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平 成 ３０ 年  第 ４ 回  加  須  市  教  育  委  員  会  定 例  会  会  議  録 

招集の日時   平成３０年４月２０日              午後２時３０分 

招集の場所   教 育 委 員 会 室 

開会の日時   平成３０年４月２０日              午後２時３０分 

閉会の日時   平成３０年４月２０日              午後５時００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、藤間隆子学校教育課長兼指導主事、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、松本知之生涯学習課主幹、酒巻克太郎学校教育

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、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１６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１７号議案 加須市立図書館協議会委員の任命について 

第６ 第１８号議案 加須市生涯学習推進会議設置規則 

第７ 協議事項 平成３０年度加須市教育委員の学校訪問について 

第８ その他  

発言者 会議の概要 

江原生涯学習部長 あいさつ さわやか 加須のまち。皆様こんにちは。 

本日の定例会の開会に先立ちまして、生涯学習部長の私からご報告を申し上げ

ます。 

過日開催されました加須市議会第 1 回定例会の最終日におきまして、渡邉教育

長が再任されました。これを受けまして、３月３０日に、市長から渡邉教育長に

教育長への任命辞令の交付がなされたところでございます。 

渡邉教育長におかれましては、本年４月１日から平成３３年３月３１日までの

３年間、引き続き、教育長として、ご指導を賜りたいと存じます。 

それでは、ここで、渡邉教育長から、ご挨拶をいただきたいと存じます。 

渡邉教育長、お願いします。 

 

渡邉教育長 ４月１日から３年間ということで、再任をさせていただきました。一生懸命頑
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 張っていきますので、お力をお貸しいただき、あるいは、方向性の修正にご協力

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

なお、私の方から市長についてご報告いたします。市長につきましては、今回、

無投票ということではありましたが、再任されました。４月２５日から４年間、

新たな任期がスタートをするところでございます。 

 市長と教育委員会が協力していかなければ進まない、これが新しい教育委員会

制度と考えております。そういったことから、市長公約をお配りしました。市長

は市政をこのように進めていくということでございます。学校教育、生涯学習、

すべて教育委員会に関わることについては、手を取り合ってやっていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

江原生涯学習部長 ありがとうございました。 

 

渡邉教育長 

 

それでは、定例会を始めます。 

本日は、平成３０年度に入りまして、１回目の定例会でございます。 

事務局の人事異動がございましたので、皆さんに自己紹介をお願いしたいと思

います。 

教育委員さんからお願いします。 

（教育委員 自己紹介） 

ありがとうございました。部課長から自己紹介を申し上げます。 

（事務局 自己紹介） 

今年１年、こちらのメンバーで教育委員会を運営していくこととなりますので、

ご協力よろしくお願いします。 

 

渡邉教育長 

 

それでは、改めまして、ただいまから、平成３０年第４回加須市教育委員会定

例会を開会します。 

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、今回は小林職務代理者にお願いい

たします。 

 

小林教育長職務代

理者 

 

 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３回加須市教育委員会 定例会会議
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  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１６号議案「加須市立公民館運営審議会委員の委嘱について」及

び日程第５ 第１７号議案「加須市立図書館協議会委員の任命について」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ので、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） 

 

 では、これより会議を非公開といたします。 

 

 【日程第４ 第１６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５ 第１７号議案「加須市立図書館協議会委員の任命について」】 

 

 （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６ 第１８号議案「加須市生涯学習推進会議設置規則」】 

 

渡邉教育長 日程第６ 第１８号議案「加須市生涯学習推進会議設置規則」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 生涯学習を総合的かつ効果的に推進するため、加須市生涯学習推進会議及び加

須市社会教育委員会議を一元化することに伴い、加須市生涯学習推進会議設置規

則を制定したいので、この案を提出するものであります。 

生涯学習推進会議と社会教育委員会議を一元化することにつきましては、平成

２９年１０月に教育委員会でもご審議をいただいたところですが、これまで生涯

学習推進会議の設置は要綱で定めていたものを、規則での設置に格上げするとい

うものでございます。 

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

小林教育長職務代

理者 

社会教育委員会議について、「定例会は年４回」とありますが、どれくらい開催

していたのでしょうか。 

 

細田生涯学習課長 昨年度は、社会教育委員会議としては０回です。 
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渡邉教育長 社会教育委員会議と生涯学習推進会議とを一体化して開催していました。それ

を今回、規則として制定させていただきたいということです。 

社会教育委員会議は廃止しないのでしょうか。 

 

細田生涯学習課長 附則の第２条におきまして、「社会教育委員会議規則を廃止する」としておりま

す。生涯学習推進会議設置規則の制定に併せ、社会教育委員会議を廃止いたしま

す。 

 

仲山委員 社会教育委員会議の設置の根拠はどのようになっているのでしょうか。社会教

育法に社会教育委員を置くことが決められていると思いますが、そういう定めが

ある中、生涯学習推進会議という別の会議を設置することは可能なのでしょうか。 

 

大原生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

社会教育法では、社会教育委員を置くことができるとなっておりますが、会議

を設置しなければならないという定めはありません。 

加須市では、社会教育委員会議と生涯学習推進会議と２つの会議がありました。

それを生涯学習推進会議に一元化するということで、生涯学習推進会議の委員 

１５人のうちの５人を社会教育委員の方にお願いしております。 

 

小林教育長職務代

理者 

 

以前にそれぞれの委員を委嘱する議案がありましたね。 

渡邉教育長 社会教育委員は社会教育法等に基づき委嘱し、会議は生涯学習推進会議に集約

するということです。 

 

渡邉教育長 それでは、何かご質疑、ご意見等ございますか。 

 

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１８号議案「加須市生涯学習推進会議設置規則」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７ 協議事項「平成３０年度加須市教育委員の学校訪問について」】 

 

渡邉教育長 日程第７ 協議事項「平成３０年度加須市教育委員の学校訪問について」、協議

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年度加須市教育委員の学校訪問についてですが、今年度は１５校、７

園を予定しております。 

昨年度との変更点としては、訪問の期間を５～７月、１０～１１月と幅を持た

せ、日程が集中しないようにいたしました。具体的な訪問日程は、教育委員の皆

さんや学校・幼稚園の予定を伺い、今後調整いたします。 

 「教育委員学校訪問資料」の内容につきましては、２か年で全学校を訪問する

日程であることから、昨年度と同じ内容とすることを事務局案とさせていただい
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ております。 

 

渡邉教育長 事務局から説明がありましたが、昨年度やってみて、改善点など、ご意見はあ

りますか。 

 

渡邉教育長 よろしいでしょうか。 

それでは、この方向で開催するということでお願いします。 

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。まず、私から説明をいたします。 

 

 「平成３０年度加須市教育委員会グランドデザイン」について、資料のとおり

作成をいたしました。 

主な取組として、下段に７つほど挙げております。加須市の課題である学力向

上や耐震化など、このような形で今年度、進めてまいりたいと思います。 

 

小林教育長職務代

理者 

「ことばの教室の充実」とありますが、ことばの教室を重点的にクローズアッ

プする背景はあるのでしょうか。 

 

齋藤学校教育課主

幹兼指導主事 

小学生、または年長の子どもで、ことばの教室での指導を必要としている子ど

もの数が増えております。昨年度から２クラスとなり、現在、５０数人が通って

います。そういったことで、「ことばの教室の充実」と挙げさせていただきました。 

就学時に年長の子どもたちを対象に言葉の検査を実施しますと、３人に１人の

割合で「二次検査が必要」との結果が出ます。その後の検査で、実際に教室に通

う必要があるとされるのは、そのうちの３０人くらいです。 

 

小林教育長職務代

理者 

 

増えているというのは全国的な課題ですか。 

齋藤学校教育課主

幹兼指導主事 

 

全国的な傾向であると思います。 

仲山委員 就学時検診で年長さんでそのような状態であることが分かって、新１年生とな

ってから教室に通うのですか。それとも年長さんも受け入れているのでしょうか。 

 

齋藤学校教育課主

幹兼指導主事 

 

ことばの教室に通うのは小学校入学後となります。教育相談という形で年長の

子どもが教育センターに来た場合に、羽生病院などを紹介して、そちらで指導を

受けているケースはあります。あるいは、保健センターの言語聴覚士の方との相

談などもやっております。 

 

仲山委員 そうすると、親が自覚を持たないと支援のチャンスはないということですか。 

以前は、ピアでやっていたと思いますが。 
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渡邉教育長 現在はそのような体制はとれておりません。 

緊急の場合は対応をしますが、「ことばの教室」は制度として、義務教育の子ど

もが対象となっております。 

 

杉田学校教育部長 加須市では、一人一人の子どもに寄り添った教育を、ということで、市内３０

校のうち、加須北中学校以外の２９校に特別支援学級を設置しております。また、

昨年度に引き続き、中学校に情緒障害の学級を開設したいという申し出を県にし

ております。小学校と同じように支援が必要な子どもたちのためにも、ぜひ設置

したいと考えております。 

そういった取組も含め、特別支援教育の充実を図っているとご理解いただけれ

ばと思います。 

 

加藤委員 特別支援学級が多いと、なかなか先生がいなくて、新任の先生が多いとか、継

続して担任を持ってもらえないという話を聞きました。加須市では、支援学級の

先生は何年目の人が多いとか、ベテランの人が多いとかありますか。 

 

齋藤学校教育課主

幹兼指導主事 

 

おっしゃるとおり、特別支援教育を担当する教員の指導力の育成は加須市の課

題です。教員の年齢構成として３０代～４０代の力のある年代が少ない現状があ

りますが、研修等を行い、教員の育成に力を入れているところです。 

 

渡邉教育長 それでは、次の報告に移ります。 

「加須市適応指導教室設置要綱」の一部改正についてですが、仮通級の制度、

いじめ等の緊急時の入級の制度、通級の終了手続きについて、それぞれ加筆し、

明確に定める改正を行いました。 

ご質問等ございますか。 

 

渡邉教育長  それでは、このような形でやらせていただきます。 

 

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 

 

・ 平成３０年度の生涯学習部の組織体制について 

 

杉田学校教育部長 

 

・ 平成３０年度の学校教育部の組織体制について 

 

大和田こども局長

兼福祉事務所長兼

学校教育部理事 

 

・ 平成３０年度のこども局の組織体制について 

 

 （以下 資料をもとに説明） 

 

細田生涯学習課長 ・ 平成３０年度集会所事業「小・中学生学級」の実施について 

 

飯野文化・学習セン

ター所長 

・ 平成３０年度文化・学習センター自主公演事業の実施について 
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石川スポーツ振興

課長 

・ 第１９回全国高等学校女子硬式野球選抜大会結果について 

・ 第１９回リードKazoクライミングカップ２０１８開催について 

 

増田図書館課長 ・ 平成３０年度加須市立図書館行事予定について 

 

藤間学校教育課長

兼指導主事 

 

・ 平成３０年度加須市立幼稚園及び小・中学校管理職一覧について 

・ 平成３０年度加須市立幼稚園及び小・中学校の幼児数、児童生徒数について 

・ 平成３０年度加須市幼稚園補助員及び小・中学校障がい児介助員の辞令交付式

及び研修会の開催について 

・ 平成３０年度あいさつふれあい推進事業の取組について 

・ 加須市立幼稚園及び小・中学校の学校医、学校歯科医、学校薬剤師について 

・ 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３月３１日現在） 

 

野本保育幼稚園課

長兼学校教育部主

席専門員 

 

・ 加須市立幼稚園預かり保育実施基準の一部改正について 

 

大原生涯学習部副

部長兼教育総務課

長 

 

・ 平成３０年度教育委員会行事予定 

 

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。 

 

大谷委員 市長の公約に「エアコンの設置」とあるようですが。 

 

江原生涯学習部長 まずは、今年度、災害時に避難所となる小中学校２９校の体育館の非構造部材

の耐震対策工事を実施します。エアコンにつきましては、その後、市長部局と連

携を密に図りながら、教育環境の整備に取り組んでまいりたいと考えております。 

 

仲山委員 前回は「エアコン」についての公約はあったのですか。 

 

渡邉教育長 ありません。 

 

仲山委員 今までよりも少し前進ということでしょうか。 

 

渡邉教育長 市長は、これまでも、議会答弁等において、エアコンが必要ないとは言ってい

ません。いろいろな課題があるので、順番をみながら時期を決めたいと言ってお

ります。公約に明記したということで、今後、エアコンの整備について、教育委

員会においても協議が必要となることがあるかもしれませんので、よろしくお願

いします。 
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小林教育長職務代

理者 

 

女子野球のお礼状の中に「資料館」とありますが、どこにあるのでしょうか。 

石川スポーツ振興

課長 

きずなスタジアムの管理棟の多目的室を利用して、大会期間中に女子野球に関

する資料を展示していたというもので、大会の観戦に来た方を中心に、訪れた方

が多かったということです。 

 

渡邉教育長 期間限定で女子硬式野球連盟が資料を展示したもので、市の方では場所を提供

したということです。 

 

小林教育長職務代

理者 

 

では、現在は観ることはできないのですね。 

 

増田委員 ４月ですので、中学校の入学式と幼稚園の入園式に出席した感想をお話しさせ

ていただきます。 

中学校の入学式は、卒業式と同様に非常に落ち着いた雰囲気で、子どもたちの

態度も大変素晴らしく、大変安堵しました。また、常にアンテナを張って指導を

していくという校長先生の言葉もあり、安心しました。 

幼稚園については、初めて母親と離れるということで泣いている子もいました。

上級生も参列していましたが、そういった中で、先生はもちろんですが、介助員

の方も大変なご苦労をしているように感じました。 

先ほど特別支援学級についての説明もありましたが、介助員の皆さんは臨時職

員で時給で働いてらっしゃるかと思います。もちろん予算のことや長期的な視点

が必要だとは思いますが、あれだけの大変な状況の中で働いてくださっているわ

けですので、処遇改善を図れないのかなと感じました。非常に大変な仕事ですの

で、そういうようなことで少しでもモチベーションＵＰにつなげていただきたい

と思いました。 

 

大和田こども局長

兼福祉事務所長兼

学校教育部理事 

 

幼稚園の入園式では、３歳児の子どもたちがまだ慣れないところはあったのか

なと思います。 

 

野本保育幼稚園課

長兼学校教育部主

席専門員 

補助員の方には、本当に子どもたちに寄り添った介助をしていただいておりま

す。 

時給につきましては、職員課と相談の上、また、近隣市の状況とも合わせなが

ら、今年度、若干あげさせていただきました。通勤手当やボーナスなどの手当の

支給など、臨時職員の処遇につきましては、現在、労働基準法が改正されるなど、

国全体で考えているところでございます。平成３２年度からは制度が変わる予定

でありますので、職員課とも連携しながら、今後もアンテナを張って情報を収集

し、補助員の方々が少しでも働きやすくなるよう、モチベーションが下がらない

よう努めてまいりたいと考えております。 

 

渡邉教育長 幼稚園の補助員は３分の２以上が幼稚園教諭の資格を持っています。担任の経

験もあるような優秀な方たちが、本当に子どもが好きだという気持ちで働いてく

れています。 
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加藤委員 小中学校の校長・教頭が一緒に異動するという学校はないようですが、例えば

どれくらいの年数で異動するというような決まりはあるのでしょうか。 

 

渡邉教育長 年数にきまりはありません。校長は長く、教頭は短くという大まかなものはあ

りますが、そうした考え方のもと、校長と教頭が同時に異動はしないということ

をルールにしてやっています。 

 

仲山委員 大利根東小学校の３年生は４０人ですが、増える予定はありますか。 

 

藤間学校教育課長 現時点ではわかりません。 

 

仲山委員 クラスの人数が目一杯で大変ですね。 

 

酒巻学校教育課主

幹兼指導主事 

そのような学校に対しては、教員の加配制度がございます。 

小学校３年生から６年生で３６人以上の学級がある学年に、市費で１名ずつ教

育活動補助員を置いております。 

中学校については、２・３年生で３９人以上の学級がある場合に教育活動補助

員を置いております。 

 

仲山委員 それは加須市独自の制度ですか。勤務条件や時給はどのようになっていますか。 

 

酒巻学校教育課主

幹兼指導主事 

はい、加須市独自の制度です。週２８時間、１日５時間３０分勤務で、時給は

１，２５０円です。教員免許のある方になりますので、介助員よりも高い時給と

なっております。 

 

加藤委員 北川辺西小学校は１年生３７人、２年生は３９人ですが、これは２クラスです

よね。 

 

酒巻学校教育課主

幹兼指導主事 

小学校１・２年生については、３６人以上の場合、１年生は国の制度として、

２年生は県の制度として、学級編成を弾力的に行うことができるとされており、

２クラスにすることができます。３年生以上は、国・県の制度がありませんので、

市として、先ほどご説明した教育活動補助員の配置をしております。また、教育

活動補助員は、１つの学校に２人までとしております。 

中学校では、１年生のみ県の制度として、３９人以上の場合に２クラスにする

ことができます。 

 

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５回定例会は５月３１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４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。 
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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５月３１日 

 

 

 

           教 育 長  渡 邉 義 昭 

 

 

           委   員  小 林 義 之 

 

 

           書  記  武 井 由加里 

 

 

 

 

 

 

 


