います。 

 それでは、協議を終わります。 

 

 【日程第７ その他】 

 

渡邉教育長 日程第７ その他でございます。 

 まず、私の方から「幼稚園及び小中学校空調設備の緊急整備」について、資料を

もとに報告をさせていただきます。 

 市では、耐震化や非構造部材の耐震対策工事など、小学校及び小中学校の安全

対策に一定の目途が付いたこと、今年の夏は、気象庁が災害という認識があると

報道発表したほどの猛暑が続いていることから、緊急整備を行います。 

 来年夏の稼働に間に合わせることを最優先とするため、整備手法を「リース方

式」、動力方式を「電気方式」とし、それを踏まえた「基本計画策定調査業務委託」

を実施いたします。 

 課題としましては、「リース方式」ということになりますと、現在の制度では国

の補助金を受けることができません。これについては、国にも働きかけをしてい

きたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、来年夏にすべての幼稚園及び小中学校で一斉に冷房

運転を開始することを目標に、今後事務を進めてまいります。 

 何かご質問等はございますか。 

 

加藤委員 以前の資料では１５億円となっていたかと思いますが。 

 

渡邉教育長 以前の試算では、職員室や保健室などの管理諸室や特別教室は入っておりませ

んでした。 

 

加藤委員 エアコンの整備を進めることによって、これまで計画的に実施するとしていた

大規模改修工事などへの影響はあるのでしょうか。 

 

渡邉教育長 大規模改修工事については、最低限のところは実施しないといけないと思いま

すが、方法を変更したり時期が遅れたりするなどの影響が出る可能性はあると考

えております。 

 

加藤委員 加須西中学校がもうすぐ大規模改修工事というような話は。 
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渡邉教育長 年数としては加須西中学校が一番古いですが、年数ではなく、実際の状況で優

先順位をつけることになると思います。 

 

小林教育長職務代

理者 

今回の変更点は、コストが以前の説明よりもプラス１０億円、そのほか、リース

代が毎年かかるということですか。 

 

渡邉教育長  もう一つ、大きいのはリース方式では国の補助金の対象外ということです。 

 

大原生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

 補助金の率は、制度としましては経費の３分の１ですが、国の予算内で交付さ

れますので、実質的には６分の１程度というのが現状です。しかしながら、リース

方式は現在の制度では対象外となっています。 

小林教育長職務代

理者 

 エアコンの設置は子どもたちのためにありがたいことですし、今年の異常気象

を考えますとやむを得ないことかと思います。これまでもエアコンについては要

望があった中で、今年の異常気象を受けて方針が大きく変わった訳ですが、そう

いう意味ではわかりづらいところもあると感じます。 

 来年度も今年と同様の気象かどうかはわかりません。そういった中でコストを

倍かける、でも当初の整備予定から繰り上げることができるのは１年間だけ、さ

らにこれまで計画していた大規模改修工事などに影響が出る、そういうことを考

えますと、コスト面ではどうなのかなと複雑な思いがします。 

 

渡邉教育長  来年度、今年と同じような酷暑になったときに、エアコンがあるから大丈夫と

いうことにはならないと思います。登下校中の暑さの問題もあります。 

 そうしたことから、例えば、７月の猛暑日は臨時休業にして、その代わりにお盆

過ぎの暑さが落ち着いた時期に学校を始めるなど、臨機応変に考えていく必要が

あると考えております。 

 その他、何かありますか。 

  

それでは、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 

 

・ 幼稚園及び小中学校空調設備の緊急整備について 

・ 第８回全国女子硬式野球ユース大会について 

 

杉田学校教育部長 

 

・ 夏季休業について 

・ ２学期の事業について 

・ 猛暑への対応について 

 

大和田こども局長

兼福祉事務所長兼

学校教育部理事 

 

・ 夏季休業について 

・ 幼稚園空調設備の緊急整備について 

 

 （以下 資料をもとに説明） 

細田生涯学習課長 ・ 平成３０年度各地域文化祭及び各地区文化祭の開催について 

飯野文化・学習セン ・ 平成３０年度加須市少年少女発明クラブ「ロボット講座」開催について 
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ター所長 ・ 加須未来館特別天体イベント「火星の表面を見よう」開催について 

 

石川スポーツ振興

課長 

・ 平成３０年度市内地域・地区体育祭日程表 

・ 花咲徳栄高校 平成３０年夏の甲子園出場に係る加須市の支援等について（概

要） 

・ コロンビア共和国女子ラグビーチーム外交団の受入について 

 

増田図書館課長 ・ 児童・生徒の職場体験等の受け入れをしています 

 

藤間学校教育課長 

 

・ 平成３０年度全国学力・学習状況調査結果の速報について 

・ 平成３０年度開催の研究発表等における出席予定者について 

・ 平成３０年度幼稚園及び小・中学校の運動会、体育祭への対応について 

・ 学校現場における業務改善加速事業の１年次報告について【別冊】 

・ アナフィラキシーショックが心配される幼児、児童生徒について 

・ 幼稚園及び小･中学校におけるてんかん発作時の坐薬挿入等について 

・ 生徒指導・学校情報等報告について 

 

高貫学校給食課長 ・ 騎西学校給食センタートレイ等の導入について 

 

大原生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

・ 公民館職員の人事について 

・ 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。 

 

渡邉教育長 では、私から伺いますが、先ほど樋遣川地区の体育祭が中止になったとの説明

がありましたが、その経緯はわかりますか。 

 

細田生涯学習課長  毎年、樋遣川小学校の校庭で地区体育祭をやっていますが、今年は体育館の非

構造部材の耐震対策工事のため校庭が使えないということで、加須北中学校で実

施する予定でおりました。しかしながら、駐車場の台数や安全性の問題等から、加

須北中学校での実施は難しいということで中止となりました。 

 

加藤委員  全国女子硬式野球ユース大会を観戦に行きました。きずなスタジアムは、ベン

チのすぐそばに学校応援席があり、コンパクトで一体感のある、とてもいいグラ

ウンドだと思いました。 

 

増田委員  長瀞で加須市の学生が亡くなるという水の事故がありました。本人はもちろん、

親御さんのことを考えましても、いたたまれない気持ちになりました。 

増水している川での事故ということで、自然の怖さについて知識がなかったの

かなと思いました。加須市内にも子どもたちの近くに大きな川がありますので、

学校で水の事故への注意喚起を是非していただければと思います。 

 

渡邉教育長 学校での指導も含め、対策を考えてください。 
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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９回定例会は９月２０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８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９月２０日 

 

 

 

           教 育 長  渡 邉 義 昭 

 

 

           委   員  福 田 孝 夫 

 

 

            書  記  武 井 由加里 

 

 

 

 


