
 
 
 
 

草加市教育委員会会議録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年第３回定例会 

 

 



- 1 - 

 

平成２８年草加市教育委員会第３回定例会 

 

                   平成２８年３月２３日（水）午後１時３０分から 

                   草加市役所本庁舎西棟教育委員会会議室（４階） 

 

○議 題 

     第１２号議案  草加市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定 

について 

     第１３号議案  草加市立中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災 

害補償に関する条例施行規則及び国指定名勝「おくのほそ道の 

風景地 草加松原」の現状変更等の許可申請書等に関する様式 

を定める規則の一部を改正する規則の制定について 

     第１４号議案  草加市社会教育指導員設置に関する規則の一部を改正する規則 

の制定について 

     第１５号議案  草加市スクールソーシャルワーカー設置要綱の制定について 

     第１６号議案  草加市就学援助実施要綱の一部を改正する要綱の制定について 

     第１７号議案  平成２８年度公民館事業計画を定めることについて 

     第１８号議案  平成２８年度歴史民俗資料館事業計画を定めることについて 

     第１９号議案  平成２８年度中央図書館事業計画を定めることについて 

     第２０号議案  平成２８年度学校医及び学校歯科医の委嘱について 

     第２１号議案  平成２８年４月１日付け職員の人事異動について 

     第６号報告  県費負担教職員の人事に係る専決処理の報告について 

     第７号報告  草加市立小中学校教育研究団体補助金交付要綱の一部を改正す 

る要綱の制定について 

     第８号報告  草加市子ども教育連携推進研究団体等補助金交付要綱の一部を 

改正する要綱の制定について 

     第９号報告  草加市幼児教育充実事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

の制定について 

     第１０号報告  平成２７年度学校評価の報告について 

     第１１号報告  草加市障害児就学支援委員会の答申に係る報告について 
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     第１２号報告  平成２７年度草加市立学校職員の人事評価及び調整の結果に係 

             る報告について 

     第１３号報告  平成２８年草加市議会２月定例会に係る報告について 

 

○出席者 

       教 育 長   髙  木  宏  幸 

       教育長職務代理者   村  田  悦  一 

       委 員   井  出  健治郎 

       委 員   小  澤  尚  久 

       委 員   加  藤  由  美 

       委 員   宇 田 川 久美子 

 

○説明員 

       教育総務部長   今  井  規  雄 

       教育総務部副部長   青  木   裕 

       (兼)総務企画課長    

       学 務 課 長   川  﨑  淳一郎 

       指 導 課 長   三  浦  伸  治 

       教育支援室長   山  根   明 

       生涯学習課長   長  峯  春  仁 

       中央公民館長   小  沢   進 

       歴史民俗資料館長   細  川  昭  二 

       中央図書館長   松  川  令  久 

       子ども教育連携推進室長   嶋  田  弘  之 

 

○事務局 

       書    記   飯  野  光  政 

                山  岸   亮 

 

○傍聴人   １人 
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午後１時３０分 開会 

   ◎開会の宣言 

 

○髙木宏幸教育長 ただ今から、平成２８年教育委員会第３回定例会を開催いたします。 

 

   ◎前回会議録の承認 

○髙木宏幸教育長 事務局から前回会議録の朗読をお願いいたします。 

前回会議録の朗読 

○髙木宏幸教育長 ただ今、事務局から前回会議録の朗読がありましたが、これにつきまして

ご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。 

（「ありません」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 よろしければ、承認することとし、会議録への署名を行いたいと思います。 

教育長・委員の署名 

 

○髙木宏幸教育長 以上で前回会議録の承認を終了します。 

 

   ◎議案審議 

○髙木宏幸教育長 ただ今から、審議に入らせていただきます。本日の案件は、追加案件を含

めまして、議案が１０件、報告が８件となっております。 

 なお、委員さんの中で議題以外の教育全般に係るご質疑、ご意見等がございましたら、委員

会終了後に意見交換の時間を設けておりますので、よろしくお願いいたします。 

 また、本日の審議ですが、まず初めに、新年度から運営する教育委員会事務局の組織改正に

関わる第１２号議案を審議し、その後、本日、追加提出しました人事に関わる第２１号議案及

び第１２号報告を審議してまいりたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

 

   ◎第１２号議案  草加市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の 

            制定について 
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○髙木宏幸教育長 初めに、第１２号議案につきまして、青木教育総務部副部長より説明させ

ます。 

○説明員 第１２号議案につきましては、全庁的な組織の見直しに伴う教育委員会事務局の

組織改正でございます。 

 提案理由でございますが、効果的かつ効率的な組織運営を推進するため、教育委員会事務

局組織の見直しを行うとともに、関係規則の所要の整備を行うというものでございます。 

 ９ページからが参考資料となります。新旧対照表をご覧ください。また、併せまして新旧

対照組織表もご覧ください。 

 まず、第２条の改正ですが、教育総務部については、市長部局に公共施設の総合的なマネ

ジメントを行う組織が設置されること、また校舎等耐震補強工事やエアコン整備が完了した

ことに伴いまして、現行の施設課を廃止するものでございます。 

 なお、施設課の事務については、５年前に総務企画課にあったように、課内に施設係を設

置し、担当することといたします。 

 また、教育支援室の特別支援教育係を廃止いたします。これは、市全体の組織改正の基本

的な考え方の中で、課に係を設置する場合は２係以上とし、小規模の組織はスタッフ制とす

る原則が示されたことによるものでございます。 

 また、子ども教育連携推進室につきましては、発足当初から教育長直属の組織となってお

りましたが、組織間の連携をより緊密にする中で、より実践的な施策を推進していく体制に

する必要があることから、教育長の直属から教育総務部内の組織に位置付けるものでござい

ます。 

 この組織の見直しによりまして、課としては、５課２室１館から、４課２室１館となり、

係としては１２係から１１係となります。 

 続きまして、附則による規則改正についてご説明を申し上げます。 

 まず、草加市教育委員会事務決裁規則の一部改正でございます。施設課長の個別専決事項

を総務企画課長に移管するとともに、行政不服審査法の全部改正に伴う必要な整備を行うも

のでございます。 

 草加市教育委員会文書管理規則の一部改正については、施設課の文書事業の廃止を行うも

のでございます。 

 草加市教育委員会公印規則の一部改正については、奥日光自然の家専用教育委員会印の管

理者を施設課長から総務企画課長に変更するものでございます。 

 なお、施行期日につきましては、平成２８年４月１日とするものでございます。説明は以
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上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

○村田悦一教育長職務代理者 概要としては、旧から新にということで分かりましたが、新し

い施設係の所掌事務に「学校施設の許可に関すること。」という項目が入っておりますが、前

の施設課施設係には、この項目に該当するものがないようですが、今までもこういうことは行

われていたと思うのですが、あるいは今まで学校であったものを教育委員会でということなの

か、経緯について、お尋ねいたします。 

○説明員 ただ今のご質問でございますが、この施設の許可というところについては、これま

で総務企画課の財務係で行う場合と、施設課の施設係で行う場合で、２通りのケースがござい

ました。今回、組織が統合されるということで、窓口が複数になっているところを、一括して

施設係で担当する方が合理的ということで、施設係に位置付けを明確化するものでございます。 

○村田悦一教育長職務代理者 では次の質問ですが、今度は教育総務部の子ども教育連携推進

室という形になりました。これは、今まで子ども教育連携推進室、部からは独立していたわけ

ですけれども、今までは「幼児教育に関すること。」となっていたものが、今度は「幼児期の

教育に関すること。」という形になっています。前回の教育委員会の報告の中、にこにこわく

わくプランのところでは、乳幼児期と、そこは乳がついていました。いわゆる草加の教育委員

会で０歳から１５歳ということですから、幼児期だけではなくて、当然乳児期も入るのかなと

思います。先ほども乳幼児期というような話がありましたので、このことについて、今一度ご

説明いただければと思います。 

○髙木宏幸教育長 子ども教育連携推進室長。 

○説明員 この幼児期の教育に関することという、幼児期の教育のとらえ方について、各機関

に問い合わせをしたところ、幼児期の教育とは、０歳を含む就学前までの子どもに対する教育

を意味し、幼稚園、保育所、それから認定こども園、家庭、地域社会における教育を含む広が

りを持った概念としてとらえているということとなっております。 

 このことから、第二次草加市子ども教育連携推進基本方針・行動計画の中でも、園や学校、

地域との連携を図り、０歳から就学前までを対象に実施する、ここでは幼児期の教育に関する

ことと表記しております。 

 併せて、にこにこわくわくプランにつきましては、これは保育園の委員さんもいらっしゃる

ということで、保育所の保育計画、この言葉に合わせたものとなっております。 
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○村田悦一教育長職務代理者 そうしますと、文部科学省と厚生労働省というか、いわゆる幼

稚園と保育園というか、幼児期の教育というのは、文部科学省ではもう言葉がしっかり定義さ

れていて、これは０歳からだと。ところが、厚生労働省では、乳幼児という形で乳を入れて使

っているということでよろしいでしょうか。 

○説明員 問い合わせの中で、厚生労働省の乳幼児期の教育というのは、厚生労働省ではなく

局長通知で発せられていることで、まだ現段階では厚生労働省では整理中であり、現在、内閣

府で認定こども園が設置されており、それらを含めて、文部科学省の方で調整を図っていくと

いうことを回答としていただいております。 

○村田悦一教育長職務代理者 では、次に、生涯学習課の生涯学習係の所掌事務のところなの

ですが、「社会教育機関の相互調整及び社会教育関係団体の育成に関すること。」という、こ

の「及び」以下の文言の追加についてお尋ねいたします。 

○髙木宏幸教育長 生涯学習課長。 

○説明員 第二次草加市教育振興基本計画の中で、生涯学習の基本目標に掲げております、地

域の力を育む生涯学習活動の推進を達成するためには、地域の力となる社会教育団体の育成が

ますます重要になってくると考えました。これまでも事業を進めてまいりましたが、この社会

教育団体の育成というのを、改めて今回、加えさせていただいたところでございます。 

○村田悦一教育長職務代理者 次に、文化財保護係のところ「歴史民俗資料館に関すること。」

というのが追記されているのですが、こちらについてもご説明をお願いいたします。 

○髙木宏幸教育長 生涯学習課長。 

○説明員 歴史民俗資料館につきましては、平成２６年度から専従の館長を置きまして、体制

及び事業の充実を図ってまいりましたが、これまで所掌事務の中に当館の表記がされていなか

ったため、改めて文化財保護係の中の施設ということで位置付けをさせていただき、こちちに

加えさせていただいたところでございます。 

○井出健治郎委員 整理をしておいていただきたいのは、以前は教育長の直属として子ども教

育連携推進室があって、今度は新たに他の課と横並びになるということで、メリットについて

は今日お聞きしたのでよく分かったのですが、念のため、以前の直属という形をとったから、

ある程度の進捗をみたということ、今まで子ども教育連携推進室を外に、他とは違って、外に

出していた意義のようなものを整理しておいていただければありがたいなと思います。 

○髙木宏幸教育長 青木教育総務部副部長。 

○説明員 子ども教育連携推進室の施策については、前回の組織改正で教育委員会として特に
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力を入れていく、教育長のリーダーシップを発揮させながら進めていくということで、教育長

直属の組織にしたものです。 

 これまで成果も上がり、実践的な施策に取り組む段階になって、きめ細かに組織間の連携を

図りながら、これまでと同じ、あるいはそれ以上に力を入れていくということは何ら変わりま

せんが、そういった面も含めまして、部の内部に位置付けたということでございます。 

○井出健治郎委員 ありがとうございます。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。 

 それでは、第１２号議案につきましては、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第１２号議案については、可決といたします。 

 

   ◎第２１号議案  平成２８年４月１日付け職員の人事異動について 

   ◎第１２号報告  平成２７年度草加市立学校職員の人事評価及び調整の結果 

            に係る報告について 

○髙木宏幸教育長 次に、本日追加提出いたしました第２１号議案及び第１２号報告を議題と

いたします。この２つの案件は人事に関わる事柄でございますので、秘密会としたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 それでは、第２１号議案及び第１２号報告につきましては秘密会とさせて

いただきます。説明の方のみお残りいただき、傍聴の方並びに説明者以外は、ご退席をお願い

いたします。 

 

執行部退席 

 

（秘 密 会） 

 

執行部着席 
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○髙木宏幸教育長 審議を再開いたします。審議結果について報告させていただきます。 

 第２１号議案につきましては、審議の結果、可決となりました。 

 また、第１２号報告は、教育長に対する事務委任規則第３条の規定に基づき、報告をいたし

ました。 

 

   ◎第１３号議案  草加市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の 

            公務災害補償に関する条例施行規則及び国指定名勝「おく 

            のほそ道の風景地 草加松原」の現状変更等の許可申請書 

            等に関する様式を定める規則の一部を改正する規則の制定 

            について 

○髙木宏幸教育長 次に、第１３号議案につきまして、青木教育総務部副部長より説明させま

す。 

○説明員 第１３号議案につきましては、草加市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例施行規則、また、国指定名勝「おくのほそ道の風景地 草加

松原」の現状変更等の許可申請書等に関する様式を定める規則、これら２つの規則を一部改正

する規則を制定するものでございます。 

 提案理由及び改正内容についてでございますが、行政不服審査法の全部改正に伴いまして、

審査請求期間が６０日から３か月に延長されるため、規則で定めております様式の整備を行う

ものでございます。施行期日につきましては、平成２８年４月１日とするものでございます。

説明は以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

 なければ、第１３号議案につきましては、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第１３号議案については、可決といたします。 

 

   ◎第１４号議案  草加市社会教育指導員設置に関する規則の一部を改正する 

            規則の制定について 

○髙木宏幸教育長 次に、第１４号議案につきまして、生涯学習課長より説明させます。 
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○説明員 それでは、第１４号議案について説明させていただきます。 

 提案理由でございますが、社会教育指導員の今後の役割の重要性に鑑み、任期に係る再任の

場合の通算年数の制限を廃止する必要を認めたものでございます。 

 社会教育指導員の職務でございますが、１、社会教育活動として行われる各種の学習相談に

応じること。２、社会教育関係団体の育成に努めること。３、その他社会教育事業に協力する

こと、とされております。特に２番目の社会教育関係団体の育成として、現在の社会教育指導

員につきましては、特に草加市ＰＴＡ連合会の事務を専務させております。そのため、指導員

には、各単位ＰＴＡの状況はもとより、各学校の経営、学校の求める支援等の状況にも精通し

ていることが求められます。学力向上担当指導員、生徒担当指導員と同様、その年度における

最も適切な方に委嘱をしているものでございます。 

 任期は、学力向上担当指導員と同様の１年とされておりますが、他の指導員には規定をされ

ていない通算年数が３年までとされていることから、余人をもって代えがたい人材を継続して

委嘱できるよう、通算年数の制限を廃止するものでございます。以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

 それでは、第１４号議案につきましては、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第１４号議案については、可決といたします。 

 

   ◎第１５号議案  草加市スクールソーシャルワーカー設置要綱の制定について 

○髙木宏幸教育長 次に、第１５号議案につきまして、指導課長より説明させます。 

○説明員 草加市スクールソーシャルワーカー設置要綱を定めることにつきましてご審議い

ただきますようお願いいたします。 

 いじめ、不登校、児童虐待など、児童生徒の問題行動等に対して児童が置かれた様々な環境

への働きかけや、関係機関等とのネットワークを活用するなどにより、問題を抱える児童等に

支援を行い、その改善を図るために、草加市独自にスクールソーシャルワーカーを設置する必

要を認めた。これが、本議案を提出する理由でございます。 

 本設置要綱の概略を説明申し上げます。本設置要綱は、県配置のスクールソーシャルワーカ

ーと同等の業務を行うことと考えておりますので、県のスクールソーシャルワーカー活用事業
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実施要綱に基づいて作成をいたしました。 

 第１条設置をご覧ください。ここでは、先ほど提案理由で申し上げました内容を記述してお

ります。 

 第２条職務でございます。⑴問題を抱える児童等が置かれた環境への働き掛け、⑵関係機関

とのネットワークの構築、連携及び調整、⑶から⑸までは学校等の体制や研修について触れ、

特に⑷では、保護者に対する支援、相談及び情報提供を行うことも職務内容に掲げております。 

 続いて、第３条で委嘱、第４条で身分、第５条で服務、第６条で勤務、第７条で報酬、第８

条で報告、以下第１２条までを定め、附則として、平成２８年４月１日から施行するとしてお

ります。 

 なお、第５条で「スクールソーシャルワーカーは、教育支援室長の指揮監督を受け」として

おりますのは、平成２８年度から本事業を教育支援室への移管を計画したことによるものでご

ざいます。説明は以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

○村田悦一教育長職務代理者 今、県に準拠してこの要綱ができたとのことですが、いわゆる

第２条の職務では具体的にはどういう人が、例えば元医師なのか、元警察官なのか、元教員な

のか、どういう方に来ていただきたいと想定していますか。 

○説明員 具体的には、社会福祉士を想定しております。福祉関係の業務等に精通している方、

そのような方を想定しております。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。 

 それでは、第１５号議案につきましては、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第１５号議案については、可決といたします。 

 

   ◎第１６号議案  草加市就学援助実施要綱の一部を改正する要綱の制定について 

○髙木宏幸教育長 次に、第１６号議案につきまして、学務課長より説明させます。 

○説明員 第１６号議案についてご説明いたします。 

 提案理由でございますが、学校給食費が改定されたことに伴い、援助費の区分のうち、学校

給食費の引き上げを行うとともに、準要保護者に係る認定基準額の説明について明確化を図る
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必要を認めたためでございます。 

 草加市就学援助実施要綱の一部を次のように改正いたします。別添資料、新旧対照表の中の

別表第３中「４,０００円×１１か月」を「４,３００円×１１か月」に、「４,８００円×１１

か月」を「５,１００円×１１か月」に改めます。また、別添資料、新旧対照表の中の第３条

第２項イの中、「該当し」の次に、「その者の属する世帯の前年所得額の合計が」を加えます。

この要綱は、平成２８年４月１日から施行いたします。以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

 なければ、第１６号議案につきましては、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第１６号議案については可決といたします。 

 

   ◎第１７号議案  平成２８年度公民館事業計画を定めることについて 

○髙木宏幸教育長 次に、第１７号議案につきまして、中央公民館長より説明させます。 

○説明員 第１７号議案についてご説明申し上げます。 

 草加市公民館設置及び管理条例の施行規則第１１条第１項の規定によりまして、あらかじめ

ご承認をいただくものでございます。 

 平成２８年度草加市公民館事業区分一覧でございますが、来年度の事業につきましても、幅

広い世代に生涯学習の機会や場を提供するために、青少年事業、成人事業、高年者事業、総合

事業、音楽と文化のまちづくりと、この５つの区分によりまして事業を実施してまいります。 

 全館で、事業数は全部で１７５事業、対前年度比２事業の増でございます。 

 それでは、内容について、主に新規事業及び改善点等につきましてご説明をいたします。 

 中央公民館からでございます。こちらにも、３つの主要目標、各公民館ともに平成２７年度

と同様でございます。まず中央公民館の高年者事業の３番目「ＳＫＴ２４いきいき健康体操教

室」、こちらを新規といたしまして、公益財団法人草加市体育協会のご協力を得ながら実施を

してまいります。 

 それから、青少年事業でございますが、改善点は、小学校の子どもたちを対象としました事

業を、各公民館の利用者団体から講師を派遣して実施いたします。夏休みに「子ども体験教室」

という形で実施していく予定でございます。 
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 次に、柿木公民館でございます。主要目標につきましては、平成２７年度同様でございます。 

 新規事業につきましては、青少年事業の中の４番目「ネイチャーキッズin昭和村」、こちら

を夏休みの期間中に、福島県の昭和村に体験学習ということで実施をする予定でございます。

そして、その次の５番目「子ども自遊空間」、こちらは、柿木公民館を利用している子どもた

ちに、その時に空いている施設を自由に利用していただいて、子どもたちに居場所を提供する

というものでございます。柿木公民館の改善点といたしましては、今まで非常に地域に密着し

た公民館でございましたが、来年度からは、柿木町以外にも情報発信をいたしまして、利用者

の増加を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、谷塚文化センターでございます。主要目標としましては、平成２７年度と同様でござ

います。 

 青少年事業の９番目、こちらが「初級将棋教室」ということで新規事業を予定しております。 

 音楽と文化のまちづくりの中の４番目「草加南高校文化部合同発表会」、こちらのほうも新

規に実施してまいります。改善点といたしましては、今も行っておりますロビーコンサート、

こちらをさらに充実を図っていく予定でございます。 

 次に、川柳文化センター、こちらの主要目標としましても、平成２７年度と同様でございま

す。青少年事業の５番目「子ども文化教室」、こちらは今まで実施しておりました伝統文化教

室を、子ども文化教室ということで、今まで茶道、華道という形でもって文化教室を行ってお

りましたが、さらにその枠を広げた文化事業で対応していくという形でリニューアルを図って

おります。音楽と文化のまちづくりの５番目「音楽と文化のまちづくり教室」でございます。

こちらも、今まで和太鼓教室ということで特化しておりましたが、広く音楽関係の事業を推進

していくという形で、新たに展開をしていくものでございます。改善点といたしましては、継

続事業につきましても内容について精査しながら取り組んでいくところでございます。 

 次に、新田西文化センターでございます。主要目標につきましては、平成２７年度同様でご

ざいます。 

 新規事業につきましては、成人事業の７番目「外国籍の方のための日本語教室」、こちらに

つきましては、今まで料理教室というのを実施しておりましたが、こちらのほうを生活全般、

広い範囲で支援を行うという形でもってリニューアルをしてまいります。 

 それから９番目の「パンづくり教室」、こちらは教室が終わった後に、パンづくりのサーク

ルを立ち上げるような形で新たに実施してまいります。 

 １０番目の「ＳＫＴ２４スポーツ吹矢体験講座」、こちらは平成２７年度も実施しておりま
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すが、平成２７年度の当初事業計画には掲載していなかったので、一応新規という形で上げて

ございます。 

 １１番目「自然観察教室」、綾瀬川に新しいバードサンクチュアリが整備されまして、環境

課との共催で新たに実施しているところです。 

 次に、新里文化センター。こちらの主要目標につきましても、平成２７年度と同様でござい

ます。新里文化センターにつきましては、新たに新規事業というものはございませんが、改善

点といたしまして、７４ページの成人事業の２番目「家庭教育講座」です。こちらについて、

子育て学級と統合いたしまして、親子で参加できるような形で新たにリニューアルしてまいり

ます。それから、上の青少年事業の１番目「子どもクラブ」、こちらにつきましては、対象年

齢を少し広げまして、兄弟で参加できるような形をとってまいりたいと考えております。説明

は以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

○小澤尚久委員 前回の草加市の総合教育会議の中でも出てきたことなのですが、土曜日の子

どもたちの居場所づくりだとか、そういったことに公民館もぜひ積極的に参加していただきた

いというご意見もあったところです。そういうことを受けて、見ていくと、青少年事業につい

ては夏休みの事業が多くなっているのですが、土曜日に、新規事業でやり始めてくださったと

ころも何か所かあり、内容をより工夫していけるのではという思いがあると思います。今後、

土曜日の子どもたちの居場所づくりに向けての見通しを立てて、少しずつでも進めていただけ

ればなと思っているのですが、いかがでしょうか。 

○説明員 土曜日は定期的に、団体が使用しているという部分もございますので、そういう利

用団体と調整をする中で、子どもたちの居場所づくりにつきましても進めてまいりたいと考え

ております。 

○小澤尚久委員 ぜひご検討いただければと思います。よろしくお願いします。 

○加藤由美委員 希望というか、私の意見なのですが、これから英語が増えていく中で、子ど

もたちがこういうところで外国人と触れ合えるような場が多くあるといいなと感じました。 

○説明員 子どもたちを対象にした英語の集まりというものを実施している団体がございま

して、そういう団体が、公民館、文化センターを利用しているという実績がございます。また、

そちらの団体のご協力を得る中で、公民館の事業としても取り組めるところは取り入れていき

たいと思います。 
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○村田悦一教育長職務代理者 平成２８年度の青少年事業から音楽と文化のまちづくりまで

のこの５つの柱をそれぞれの館がどのようにやるかということで、それぞれの館で６館、目標

は３つずつあるのですが、６つの館に共通している言葉というのはないですよね。 

 子育て、それから高年者、まちづくり、５館で出ていますね。まさしく生涯学習だなと思う

のですけども、これをまとめるような、こんなことでというところが、私はやっぱり必要なの

かなという気がしております。 

 それから２点目は、これは当然、各公民館の主催事業だと思いますが、主催事業がどんどん

増えていくと、自主的な活動の場とか時間がなくなるということで、一般の方から、逆に、そ

んなにやらなくていいよと。私たちがやるからということも現実に起こってくるのか。実態と

しては、もっとこういう主催事業が必要なのか、あるいはそういう意味で、この主催事業が、

一般の自主的な、活動を多少抑えている部分があるのか、それは地域によっても違うのか、ス

ペースによってもそれぞれ地域の状況によって、いろんな活動の場所があれば、そこを求めな

くても他でもできるというところもあると思うので、その実態は、現実にどうでしょうか。 

○説明員 各館ともに、それぞれ高齢者や子育て、それから利用団体を生かした事業運営等、

共通している部分がございますので、それをまとめる形で、公民館全体としての目標のような

ものを定める必要があるのかなと考えております。 

 平成２８年度は、生涯学習基本計画の策定の年でもございますので、検討していければと考

えております。 

 ２番目のご質問につきましては、主催事業、それから各利用団体の活動というバランスを考

えますと、一番良いのは、主催事業の中にそういう利用団体の力をお借りして、一緒に共同で

事業を進めていくことで、現在、そういう形で進めているところでございますが、確かに利用

団体のほうから、自分たちが取りたい時間や、集まりたいときに会場がないということで、青

少年ホームやそういった場所を探したりしていただいているというところがございます。 

 これは、行政側で各会議や審議会で公民館を時折利用されているという部分もございますの

で、そういったものも含めて調整していただければなというのが、私の考え方です。 

○宇田川久美子委員 行政で利用されているというのは、具体的にどういうことでしょうか。 

○髙木宏幸教育長 例えば、我々でいえば教育委員会内の課としての会議を公民館の１室を使

って開いているということです。 

○宇田川久美子委員 そういうこともあるのですね。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。 
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 それでは、第１７号議案につきましては、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第１７号議案については、可決といたします。 

 

   ◎第１８号議案  平成２８年度歴史民俗資料館事業計画を定めることについて 

○髙木宏幸教育長 次に、第１８号議案につきまして、歴史民俗資料館長より説明させます。 

○説明員 第１８号議案、平成２８年度歴史民俗資料館事業計画を定めることについてです。 

 提案理由ですが、平成２８年度歴史民俗資料館事業計画を定めるに当たりまして、教育委員

会の承認をいただきたいと存じます。 

 歴史民俗資料館の主要目標等でございます。基本方針に「文化財保護の拠点として、市民や

地域社会に親しまれ活用される資料館の運営を目指す。」、２つ目に「歴史資料・民俗資料の

収集、保管、研究、展示を行い、文化財保護に寄与する。」として、以下、目標を立てており

ます。 

 古文書講座につきましては、基礎講座、中級講座ともに通年ということで計画をしておりま

す。また、今までやってまいりました子どもたちの自由研究相談とビデオライブラリーにつき

ましては、すでに通年行っておりますので、これを夏休みだけではない通年に切りかえており

ます。年間企画展４回、講座等を開催して、市民向けの様々な歴史関係のプレゼンテーション

をしていくところです。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

○加藤由美委員 １番と２番の事業は、どれぐらいの方が参加されているのでしょうか。 

○説明員 中級が現在１３名で、基礎講座が１０名。途中で増えたり減ったりはしております

が、どちらも１５名以内でございます。 

○村田悦一教育長職務代理者 皆さん高齢の方ですか、それとも若い方も入っているのでしょ

うか。延べ人数なのか、例えば１４、５名が両方出ているのか。逆に、３０名ぐらい参加され

ているということですか。 

○説明員 中級講座は、一応１５名くらいじゃないと始動できないので１５名くらいです。基

礎講座も、一応１５名を目安に、２０名ぐらいになってもそれは対応できます。 

○村田悦一教育長職務代理者 重なってはいないのですね。 
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○説明員 重なってはおりません。能力、要するに扱う古文書の内容や程度が多少違いますの

で、基礎編と中級以上という形をとっております。 

○村田悦一教育長職務代理者 受けている人の年齢はいかがでしょうか。 

○説明員 基礎講座は、４０歳代から７０歳代というところで、２０～３０歳代はおりません。 

○村田悦一教育長職務代理者 来年度の主要目標が３つあって、市民に歴史と文化を発信する

ための取組を行うというのは、とてもいいと思います。その中でも私はもっと発信するための

取組をどうしていくのかということが大事だと思います。様々な取組を行っても、歴史民俗資

料館でそういうことをやっているということを知らなかったら、例えば、この５番目の企画展、

これをやりますよということが、どこでどういう形で発信されて、市民のどこまで伝わってい

くのでしょうか。先日、たまたま私が自宅でテレビを見ていましたら、誰か知っている人が映

っているなと思ったら、細川館長さんがテレビに出ていて、歴史民俗資料館の紹介だったわけ

ですけれども。それを見て、すぐに草加市のホームページを見たのですが、どこにもその紹介

は無かったのです。例えば、学校だったら、今度うちはこのテレビでいつ出ますよとか、学校

だより等で知らせると思うのですけれども。ただ、私は、発信するための取組をどうしていく

のかというのがないと、いくらここでやっていても、これは公民館も全部同じだと思いますが、

こんなことをやっているよ、ああ、行きたいなと思うことを、ではどうやって知っていくのか

というところは、教育委員会だけではなくて、市のホームページ、あるいは教育委員会のホー

ムページでも、その辺は何か工夫があればお聞かせ願いたいし、なければ、ぜひ何かその辺の

ところをやっていっていただきたいなという要望でございます。 

○宇田川久美子委員 関連していることなのですが、４番の子どもたちの自由研究相談という

のがあるじゃないですか。こういう資料館とかを知ってもらうのに、子どもたちが一番鍵にな

るのかなと。ご高齢の方は利用しやすいのかなと思うのですが、実際にこういうことをして、

どれぐらいの利用者がいるのでしょうか。中に、草加の歴史に興味・関心を持ち、草加を愛し、

発展させていこうとする子どもたちを育成していくという事業概要がありますが、ということ

は、やはりそれなりの数が来ないと、なかなか育成していくという事業になっていかないのか

なと思うのですが、現在はどれくらいでしょうか。 

○説明員 ４番は、自由研究とビデオライブラリーということなのですが、その中身は歴史と

かいろんなところがありまして、各学校、今年もおかげさまで全小学校２１校、３年生、それ

から一部４年生が全員来ております。そういう点では、子どもたちの関わり、歴史を伝えてい

くというのは、そういった形でやっておりますし、この４番については、こちらはこの意識な
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のですが、実は高校、大学生の相談が多いといいますか、卒論の相談が多いといいますか、そ

ういう関わりがむしろ大きいのかなと感じております。 

 そういう点で、子どもたちの講座が少ないというような、かつて村田先生からのご意見もあ

りましたので、１０番で草加の魅力版画づくりというのを新たに取り組んでみようかなという

ことで、生涯学習プラス子ども向けのものも計画をしております。 

○宇田川久美子委員 具体的な数字としてはいかがでしょうか。なかなかこれを自由研究の題

材にしようとか、思わないのかなと思うのです。 

○説明員 結構都内の私立の学校へ通っているお子さんが多いのですけども、もちろん市民で

すから、統計は持ってきておりませんが、通年で３０件とか４０件とか、そういう形になりま

す。 

○宇田川久美子委員 ありがとうございます。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。 

 なければ、第１８号議案については、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第１８号議案については、可決といたします。 

 

   ◎第１９号議案  平成２８年度中央図書館事業計画を定めることについて 

○髙木宏幸教育長 次に、第１９号議案につきまして、中央図書館長より説明させます。 

○説明員 第１９号議案について、ご審議をよろしくお願いいたします。 

 平成２８年度中央図書館事業計画、これに基づきまして説明させていただきます。 

 中央図書館運営方針を定めております。平成２８年度におきます重点的な施策等につきまし

ては、その運用方針の５行目、２段落目、「特に」以降の文章でございますが、３つ挙げさせ

ていただきました。まず、全国的な読書離れが叫ばれる中、魅力ある蔵書を充実させるという

こと。次にＩＴ機器の活用、３番目といたしまして次世代の読書習慣の醸成を目指す読み聞か

せやブックトークの読書推進活動の展開ということで運営方針を立てました。 

 具体的な事業について、変更点、あるいは新規事業について重要な点をご説明申し上げます。 

 まず、１番、図書館資料の充実。特に魅力ある蔵書とするため、資料の新陳代謝に努めます。

また、地域分館的機能施設における利用をさらに拡大するため、資料の刷新を図ります。次に、

人権及び平和コーナーの整備ということで、図書の充実を図ってまいります。 

 ６番のサービスコーナー、地域開放型図書室の充実及び学校との連携の項目でございます。
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市内全小学校に開設している中央図書館サービスコーナー及び地域開放型図書室の充実を図

ります。特に、公民館図書室の利用拡大を図ります項目でも、地域分館的機能施設の資料を刷

新し、利用の拡大を図ると申し上げました。 

 これまで、公民館図書室の図書につきましては、なかなか刷新が図れず、かなり古くなって

いるという状況もあって、利用者数が伸びていない、同じく地域開放型図書室も伸びていない、

という現状がございます。そういう中で、できるだけ図書資料の刷新を図り、新陳代謝を行い、

利用の拡大を図っていきたいと考えております。 

 ７番の文化事業の開催の一番下の項目でございますが、これは新規事業でございます。読書

活動の一層の推進を図る事業の一環として、技術の向上を目的に、読み聞かせ講習会を開催い

たします。年１回ではありますが、講師を呼び職員やボランティア、一般市民にも対象を広げ

て、当館の多目的ホールを会場に、読み聞かせ技術の向上を図っていきたいと考えております。 

 次に、８番の図書館管理運営の項目でございます。３番目の「図書館ホームページ上のマイ

ページ利用を促進し、利便性の向上に努めます。また、資料の団体貸出を推進し、貸出冊数の

増加につなげます」という項目でございます。図書館システムの更新につきましては、今年度

運用を開始したところでございますけれども、予約や継続貸出等の手続きを時間に関係なく行

えるマイページの機能を、利用者にさらに周知し利便性の向上を図っていきたいと考えており

ます。さらに、団体貸出につきましても、登録団体の増加を図り、貸出冊数を増やしたいと考

えております。 

 最後に、施設・設備の維持管理及び修繕でございます。経年劣化等がございます設備等を逐

次修繕・更新してまいります。ダムウエーターすなわち荷物の昇降機、館内放送機器、暑さ対

策事業、閲覧用の椅子の更新、この４点につきまして、集中的に修繕・更新を行っていく予定

でございます。 

 図書館の事業については以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

○加藤由美委員 ７番の文化事業の開催のところで、子ども映画会が年２回ということなので

すが、この年２回は理由があるのでしょうか。夏休み、冬休み、春休みがあってもいいのでは

ないかなという気がします。 

○説明員 この事業は、今年度から新規に始めた事業でございます。おっしゃるとおり、休み

の期間に合わせて開催しております。好評を得ているところでございますので、この結果をま



- 19 - 

 

た次年度以降反映させて開催等も検討したいと思います。 

○小澤尚久委員 運営方針の中に、先ほど館長が、特に今回は魅力ある蔵書、それからＩＴ機

器の活用、読み聞かせやブックトークということを挙げていただいたのですが、この７番に、

読み聞かせの開催や、読み聞かせ講習会を開催するということを取り入れていただいていまし

た。これは、中央図書館の主催事業ということだと思うのですが、ほかに、結構民間の団体で

も、いろんな読み聞かせの講習会だとかそういったものを開いている団体があると思います。

そういうところとタイアップというか、連携というか、あるいは図書を優先貸し出しするだと

か、そういったことはしているのでしょうか。 

○説明員 読み聞かせにつきましては、職員自らがやる場合と、ボランティアがやる場合と、

図書館の場合は２つの方法があります。ボランティアについては、現在２つの活動団体が、水、

金、土、日曜日にやっているところでございます。 

 従いまして、この事業につきましては、このボランティアから、何とか自分たちの技術を向

上させていきたいという要望がございましたので、図書館の主催事業として開催します。ボラ

ンティアや一般市民の方、あるいは各団体で活動している方々にお声がけをして、１度、開い

てみようということで考えております。ボランティアと連携をとって、回数を増やすなりして、

定着させていきたいなと考えております。 

○小澤尚久委員 ありがとうございます。そういうことを契機にして、幼稚園で読み聞かせを

させてくれませんかというお声がかかったりだとか、実際にそれに参加されたおばあちゃんが

子どもたちに読み聞かせしてくださったりだとか、そういったことも出てきていますので、ぜ

ひ拡大していただいて、また図書館の活性化にもつなげていただければと思います。 

○村田悦一教育長職務代理者 私も最近、地元の図書館に行き出したのですが、私は単純に本

を借りるだけなのですが、この運営方針の前段３行目「市民それぞれの生活課題解決に必要な

情報収集の場として」というところがあります。これは、例えば腰が痛いから腰を治すにはど

ういうものがあるのか、あるいは自分で料理を始めたいから料理の本をというような、そうい

うレベルの問題なのか、もっと言えば、草加市民がどんな生活課題を持っていて、図書館に来

てその解決としてどんな形で利用されているのかについて、考えをお聞かせください。 

○説明員 日常生活の中で市民が、こういうときどうしたらいいのだろうかとか、あるいはこ

ういう情報が欲しいな、知りたいなというときに、そのことに関する全ての事柄を、いわゆる

生活課題というふうに定義したわけです。一つの例ですが、趣味嗜好のことであるとか、ある

いは病気のことであるとか、あとは就職に当たっての資格取得についてはどうすればいいだろ
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うとか、多岐にわたる問題をそれぞれの市民の方が抱えておられると思います。 

 日常業務といたしましては、それに対するレファレンスということで、相談業務の窓口を開

いております。それに最適な図書の紹介であるとか、草加の図書館にない場合は、他の図書館

から借り受けたりして、できるだけ情報提供に努めていくということが必要であると考えてお

ります。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。 

 それでは、第１９号議案につきましては、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第１９号議案については、可決といたします。 

 

   ◎第２０号議案  平成２８年度学校医及び学校歯科医の委嘱について 

○髙木宏幸教育長 次に、第２０号議案につきまして、学務課長より説明させます。 

○説明員 平成２８年度学校医、学校歯科医の委嘱についてでございます。 

 提案理由でございますが、平成２８年度学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱につきま

しては、２月の定例教育委員会で議決していただきましたが、草加市学校医、学校歯科医及び

学校薬剤師設置条例第２条の規定により、別紙９２ページの退任者、稲荷小学校、川柳中学校

の学校医が、健康上の理由のため辞退したいとの申し出がございました。草加八潮医師会の推

薦をいただきました中田健一医師を稲荷小学校の学校医として、また瀧澤圭医師を川柳中学校

の学校医として新たに委嘱しようとするものでございます。 

 また、別紙９２ページの退任者、新田小学校の学校歯科医が、健康上の理由のため解任の申

し入れがございました。草加歯科医師会から推薦をいただきました川津充生医師を、新田小学

校の学校歯科医として新たに委嘱しようとするものでございます。委嘱期間は平成２８年４月

１日から平成２９年３月３１日までの１年間でございます。 

 以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

○宇田川久美子委員 １人が退任されて、２人がそこに所属されるということでしょうか。 

○説明員 １人の方が小学校と中学校両方を担当されていました。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。 
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 それでは、第２０号議案につきましては、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第２０号議案については、可決といたします。 

 

   ◎第６号報告  県費負担教職員の人事に係る専決処理の報告について 

○髙木宏幸教育長 次に教育長に対する事務委任規則第２条第３項の規定に基づき、専決処理

の状況を報告させていただきます。 

 それでは、第６号報告につきまして、学務課長より説明させます。 

○説明員 平成２８年２月の県費負担教職員の人事につきましてご報告いたします。 

 １番、育児休業が小学校教諭１件ございます。取得した職員は女性でございます。 

 ２番、発令でございますが、欠員補充更新が小学校教諭１件、代替については小学校育休代

員１件でございます。以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

 なければ、第２号報告につきましては、原案どおり承認することでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第６号報告については、承認といたします。 

 

   ◎第７号報告  草加市立小中学校教育研究団体補助金交付要綱の一部を改正 

           する要綱の制定について 

○髙木宏幸教育長 続きまして、教育長に対する事務委任規則第３条の規定に基づき、事務の

管理及び執行の状況を報告させていただきます。 

 それでは、第７号報告につきまして、指導課長より説明させます。 

○説明員 草加市立小中学校教育研究団体補助金交付要綱の一部を改正する要綱の制定につ

いて、平成２８年３月１５日付けで制定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

 草加市立小中学校教育研究団体補助金交付要綱は、指導課より、研究委嘱をした学校の研究

に掛かる補助金の交付のための要綱でございます。 

 平成２６年４月１日付けで、草加っ子いきいきプラン推進事業（元気夢プラン）補助金交付
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要綱を制定しましたときに、この本研究団体補助金交付要綱の補助対象経費も併せて見直しを

行うべきところでしたが、今回、一部を改正することにより、そちらと揃えた表記としたいと

考えております。 

 新旧対照表をご覧ください。 

 旧のうち、⑴印刷製本費、⑶図書費のうち研究用書籍購入費、また、⑷教材製作費を教材材

料費、⑺消耗品費の事務用品費等を、新では⑵の需用費の中にまとめて位置付け、また、旧の

⑵の研究会費のうち、会場費を、新では⑷使用料の会場使用料等とし、講師謝金等を新の⑴報

償費の講師謝金等に分類、また、⑹通信運搬費を、⑶役務費としております。そして、新たに

⑸として、その他委員会が認める経費、を設けております。 

 これら新しい表記につきましては、予算書の款項目節のうち節の表記に合わせたもので、こ

れまで以上に学校が必要なものに活用、また購入することで、より研究が効果的、有効的とな

るよう、見直しを図ったものでございます。説明は以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

○小澤尚久委員 ⑸の活動は、その他認める経費ということなのですけども、幅広く認めると

いうことで、例えばどんなことを想定していらっしゃるのでしょうか。 

○説明員 例えば学校からの希望、また、学校と調整の上になりますが、デジタル教材ソフト

や、ＤＶＤソフト等を購入したいといった際に購入できるような形を今考えております。 

○小澤尚久委員 今までだと、それがあまり十分反映されていなかったのでしょうか。 

○説明員 どうしても、１万円を超えるものになりますと、備品という扱いになりますので、

消耗品費の中でなかなか対応ができないものについて、今回、委員会が認める経費の中で対応

していきたいと考えております。 

○小澤尚久委員 価格のことにも弾力的に対応できるということですか。 

○説明員 はい。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。なければ、次の報告に移ります。 

 

   ◎第８号報告  草加市子ども教育連携推進研究団体等補助金交付要綱の一部 

           を改正する要綱の制定について 

○髙木宏幸教育長 次に、第８号報告につきまして、子ども教育連携推進室長より説明させ

ます。 
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○説明員 第８号報告についてご説明申し上げます。 

 改正の目的といたしましては、平成２８年４月から第二次草加市子ども教育連携推進基本

方針・行動計画が施行され、基本理念であります、０歳から１５歳までの「学び」「心」を結

ぶ幼保小中学校を一貫した草加の教育の実現に向けた取組を推進する上で、幼稚園、保育園、

認定こども園におきましては、これまでの交流連携に関する研究の取組により、成果を踏ま

えて、小学校教育への円滑な接続を図る取組の実践を優先する必要があること、また今回の

委嘱が中学校区単位での活動となるために、文言の整理とともに、補助対象団体を見直しし

ました。 

 第１条、こちらは文言の整理です。「子ども教育連携推進研究」を「子ども教育の連携を推

進する研究」といたしました。第２条、交付の対象につきましての見直しです。補助対象団

体としまして、子ども教育の連携を推進する研究のために、教育委員会等が委嘱する団体か

ら幼稚園、保育園等を除き、小中学校のみに変更いたしました。また、草加市子ども教育連

携推進、研究グループにつきましては、これまで委嘱を受けていない小中学校の教員のグル

ープを対象としてまいりましたが、今後、全ての小中学校が委嘱の対象となることから、補

助の対象から削除いたします。 

 そのほか、このことに関する条項の所要の整理を行っております。施行期日を平成２８年

４月１日からとしまして、来年度の５月に補助対象団体向けに説明会を実施し、周知してま

いります。以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いい

たします。 

 なければ、次の報告に移ります。 

 

   ◎第９号報告  草加市幼児教育充実事業補助金交付要綱の一部を改正する 

           要綱の制定について 

○髙木宏幸教育長 次に、第９号報告につきまして、子ども教育連携推進室長より説明させま

す。 

○説明員 第９号報告について、その概要をご説明申し上げます。 

 目的といたしましては、先ほど第８号報告でご説明させていただいたところでございます。

小学校教育への円滑な接続を図る取組の実践を優先して、幼稚園等に取り組んでいただく必

要があることから、このことを加え、補助事業全体を拡充するとともに、条項につきまして

整理を行いました。 

 補助の内容につきましては、これまで体験機会の充実としまして、その内容を自然体験や

文化活動、家庭教育支援活動としてまいりました。これに小学校教育の円滑な接続を図る活
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動を加えております。 

 具体的には、子ども、あるいは教員、保育士の交流連携や、目指す草加っ子、あるいは幼

保小接続期プログラムなど、子ども教育への連携プログラムの実践に関わる活動を対象とし

ております。このことで、補助金の区分を自然体験、文化体験などの体験機会の充実を図る

活動、それから小学校教育の円滑な接続を図る活動、家庭教育への支援を図る活動の３区分

に見直しを行いました。こちらも、施行日を平成２８年４月としまして、来年度、５月に補

助対象団体に向けて説明会を実施し、周知してまいります。この事業につきましては、市内

幼稚園、保育園、認定こども園全てを補助対象としております。 

 これまで、第８号報告でありました研究推進団体の補助金の交付要綱は、対象が研究事業

を実施する上で体制の整った幼稚園、保育園等に協力園として限定されておりました。この

改正で、より幼保小の円滑な接続に関する支援ができるものとなると考えております。説明

は以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。なければ、次の報告に移ります。 

 

   ◎第１０号報告  平成２７年度学校評価の報告について 

○髙木宏幸教育長 次に、第１０号報告につきまして、学務課長より説明させます。 

○説明員 平成２７年度学校評価の報告について、草加市立小・中学校管理規則第３４条の

３の規定に基づき、草加市立小中学校３２校から、平成２７年度学校評価報告が別紙のとお

り提出されましたので報告いたします。 

 評価項目につきましては、学務課より各校に例示をしており、評価基準については、Ａが

「十分達成している」、Ｂは「おおむね達成している」、Ｃが「やや不十分である」、Ｄが「不

十分である」の４段階でございます。 

 生徒、保護者へのアンケート、教職員の自己評価を基にして、学校関係者評価を実施した

上で、各校で評価基準にのっとって評価しております。 

 Ａの割合が４０％以上は、「組織運営」「研究・研修」「保健管理・安全管理」「情報管理・

施設設備管理」「地域との連携 開かれた学校」「幼保小中連携」「教育目標・教育計画」「生徒

指導」「特別支援教育」「学校図書館教育」の１０項目と、昨年度より２項目増えております。 

 昨年度から新たに項目として加わった「幼保小中連携」につきましては、６２.５％という

結果になり、昨年度と比べて６.２％アップしています。 

 各学校とも、草加市幼保小中接続期モデルプログラムを活用し、昨年度以上に連携を深め

ているところでございます。 

 今後、さらに草加市全体として、開かれた学校づくりに取り組みたいと思っております。 
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 続きまして、Ａの割合が２０％以下は、「外国語活動」「特別活動」「キャリア教育」「「総合

的な学習の時間」の指導」そして「情報教育」です。今年度「外国語活動」の項目を新たに

小学校で新設いたしました。まだまだ内容の充実がされていないこともあり、どの学校にお

いてもＢ評価がほとんどでありました。その他の項目においても、各校でさらなる取組の充

実が求められます。 

 この点については、指導課とも連携し、学校での取組を指導、援助してまいりたいと考え

ております。 

 今年度の特徴といたしましては、学校図書館教育のＡ評価の割合が、昨年度５６.３％に対

し、今年度７１.９％に上がっていることです。報告の中にも、多くの学校で図書館の貸出の

数や草加の読書活動の充実が上がっております。理由といたしましては、学校図書予算の増

額や学校司書の充実が挙げられます。 

 続いて、学校ごとの評価でございます。昨年度との比較で、Ａの割合が１０ポイント以上

伸びた学校は１３校あります。具体的に申しますと、新田小、瀬崎小、西町小、花栗南小、

八幡小、稲荷小、長栄小、小山小、松原小、谷塚中、川柳中、両新田中、松江中の１３校で

ございます。 

 反対に、Ａの割合が１０ポイント以上下がったのは、両新田小の１校になります。昨年度

Ａ評価でありました「教育目標・教育計画」並びに「「総合的な学習の時間」の指導」がＢ評

価になったためでございます。 

 全項目の中でＣ評価は１つ、氷川小学校の「キャリア教育」でございます。Ｃ評価の理由

は「キャリア教育」を行っていないわけではありませんが、さらに充実した内容を検討して

いきたいという理由からであると学校長が申しておりました。 

 各校の報告書は、１１３ページ以降にございます。以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

○村田悦一教育長職務代理者 学校評価、見させていただきましたが、私の感想としては、

マンネリ化してきてしまっているのかなと感じました。どこが一番大事なのかなというと、

ＡＢＣＤよりも課題をどう各学校がとらえているのか、だと思います。当然これはＰＤＣＡ

で課題を次にどう改善していくのかということで、Ａが幾つあった、Ｂが幾つあったという

ことではなくて、それぞれＡがついていても、以前は、成果と課題というところに必ず課題

が出ていましたね。Ａは要するに課題は１つもないということではないと思うのですが、全

体を見てみると、やはり各項目の中に、例えばＡ評価ですと課題がなくていいのかなと。私

はＡであっても、やはり次年度に向けて、ここはより伸ばしていくとか、課題のとらえ方や、

もちろんよくできたところを見て伸ばしていくというのもいいのですけども、それぞれの学

校の何が課題なのかということを、やっぱり自校がしっかりつかむことができなければ、次
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年度への改善は難しいのかなという気がします。 

 それから、学校評価の、これは限界だと思うのです。これはあくまで学校内評価、関係者

評価でＰＴＡとか学校評議員からの意見等もあると思いますが、あくまでも学校内評価で、

第三者評価ではないと思うのです。ですから、学校評価をしていくときには、第三者評価を

していかなければ、ほんとうの学校評価にはならないのかなと感じます。教育委員会として、

今後学校評価をどうしていくのか、これは当然、公開されて各学校でも保護者に配ったり、

ホームページに掲載したりしていくわけですが、例えば次年度の学校経営計画、あるいは最

初のＰＴＡ総会のときに、学校長が、このことをどう使って、学校の示すべき方向とか、そ

の年度の重点をどう伝えていくのか。もっと大事なことは、そのことを職員がどう感じ、子

ども一人ひとりにどういかされていくのか。そういうことなのかなと思いますので、ぜひそ

ういう視点で、学校評価、課題について、私はもう少し意識が、ちょっと課題から意識が、

離れているとは言いませんが、Ａは課題がなくていいのだというようなところにちょっとい

ってしまっているのかなという感じについて、危惧をいたしました。以上です。 

○髙木宏幸教育長 今、村田委員さんからのお話にありましたように、学校評価は、形式的

な評価に終わったのでは役立ちませんので、当然、ＰＤＣＡサイクル、マネジメントサイク

ルをいかすというところに意味があるわけですので、そういった意味では、校長会議等でも、

校長先生方に、この学校評価の意義について、私も何度か話をし、そしてこの評価をきちっ

と踏まえた上で来年度の計画、指導計画、学校経営案を作成するようなお願いをしておりま

す。 

 各学校の評価は、２月に上がってきましたので、また機会をとらえて、今の村田委員さん

のお話ではありませんけれども、学校によっては、これを見ていただくと分かるように、Ａ

評価であっても課題はきちっと明確に書いてあるところもありますし、逆に、Ｂ評価を付け

ているのに課題を掲げていないというような、そういう一面もありますので、そのあたりも

含めて、きちんと学校経営、運営にいかせるような形で引き続き学校のほうでも工夫しても

らいたいという指導、あるいは研修会等でも、その辺のお願いをしていきたいと、このよう

に考えております。 

○小澤尚久委員 その数字だけが全てではないのだと思うのですけども、１つの目安として、

教科指導のところでは３７.５％のＡの割合が増えてきているような現実とともに、依然とし

て総合的な学習の時間、１８.８％というように、この辺の難しさというのか、いろんな取組

の多様さから来るものなのか、課題というのがまだまだあるところだと思います。この取組

についての現状と、これからの見通し等について、教えていただければと思います。 

○髙木宏幸教育長 三浦指導課長。 

○説明員 総合的な学習の時間につきましては、各学年の取組がやや固定化している傾向が

各学校あるかなと感じています。 
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 この各学校の成果と課題を見ていきますと、指導方法や、指導内容について、さらに工夫、

改善をしたいというような課題を示している学校が多く見られます。平成２８年度に向けて

も、指導方法等をとおして、総合的な学習の時間のことについては、より実態にあった指導

計画、子どもたちの発達段階に合った指導計画、あるいは今の時代をきちっととらえたテー

マを掲げるなど、指導している、内容面でも指導体制でも充実できるよう指導、助言してい

きたいと考えております。 

○宇田川久美子委員 それぞれの学校の付け方があって、Ｃ評価を付けて奮起したいという

ところもあると思うのですが、学校によっては、全てにＢ評価を付けていて、内容を読ませ

てもらうと、成果も課題もしっかりと書かれているのでいいのかなとは思うのですが、見た

ときに、みんなの奮起を上げるような、ここは頑張ったねみたいな、１つでもＡが付いてい

たら、認められているみたいなこともあるのかなと。もちろん校長先生の意図があってのこ

となのかもしれないのですが、頑張ったところにＡの１つぐらいは付けてほしかったなと。

自分の学校の評価を全部Ｂで評価するのは少し悲しかったかなというように思いました。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。なければ、次の報告に移ります。 

 

   ◎第１１号報告  草加市障害児就学支援委員会の答申に係る報告について 

○髙木宏幸教育長 次に、第１１号報告につきまして、教育支援室長より説明させます。 

○説明員 第１１号報告について、ご説明申し上げます。 

 今回の報告は、草加市教育委員会が就学支援委員会に対して諮問しました２つの事項につ

いてでございます。 

 初めに、諮問事項⑴、障がいがあると思われる児童・生徒のうち、通級による指導を含む

特別教育措置が必要と思われる児童・生徒に対する障がいの種類の判断、障がいの程度の判

断及び就学に係る教育的支援について報告させていただきます。 

 特別な教育的措置１では、今回の調査依頼人数、調査実施人数は１９人でございました。

障がいの種類の判断は、２にございますとおり、障がい種を判断できるほどの課題は見られ

ないが１人、知的障害が８人、情緒障害１０人でございます。教育的支援につきましては、

３にありますとおり、「障がい種を判断できるほどの課題は見られない」の中では、「通常学

級で観察指導をすることが望ましい」が小学校１人、中学校はおりません。知的障害の中で

は、「知的障害特別支援学級で指導することが望ましい」が小学校６人、中学校２人。情緒障

害等の中では、「市教育支援室等の支援を受けながら通常学級で指導をすることが望ましい」

が小学校１人、中学校はおりません。「発達障害・情緒障害の通級指導教室での指導を受けな

がら通常学級で指導することが望ましい」が小学校２人、中学校はおりません。「自閉症・情

緒障害特別支援学級で指導することが望ましい」が小学校７人、中学校はおりません。 
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 特別な教育的措置２、ことば・きこえの通級指導におきましては、今回の調査依頼人数、

調査実施人数３人でございました。障がい種の種類の判断は、２のとおりでございます。教

育的支援については、３にありますとおり、「自然治癒の可能性も認められるため継続観察を

必要とする」が３人でございます。 

 諮問事項⑵、障がいがあると思われる就学予定児のうち、通級による指導を含む特別な教

育措置が必要と思われる就学予定児に対する障がいの種類の判断、障がいの程度の判断及び

障がいに係る教育支援についてご報告いたします。 

 特別な教育的措置１では、今回の調査依頼人数、調査実施人数が１４人でございました。

障がいの種類の判断は、２のとおりでございます。内訳は、「障がい種を判断できるほどの課

題が見られない」が４人、知的障害６人、情緒障害４人でございます。教育的支援につきま

しては、３にございますとおり、「障がい種を判断できるほどの課題は見られない」の中では、

「通常学級で観察指導をすることが望ましい」が２人、「市教育支援室等の支援を受けながら

通常学級で指導することが望ましい」が２人でございました。知的障害の中では、「知的特別

支援学級で指導することが望ましい」が５人、「特別支援学校（知的障害）で指導することが

望ましい」が１人、情緒障害等の中では「自閉症・情緒障害特別支援学級で指導することが

望ましい」が４人でございました。 

 特別な教育的措置２、ことば・きこえの通級指導、就学予定児におきましては、今回の調

査依頼人数、調査実施人数１３８人でございました。障がいの種類の判断は、２のとおりで

ございます。教育的支援につきましては、３にありますとおり、「現段階では言葉に限定した

問題は認められない」が３人、「自然に治癒することが見込まれる」が２１人、「自然治癒の

可能性も認められるため継続観察を必要とする」が４５人、「通級指導教室でことばの相談を

必要とする」が１人、「通級指導教室でことばの指導を必要とする」が６８人でございました。

なお、今回報告させていただきました在学児童生徒につきましての結果は、通知済みでござ

います。報告は以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

○加藤由美委員 就学予定児のところで、知的障害の特別支援学校で指導することが望まし

いというところで１人ありますが、この方は、どちらを希望されているのですか。 

○説明員 通常学級を希望しております。 

○村田悦一教育長職務代理者 通級による指導の実際についてお尋ねをさせていただきたい

のですが、特別支援教育というと、それぞれの学校、学級でやっているわけで、草加の特色

の１つだと思うのですが、私は、この通級も草加の特別支援の大きな柱になっていると思っ

ています。例えば、今回、２５３ページで、１３８人の調査依頼人数があって、実際、要指

導が６８人となっています。その他の１つの発達障害、情緒障害では２人という形での通級
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指導が出ているわけですけども、実際には、１つは指導者の問題、通級指導、言葉とかそう

いうもの。それから、実際には、学校からどこか他の学校へ通級するわけですから、その学

校もあるかもしれませんが、実際には在籍校を離れていくわけで、ご両親の負担等、実際に

授業との支障とか、実際には効果とか期待されるところと、逆に大変なところ、その実態に

ついて、お話しいただければと思います。 

○説明員 では、情緒とことばと分けてお伝えできればと思います。 

 情緒につきましては、就学支援委員会の判断の中で、親御さんと相談を重ねた結果、就学

支援委員会の判断に上がり、その判断に沿って出されたものでございます。その中におきま

しては、親御さんが検討し、活用希望される場合が非常に多くございます。また、希望され

たご家庭につきましては、今現在、待機児童はおりません。 

 また、ことばにつきましては、就学時健診を通しまして、気になる児童ということで拾っ

た件数でございますので、この大変多い１３８人という人数になっております。これは、近

隣の市町村を調べたところ、ほとんどの市町村は就学時健診でことばをチェックすることは

行っておりません。ここは、次年度等の課題にもなるのかなと思いますが、平成２７年度、

今年度につきまして、この１３８人上がった中で通級を希望したご家庭は１０家庭でござい

ます。かなり親御さんの心配するところとの相違が大きいかなというのが現状でございます。 

 また、待機児童につきましては、現在７人の待機が出ている現状でございます。以上でご

ざいます。 

○村田悦一教育長職務代理者 大体分かりましたが、指導者の問題で、特別支援学級の指導

者がいないという中で、さらに通級のことば等の実態が、大丈夫なのかな、実際にはどうな

のかなというところがあるのですが、実際、指導者の立場から見ると、課題とか現状という

のはどうなのですか。 

○説明員 通級指導教員につきましても、特別支援学級等々、育成発掘は非常に大きな課題

であります。 

○加藤由美委員 ことば・きこえのところで、かなり人数が多いなと感じたのですが、幼稚

園、保育園とうまく連携をとって、ことばに関する指導を幼稚園で行っていただくとか、そ

ういうところがうまく連携していただけたら、人数も少し就学時のときに減るのではないか

なということを感じました。 

○説明員 ありがとうございます。 

○加藤由美委員 幼稚園では何かされているのですか。 

○小澤尚久委員 本園に限ってのことですけども、やはりことばに関してというのは、専門

的な指導がより必要になってくる部分もあります。その子の発達によって、ここにもありま

すが、自然治癒することが見込まれる場合というのは、ある程度我々も把握できるところが

あります。ただ、この子の場合はどうなのだろうかというような場合については、やっぱり
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専門家に委ねないと、その後がどうなるかという心配もありますし、こちらは専門的な指導

の術というのはもっていないというのが正直なところなので、やっぱり心配な場合について

は支援センターで相談してみたらどうでしょうねといって勧めていくような、そういった方

向が今は主になっています。 

○加藤由美委員 ありがとうございました。 

○小澤尚久委員 そういった意味で、支援センターで今も様々なケースを考慮していただい

て、相談に乗っていただいているので、より一層の相談の体制、人員についてもそうなので

すが、そういったことを受け入れていただいて、より保護者の不安解消に努めていただけれ

ばありがたいなと思っています。 

 以前よりも、その相談のハードルは低くなっていると感じます。以前は、支援センターの

言葉を出すと、こわばった人たちの顔を何度も見かけたのですが、最近は、一般的な相談か

ら何でも受け付けてもらえるので、何かちょっと心配があったらぜひ相談してみてください

という、そういうスタンスで支援センターもいてくれるので、そういうハードルというのは

低くなっているのを感じるので、さらに連携させていただければと思っています。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。なければ、次の報告に移ります。 

 

   ◎第１３号報告  平成２８年草加市議会２月定例会に係る報告について 

○髙木宏幸教育長 次に、本日追加提出しました第１３号報告につきまして、青木教育総務部

副部長より説明させます。 

○説明員 市議会２月定例会については、２月２４日から３月１８日までの２４日間開かれ、

提出された議案は４４件でございます。そのうち、教育委員会関係の議案は、平成２８年度

の当初予算など３件、いずれも原案どおり可決されました。 

 会議の初日には市長の施政方針演説がございまして、これに対する代表質疑、市議会４会

派の団長から２日間にわたり行われております。 

 まず、草加新政の切敷団長から、学校のトイレ改修の加速に向け、市長の気持ちを聞かせ

てほしいなど、１４項目にわたり代表質問が行われております。 

 共産党の平野団長からは、学校施設整備計画の策定はいつになるのかなど、５項目にわた

って代表質問を行っています。 

 自由市民の佐藤団長からは、学力向上に向け、思い切ったスローガンを掲げることも有効

ではないかという質問がございました。質問項目については４項目でございます。 

 また、一般質問については、教育委員会関係、５人の議員から通告がございまして、具体

的な内容は１０ページからでございます。 

 共産党の藤家議員からは、児童クラブの待機児童対策のうち、児童クラブの施設拡充にお
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いて、余裕教室の利用についての教育委員会の考え方についてでございます。 

 草加新政の吉岡議員からは、旧谷塚西公民館の跡地に関する事柄について一般質問が行わ

れております。 

 公明党の広田議員からは、小中学校の教育行政について３項目にわたり質問がございまし

た。小中連携に関する事柄、通学区域に関する事柄、また学区制に関する事柄についてでご

ざいます。 

 共産党の斉藤議員からは、学校のトイレ改修について、改修の考え方、今後の進め方など

の質問がございました。 

 公明党の佐々木議員から、学力向上のための環境整備について、公務支援システムの充実

についての考え方など、７項目にわたって質問がございました。また、再質問では、教育長

に、学力向上のためなど、さらなる環境整備の充実についての考え方、見解が求められてお

ります。 

 なお、答弁の具体的内容でございますが、お手元の答弁要旨のとおりでございます。 

 説明は以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

 なければ、次の報告に移ります。 

 

   ◎その他報告  草加市教育委員会教育長職務代理者の指名について 

○髙木宏幸教育長 次に、本年４月１日からの教育長職務代理者の指名についてお話をしたい

と思います。 

 教育長職務代理者については、今年度に引き続き、村田委員にお願いしたいと思っておりま

す。任期は、村田委員の任期満了となる本年９月３０日までとさせていただきます。 

 それでは、村田教育長職務代理から一言ご挨拶をお願いできればと思います。 

○村田悦一教育長職務代理者 今、髙木教育長さんからお話がありました。新しい制度になっ

て１年間取り組んできたわけですが、４月から、また第二次草加市教育振興基本計画も始まり

ますし、草加市の教育大綱も策定され、それも実施されることになります。我々は教育長さん

を支えて、草加市教育委員会事務局が草加の教育のさらなる一歩前進に寄与できるよう、私も

職務代理者として一生懸命頑張りたいと思いますので、皆さんと力を合わせてやっていきたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○髙木宏幸教育長 ありがとうございました。 
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○髙木宏幸教育長 続きまして、その他の報告がございましたらお願いいたします。 

○教育総務部長 特にございません。 

○髙木宏幸教育長 その他の報告がないようでしたら、次回の教育委員会の日程について、事

務局からお願いいたします。 

○教育総務部長 次回の教育委員会の日程でございますが、平成２８年第４回定例会につきま

しては、４月２１日木曜日、時間は午後１時３０分から、場所は教育委員会会議室でお願いし

たいと思います。 

 

   ◎閉会の宣言 

○髙木宏幸教育長 それでは、以上をもちまして、本日の委員会を終了いたします。 

午後４時１０分 閉会 

 


