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平 成 ３０ 年  第 ９ 回  加  須  市  教  育  委  員  会  定 例  会  会  議  録 

招集の日時   平成３０年９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９月２０日              午後１時３０分 

閉会の日時   平成３０年９月２０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、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、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、野本朋子保育幼稚園課長兼学校教育

部主席専門員、嶋村英之生涯学習課副参事、阿部浩明子育て支援課主幹、酒巻克

太郎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 報告第３号 臨時代理の報告について（県費負担教職員の懲戒に

係る人事の内申について） 

第５ 第４０号議案 加須市立大桑公民館長の辞職の承認について 

第６ 第４１号議案 加須市立大桑公民館長の任命について 

第７ 第４２号議案 平成３０年度加須市一般会計補正予算（第４号）につ

いて 

第８ 第４３号議案 平成２９年度教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価等について 

第９ 第４４号議案 加須市教育委員会の平成３１年度当初教職員人事異

動の方針について 

第１０ 協議事項 加須市立小・中学校の平成３０年度埼玉県学力・学習

状況調査結果の公表について 

第１１ 協議事項 加須市立小・中学校の平成３０年度全国学力・学習状

況調査結果の公表について 

第１２ その他  

発言者 会議の概要 

渡邉教育長 平成３０年第９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。 



 2 

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。 

 

 

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、今回は遠藤委員にお願いいたしま

す。 

 

遠藤委員 

 

 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８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３号「臨時代理の報告について」から 日程第６ 第４１号

議案「加須市立大桑公民館長の任命について」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７ 第４２号議案「平成３０年度加須市一般会計補正予算（第４

号）について」は、平成３０年第３回加須市議会定例会最終日に追加議案として提

案予定のものであり、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 報告第３号から 日程第７ 第４２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、第４２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 報告第３号「臨時代理の報告について（県費負担教職員の懲戒に係

る人事内申について）」】 
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 【日程第５ 第４０号議案「加須市立大桑公民館長の辞職の承認について」】 

 

 （全員賛成により原案可決） 

 

 【日程第第６ 第４１号議案「加須市立大桑公民館長の任命について」】 

 

 （全員賛成により原案可決） 

 

 ※ 「日程第７ 第４２号議案」は、平成３０年第３回加須市議会定例会提案前

であったことから非公開で実施。 

 

 【日程第第７ 第４２号議案「平成３０年度加須市一般会計補正予算（第４号）に

ついて」】 

 

渡邉教育長 日程第７ 第４２号議案「平成３０年度加須市一般会計補正予算（第４号）につい

て」を議題といたします。事務局より説明させます。 

 

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４号）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。 

内容としましては、来年７月を目標として、幼稚園及び小中学校への空調設備

の整備を進めていくために、補正予算で債務負担行為を設定するというものです。 

 

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。 

 

加藤委員  国からの補助金は。リース方式は対象外ということでしたが。 

 

大原生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

国の方でも、これから補助金の補正予算を組むということで、市にも調査など

がきています。 

これまで検討してきたリース方式は補助金の対象外となりますので、市として

も、来年７月の稼働を第一条件にしながら、どのような形であれば補助金を活用

できるのか、検討を進めているところです。 

 

渡邉教育長  交付金については、市長が、直接、国に行って要望をしています。私も同行しま

した。リース方式でも交付金の対象としてもらえないかという要望をしましたが、

市に所有権がないものに交付金を出すのは難しいということでした。 

そこで、来年７月に稼働という厳しいスケジュールの中で、どのような方式で

あれば国の交付金を活用することが可能なのか、市として検討を進めています。

そして、国にも、７月稼働に間に合うようなスケジュールで補正予算を組んで交

付金を交付してほしいと要望をしているところです。 

 

福田委員 市民は、来年、エアコンが入ると思っています。 

 

小林教育長職務代

理者 

以前は、エアコン設置には１５億円と説明していたかと思います。今回の説明

では２６億円ということで、いろいろな制約がある中で整備をしていくというこ
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とは理解できますが、経費が約１０億円プラスになるのと、それにより受ける恩

恵とが合わないような気もします。 

 

渡邉教育長  以前お示ししていた１５億円は小中学校の普通教室のみの金額で、管理諸室や

特別教室、幼稚園を含まない金額でした。今回の２６億円は、普通教室が約１１億

円、管理諸室や特別教室が約１５億円、合計で２６億円としております。 

 

小林教育長職務代

理者 

 

大変だと思いますが、よろしくお願いします。 

 

加藤委員  仮に補助金をもらっても２６億円というのは変わらないのですか。 

 

渡邉教育長  財源の内訳が変わるだけで、市の支出としては２６億円で変わりません。 

それでは、ほかに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、採択に移ります。 

お諮りします。 

第４２号議案「平成３０年度加須市一般会計補正予算（第４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） 

 

 では、これより会議の非公開を解きます。 

 

 【日程第８ 第４３号議案「平成２９年度教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価等について」】 

 

渡邉教育長 日程第８ 第４３号議案「平成２９年度教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価等について」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を行い、

その結果に関する報告書を作成したいので、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第２６条第１項の規定により、この案を提出するものであります。 

先月の定例会でご協議いただいた内容や知識経験者からの意見を踏まえ修正等

を行い、今回議案として提出いたしました。 

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

渡邉教育長 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。 

 

それでは、私の方から申し上げます。 

目標１から目標５まで、評価ごとに集計した表を見ますと、目標１と目標４の

事業に「やや遅れている」や「大幅に遅れている」という評価が多いです。 
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目標１は「確かな学力と学ぶ力の育成」ですので、やはり、加須市としての大き

な課題が「学力向上」であることがここにも表れているのかなと思います。目標４

は「生涯学習」に関する部分ですが、特に文化財関係の取組について見直しをしな

ければならないのかなと感じました。 

 

小林教育長職務代

理者 

 

評価が厳しいと感じる事業もありました。対象者全員に対し、サービスを提供

したけれど、目標値が大きすぎるために「やや遅れている」という評価になってい

る事業があります。対象者に対して、サービスを提供した割合として１００％で

あればいいのではないかと思います。 

 

渡邉教育長 指標が正しいか、見直していく必要があると思います。 

 

遠藤委員 

 

「視聴覚ライブラリー事業」ですが、私も１６ミリの資格を取り、映写会をした

りしましたが、フィルムが古かったり、長すぎたりして、次もやろうというふうに

繋がっていかないなと感じます。 

 

増田図書館長 「視聴覚ライブラリー事業」は、０（ゼロ）予算事業でして、解散した北埼玉地

区視聴覚教育協議会から引き継いだものを活かしていくという考えでやっており

ます。今後は、指標の見直しを含め、図書館で所蔵するＤＶＤなどを利用していく

ことを検討していきたいと考えております。 

 

渡邉教育長 それでは、ほかにご質問等はございますか。 

 

 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４３号議案「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

び評価等について」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９ 第４４号議案「加須市教育委員会の平成３１年度当初教職員人事

異動の方針について」】 

 

渡邉教育長 日程第９ 第４４号議案「加須市教育委員会の平成３１年度当初教職員人事異

動の方針について」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 加須市教育委員会の人事異動について、平成３１年度当初教職員人事異動の方

針を定めたいので、この案を提案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 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。 

 

加藤委員 

 

来年、再来年と多くの校長先生が退職されるようで、ここ数年で大きく変わる

のではないかと思いますが、そういったことを受けて、新しい試みというのはあ
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りますか。 

 

杉田学校教育部長 校長と教頭の同時異動は行わないとありますので、県教委や近隣市町村と連携

しながら進めていきたいと考えております。 

 

小林教育長職務代

理者 

 

方針の中で、昨年度と変わったところはありますか。 

 

藤間学校教育課長 新採用の教員、事務職員及び学校栄養職員の異動について、「原則として、採用

後３年から５年以内」と、「原則として」を追加しました。 

 

酒巻学校教育課主

幹兼指導主事 

 

本日、方針について議決をいただきましたら、事務を進めてまいりまして、２月

の定例会に管理職の人事案を提出する予定でございますので、よろしくお願いい

たします。 

 

渡邉教育長 それでは、ほかにご質問等はございますか。 

 

 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４４号議案「加須市教育委員会の平成３１年度当初教職員人事異動の方針に

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 協議事項「加須市立小・中学校の平成３０年度埼玉県学力・学習状

況調査結果の公表について」】 

 

渡邉教育長 日程第１０ 協議事項「加須市立小・中学校の平成３０年度埼玉県学力・学習状

況調査結果の公表について」、協議いたします。 

事務局から説明させます。 

 

藤間学校教育課長  加須市立小・中学校の平成３０年度埼玉県学力・学習状況調査結果を公表する

にあたり、ご意見をいただきたいと存じます。 

埼玉県学力・学習状況調査においては、個人の毎年の学力の「伸び」を追ってい

く調査になっております。点数としては県平均に届かなくでも、伸び率では県平

均を超える伸びをみせている学年や教科もございます。 

設問別正答率としては、県平均を超えているものもございますが、全体として

は、なかなか厳しい状況でございます。今後、分析をしまして、課題を解決しなが

ら、良好な分野を伸ばし、目に見える成果を表せるように学校に働きかけていき

たいと考えております。 

加須市の子どもたちの勉強への姿勢などは、県平均よりもいい結果が出ており

ます。一方で、家庭でのテレビゲームの時間が長い児童生徒が県平均よりも多い

という結果が出ております。日々の生活や学習への取組が成績に関係しているか

という点について分析し、今後、取組につなげていければと考えております。 

 よろしくご協議の程、お願いいたします。 
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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。 

 

遠藤委員 加須市で「暑い日には学校を休みにします」という熱中症対策を実施すること

について、地元で話をしたときは「暑いから、そうだよね」という反応でしたが、

職場の久喜の方では「授業日数、足りるの？」という反応で、親の意識がこんなに

も違うのかなと感じました。学校だけに任せるのではなく、ゲームなどは家でや

ることですので、親の意識改革が必要なのかなと思いました。 

 

渡邉教育長 ありがとうございます。 

 

小林教育長職務代

理者 

 

 県との比較で「◇」というのがありますが、これは。 

杉田学校教育部長  「◇」は「学力向上にかかわる内容のもの」という意味です。 

 

渡邉教育長  わかりづらいですね。わかりやすくなるよう工夫してください。 

 

藤間学校教育課長  修正いたします。 

 

渡邉教育長 それでは、以上で協議を終わります。 

 

 【日程第１１ 協議事項「加須市立小・中学校の平成３０年度全国学力・学習状況

調査結果の公表について」】 

 

渡邉教育長 日程第１１ 協議事項「加須市立小・中学校の平成３０年度全国学力・学習状況

調査結果の公表について」ですが、こちらについても、先ほどの協議を踏まえ、公

表してください。 

 

 【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。 

 （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 

 

杉田学校教育部長 

 

・ 熱中症対策について 

・ 運動会、体育祭について 

 

大和田こども局長

兼福祉事務所長兼

学校教育部理事 

 

・ 運動会について 

 

 （以下 資料をもとに説明） 
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嶋村生涯学習課副

参事 

 

・ 人権問題指導者研修会の開催について 

・ 「加須市まちかど美術館（夏）」の開催について 

・ 第２６回「童謡のふるさとおおとね郷土かるた大会」の開催について 

・ 第６回加須市郷土かるた大会開催要項について 

 

石川スポーツ振興

課長 

・ 花咲徳栄高校野球部第１００回全国高等学校野球選手権大会出場に係る賛助

金贈呈について 

・ 加須市民運動公園 市民親子プールの開設結果について 

・ 第１８回アジア競技大会における加須市民の入賞者について 

・ コロンビア共和国のオリンピック・パラリンピックに係る受入について 

 

増田図書館課長 ・ 図書館まつりの開催について 

 

藤間学校教育課長 

 

・ 平成３０年度第１学期におけるいじめ・不登校児童生徒の状況について 

・ 「スマートフォン等の利用状況等に関する調査」平成２８・２９・３０年度比

較 

・ 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３０年度第１回学校給食に関するアンケートの集計結果について 

 

野本保育幼稚園課

長 

 

・ 送迎バス従事者を対象とした「交通安全研修」の実施について 

 

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２９年度市長への手紙・メール（教育委員会関連） 

・ 平成３０年度市政についての話し合いの日程について 

・ 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、以上で報告を終わります。 

次回、平成３０年第１０回定例会は１０月２２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９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１０月２２日 

 

 

           教 育 長  渡 邉 義 昭 

 

           委   員  遠 藤 康 江 

 

            書  記  武 井 由加里 

 

 


