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平成２７年草加市教育委員会第１０回定例会 

 

                  平成２７年１０月２９日（木）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３３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３４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 

     第３５号報告  平成２７年草加市議会９月定例会に係る報告について 

     第３６号報告  平成２７年度全国学力・学習状況調査の報告について 

     第３７号報告  学校給食調理業務の検証結果の報告について 

 

○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   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   橋  本  政  幸 

       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 

       子ども教育連携推進室長   嶋  田  弘  之 
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○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２７年教育委員会第１０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。本日は、追加案件を含めまし

て、報告が５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。 

 

   ◎第３３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 初めに、第３３号報告につきまして、川﨑学務課長より説明させます。 

○説明員 それでは、県費負担教職員の専決人事について報告させていただきます。 

 平成２７年９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、育児休業が小学校教諭２件でございます。取得した職員は女性でございます。 

 ２、休職が小学校教諭１件でございます。休職理由は精神疾患でございます。 

 ３、復職が小学校教諭１件でございます。 
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 ４、発令でございます。欠員補充が小学校教諭１件でございます。中学校教諭は１件でござ

います。代替でございますが、小学校産休代員４件、中学校産休代員１件、小学校育休代員２

件、中学校病休代員１件、小学校休職代員１件でございます。病休、休職につきましてはいず

れも精神疾患でございます。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、ご質問がございましたらお願いいた

します。 

○小澤尚久委員 復職の小学校の先生のことについてですが、現在のご様子、ポスト、役割で

すとか、今後のフォロー体制等についてお聞かせいただければと思います。 

○説明員 復職の方は、産休に入るために復職をしたということでございます。 

○村田悦一教育長職務代理者 ４番の発令のところで、また今回、欠員補充が小学校、中学校

で１件ずつありますけれども、この欠員に至る本務者の退職した日はいつで、いつ付けで欠員

補充がされたのですか。要するに、何日ぐらい空いたのか知りたいのですけれども。 

○説明員 中学校につきましては、８月３１日付け退職で、９月１日から欠員補充でございま

す。小学校につきましては、退職ではなく、特別支援特配の欠員補充ということで、小学校に

ついたものでございます。 

○村田悦一教育長職務代理者 これは９月１日ですか。 

○説明員 こちらにつきましては９月１６日付けでございます。 

○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３３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３３号報告については、承認といたします。 

 

   ◎第３４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 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３４号報告につきまして、山根教育支援室長より説明させます。 

○説明員 教育支援室から草加市障害児就学支援委員会の答申に係る報告をさせていただき

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諮問しました２つの事項について
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でございます。 

 初めに、諮問事項（１）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

別な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、在学児童・生徒でございますが、今回の調査依頼人数４９人、調査実

施人数、同じく４９人。未実施者はおりません。なお、その内訳は小学生４８人、中学生１人

でございます。 

 ２、障がいの種類の判断は、表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９人、知的障害が１４人、小学校１３人、中学校１人です。情緒障害等が２６

人でございます。 

 ３、障がいの程度の判断および就学に係る教育的支援につきましては、表にございますとお

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する

ことが望ましい」が１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８人でございました。 

 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１３人。内訳、

小学校１２人、中学校１人です。「知的障害特別支援学校で指導することが望ましい」が１人

でございました。 

 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、通常学級で指導することが望

ましい」が２人、「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１５人、「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８人、「知的障害特別支援学校で指導することが望ましい」が１人でございました。 

 特別な教育的措置２、通級による指導：ことば・きこえにおきましては、今回の依頼人数１

人、調査実施人数１人でございます。 

 言葉に障がいがあると思われる児童は１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。 

 教育的支援につきましては、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１人でございました。 

 続きまして、諮問事項（２）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害の種類の判断、障がいの種類の

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。 
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 特別な教育的措置１、就学予定時では、今回の調査人数２８人、依頼人数、同じく２８人で

ございました。 

 障がい種の判断は表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５人、知的障害が１３人、情緒障害が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３人でございました。 

 知的障害の中では、「知的障害特別支援学校で指導することが望ましい」が１０人、「特別

支援学校で指導することが望ましい」が３人でございました。 

 情緒障害の中では、「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３人、「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７人でござい

ました。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、ご質問がございましたらお願いいた

します。 

○小澤尚久委員 ８ページと１２ページの「障害種を判断できるほどの課題は見られない」と

いうお子さんの中で、「通常学級で観察指導することが望ましい」という方が８ページに１人、

１２ページに２人いるのですけれども、その子たちの、ある程度の様子や今後の指導、フォロ

ー体制について教えてください。 

○説明員 ６年生が１人いらっしゃるのですが、そのお子さんにつきましては、学力不振とい

うことで、以前、検査のみは受けていらっしゃった方ですが、特別支援というところの理解を

親御さんがした上で、今回、判断という形で申し込まれた方でございます。以前の判断経過は

ございません。 

○小澤尚久委員 今、６年生ということですよね。では、今後については、支援の方が入った

とか、そういうことはなく、このまま担任の先生が様子を見ながら指導していくのですね。 

○説明員 はい。相談があれば、こちらと連携という形になります。 

○小澤尚久委員 ありがとうございます。１２ページの就学予定児２人については。 

○説明員 ２人おりまして、１人は川柳小学校に進学予定のお子さんです。もう１人は八幡小

学校へ進学予定のお子さんです。２人とも支援センターからの紹介という形で支援室に参りま

した。 

 詳細につきましては、親御さんは支援センターから一度相談を受けたらどうですかというこ
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とでこちらにお見えになった次第でございます。 

 検査結果は「特別な障がい種が判断できるものではない」ということで、通常観察しながら、

今後の経過を見るという判断でございます。 

○小澤尚久委員 支援センターにも通われて、ちゃんとその辺の引き継ぎができているという

わけですね。 

○説明員 はい。 

○村田悦一教育長職務代理者 今回、在学児童・生徒で４９人、特に小学校で４８人というこ

とでございますが、この４８人の学年の内訳はどのようになっていますか。 

○説明員 １年生が９人、２年生が１３人、３年生が８人、４年生が９人、５年生が２人、６

年生が７人でございます。 

○村田悦一教育長職務代理者 この４８人は就学時に検査を受けて、在学してからは相談を続

けていくと思うのですが、これまでの検査についてどのように把握されているのか。また、草

加市で再度の検査は行われているのか。以上を踏まえて４８人の状況をお聞かせください。 

○説明員 検査を受けたか否かについては把握ができないのですが、判断ということにつきま

しては、今回の４８人の中で、１年生で、以前、判断歴があったという子については２人、２

年生は１人、３年生はゼロです。４年生につきましては、判断を受けたという経験があるお子

さんは３人、５年生につきましては１人、６年生につきましては７人おりました。 

 総数でいきますと、４８人のうち１４人が、以前、判断を受けた経験があるお子さんでござ

います。 

○村田悦一教育長職務代理者 私は、やはりなるべく早期に、できれば就学前、そこで適切な

指導をして、学校で適切な教育がなされればと思います。ところが、今の形でも、１年から６

年までこう出てきています。その辺のところは、ぜひ、支援室でも学校と連携をとりながら、

よりよく適切な支援ができるように進めていただければと思います。 

 次に、１２ページについて、今回、就学予定児の２８人とありますけれども、昨年度比で、

今年度は、事前の相談が多いのかという点と、これに関しまして、就学時健診での様子で何か

障がい種に係る判断はありましたか。 

 それから、今回、新入予定児の状況というか、例年よりも増えているのか、減っているのか。 

 併せて、この就学時健診のときの「親の学習」について。これは子ども教育連携推進室です

かね。 

 質問が各課にわたりますけど、それぞれ担当課長さんがいらっしゃるようですので、この就
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学予定児のことから関連しての質問についてお願いいたします。 

○髙木宏幸教育長 山根教育支援室長。 

○説明員 平成２８年度新入学児の予定数は１,９９９人でございます。この中で、特別支援

学級としてカウントされているお子さんが７３人。平成２７年度新入学予定児は２,０８８人。

前年度比で申しますと、平成２８年度は８９人減となっております。 

 また、判断でございますが、平成２６年度就学予定児の判断総数は７５人でございます。今

年度、今現在の判断総数は５８人でございますが、親御さんから判断を求めている人数は、前

年度と同じ７５人という形でございます。 

 総数と判断人数を比較しまして、それほど大きな変化はないのかなと、分析しております。 

○髙木宏幸教育長 嶋田子ども教育連携推進室長。 

○説明員 「親の学習」講座の実施について、まずこれまでの経緯について、ご説明させてい

ただきます。 

 家庭教育支援の充実の事業としまして、子どもたちの成長の節目となる小学校や中学校の入

学を前に、この時期の子育てに自信を持って挑めるよう、埼玉県教育委員会の事業である「親

の学習」講座を活用し、保護者を対象とした、親が親として力を付けるための学習講座を実施

しております。 

 平成２６年度に、小学校３校、中学校３校でモデル実施をいたしました。 

 平成２７年度からは、市内全ての小・中学校で実施しております。 

 今年度の実施時期につきましては、小学校は１０月２０日から、本日、１０月２９日まで各

学校で行われている就学時健康診断の中で時間を確保いただき、実施しております。 

 中学校は、今年度、１２月３日から２月２日まで、各中学校で行われている新入生保護者説

明会の中で時間を確保し、実施してまいります。 

 内容につきましては、小学校では、入学までに身に付けてほしいこととして、主に「早寝、

早起き、朝ご飯」など、生活リズムの確立に焦点を当てた内容となっております。これから行

う中学校では、思春期の子どもとの関わり方に焦点を当てた内容となっております。 

 学習形態としまして、グループワークの形態をとっております。保護者同士が子どもに対す

る家庭での関わり方などを情報交換するなどしております。このことによって、各小学校や中

学校の入学を前に、保護者同士のコミュニケーションづくりのきっかけともなっているようで

ございます。 

 また、今年度、新たに、中学生を対象とした「親になるための学習」講座につきましても、
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９月２８日から１０月１日までの４日間にわたり、花栗中学校第２学年５学級を対象として、

各学級２時間、モデル実施をしております。こちらの内容は「親の心・子の心」をテーマとし

まして、思春期の生徒たちが親の気持ちを考えるものとなっております。 

 この講座の終了後に実施した生徒のアンケート結果によると、「親がどのような気持ちで自

分たちを育てているかが分かった」など、肯定的な回答が多く寄せられているというような状

況でございます。以上でございます。 

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

 

   ◎第３５号報告  平成２７年草加市議会９月定例会に係る報告について 

○髙木宏幸教育長 次に、第３５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 それでは、第３５号報告について申し上げます。 

 市議会９月定例会は９月３日から２８日まで２６日間開かれ、市長提出の３０議案のうち教

育委員会関係は、平成２６年度一般会計歳入歳出決算の認定について及び平成２７年度草加市

一般会計補正予算第２号の２議案でございました。 

 議案につきましては、全ての議案が原案どおり可決承認されております。 

 議案質疑でございますが、３人の議員から通告がございまして、うち、教育委員会関連でご

ざいますが、一般会計補正予算については、共産党の斉藤議員から、トイレ改修の財源として

予定をしておりました国の交付金が不採択となった理由など４項目がございました。 

 また、一般質問は１３人の議員から通告があり、うち７人の議員から教育委員会に関連する

質問がございました。 

 まず、共産党の佐藤議員からは、子どもの貧困対策について教育委員会における取組につい

て。 

 続きまして、公明党の広田議員からは、若者の投票率の向上について。学校教育の中での児

童・生徒が社会や地域に関心を持つための教育はどのように行われているのかなどについてで

ございます。 

 また、草加新政の吉岡議員からは、全国学力・学習状況調査について、平成２７年度の結果

及び学校別の結果を公表しない理由について。また、結果を踏まえた今後の取組についてなど

でございます。 

 公明党の金井議員からは、熱中症対策についてのうち、学校におけるミストシャワーの設置



- 10 - 

 

状況についてでございます。 

 共産党の斉藤議員からは、学校給食について、地場産物の利用促進や、食物アレルギーへの

取組、給食費の値上げについてなどでございます。 

 共産党の平野議員からは、草加の文化財保護と名勝指定にふさわしいまちづくりについて、

草加松原が国指定名勝となった価値、保存・活用計画の進捗状況、文化財保護体制の充実など、

１１項目について質問されています。 

 草加新政の小川議員からは、将来人口を見据えた施策、教育行政について、特にＩＣＴ教育

の推進、学力向上に向けた施策についてなどの質問がございました。 

 具体的な質問及び答弁の内容については、議案の１７ページから３５ページまでのとおりで

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、ご質問がございましたらお願いいた

します。 

○井出健治郎委員 議員さんがいろいろとご質問された中で、英語教育とか国際理解教育を推

進するというときには、今、いわゆる先生の中にも英語の先生とか、語学にたけた先生がいる

ので、どういう内容をどうしていくかというのは、多分、よく分かっているのだと思うのです

が、ＩＣＴを活用した教育というときに、いわゆる教育委員会の中にＩＣＴの知識、あるいは

ＩＣＴを活用した教育について、専門的な知識を持っている方がいるのかいないのかというの

をまずお聞かせいただけますか。 

○髙木宏幸教育長 三浦指導課長。 

○説明員 ＩＣＴを専門に、教諭、指導主事並びに職員について、特に規定はしておりません。 

 ただ、指導課の考えとしましては、ＩＣＴはあくまでも教育を進める方法の一つとしてとら

えております。したがいまして、社会、理科、国語、算数等の教科の中でＩＣＴを活用したと

きに効果的な学習がどのように進むか、そのような観点で指導主事、担当のほうでは研究を進

めておるところでございます。 

○井出健治郎委員 よく分かりました。実は、なぜそんな質問をさせていただいたかというと、

あるシステムを立ち上げたい、その仕組みをつくるという際に、専門的な知識を持っている方

が、中心となる方が１人しかいなくて、結果的に、その内部牽制とかも働かずに、その人だけ

で動いていたことがあって、それがある事件になってしまうということがあったからです。 

 実質的な内容については、知見を持った方がいらっしゃるので安心なのですけど、やっぱり

ＩＣＴとか、情報技術の箱というのは、どうしてもブラックボックスになってしまい、そこが
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分かる方はなかなかいないので、市長部局で、情報技術とか、システムをどうこうするときと

いうのは、もし委員会の中でも必要があれば、色々な形で、複数の目を入れていただければな

と思います。少しそういうことに関わっていたので、意見というか、お願いをしておきたいと

思います。 

○髙木宏幸教育長 三浦指導課長。 

○説明員 そういった面では、指導員の中で１人、例えば、ホームページの立ち上げとか、こ

ちらがこういったものを載せたいといったときに、そういったことを専門的にできる指導員が

１人おります。 

 ただ、その方が単独で何かを操作するとかということはありません。こちらの依頼、こちら

の指示に基づいて行うという形で進めております。 

○井出健治郎委員 分かりました。ありがとうございます。 

○髙木宏幸教育長 つけ加えるならば、市長部局に情報推進課がありますので、当然、コンピ

ューターの導入とか、どういうふうな仕組みでやっていったらいいのかというときには、そう

いった情報関係の課に相談をしながら進めていくという側面はございます。 

○宇田川久美子委員 ミストシャワーの質問がありましたが、金井議員からということなので

すが、これはどういう経緯でミストシャワーを学校に付けたらいいとなって、また現在は使用

していない状況のようですけど、これはどれぐらいの予算がかかったものだったのでしょうか。 

○髙木宏幸教育長 橋本教育総務部副部長。 

○説明員 予算の金額はすぐには分からないのですけれども、エアコンが設置される前の段階

で、夏の暑い時期、子どもたちのためにということでこういう提案があったということで、試

験的に２校ほど実施しました。 

○宇田川久美子委員 この２校なのですね。 

○説明員 はい。ただ、風とかですね、子どもたちも多いので、１カ所だけやっても限られた

状況ですので、あまり効果が得られなかった、できなかったということで終わったと伺ってお

ります。 

○宇田川久美子委員 テスト的に使ってみたということなのですね。 

○説明員 はい。 

○宇田川久美子委員 分かりました。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、次の報告に移ります。 
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   ◎第３６号報告  平成２７年度全国学力・学習状況調査の報告について 

○髙木宏幸教育長 追加提出となりました第３６号報告につきまして、三浦指導課長より説明

させます。 

○説明員 それでは、第３６号報告、平成２７年度全国学力・学習状況調査の報告について申

し上げます。 

 別紙資料をご覧ください。昨年度に準じて作成いたしました全国学力・学習状況調査の結果

分析と考察についてまとめたものでございます。 

 全体の構成ですが、まず１ページ目をご覧ください。１ページ目に調査の概要、２として結

果分析と考察、そして４ページ目に教育委員会の取組について掲載をしております。こちらは

後ほど説明をさせていただきます。 

 ６ページ目から１８ページ目までに結果の概況を載せております。この内容は、少し表現の

スタイルは変えておりますが、前回も報告させていただきました内容でございます。 

 初めに、６ページ目は、国語の平均正答率の平成２５年度から２７年度までの３年間の比較

を、小学校、中学校別に示しております。７ページ目には、同様に、算数、数学、８ページ目

が理科。９ページ目以降は、各教科の領域別平均正答率の前年度との比較について示しており

ます。９、１０ページ目が小学校の国語のＡ、Ｂ、そして１１、１２ページ目が中学校の国語

のＡ、Ｂ、また、１３、１４ページ目に小学校の算数Ａ、Ｂ、１５、１６ページ目が中学校数

学のＡ、Ｂ、１７ページ目が小学校理科、１８ページ目に中学校理科という具合でございます。 

 次に、１９、２０ページ目には正答数の分布から見る傾向を載せております。この資料につ

きましても、前回、ご覧いただいているところかと思います。 

 また、２１ページ目には児童・生徒質問紙調査８７項目の中から県が公表しております１１

項目につきまして、２年間の国と県との比較を載せております。 

 また、２２から２４ページ目は、国立教育政策研究所の分析により、教科の正答数が高い傾

向が見られる生活習慣や学習環境等に関する調査結果の特徴的な項目をまとめたものでござ

います。 

 また、２５から３４ページ目、最後のページまでに各教科の領域別の課題と、その手立てに

ついてまとめております。 

 それでは、内容について少しお時間をいただいて報告させていただきます。 

 １ページ目にお戻りください。２の結果分析と考察の欄をご覧ください。 

 １の結果概況でございますが、これは６ページ目以降の平均正答率の比較資料から分かった
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ことについて、それぞれまとめたものの中の主なものをここに掲載しております。 

 要旨を申し上げます。小・中学校ともに全国、県の平均正答率を下回る、また、その差を広

げてしまったこと。 

 国語につきましては、書くことに課題が見られ、算数・数学においては、必要な情報を選択

し、的確に処理をしたり、判断の理由を数学的な表現を用いたりして説明することに課題があ

り、また、理科では、顕微鏡等、その器具の適切な操作方法、また、ある事象と事象を関連づ

けて説明することに課題が見られるとしております。 

 続いて、２の正答数の分布から見る傾向です。先ほども少し見ていただきました１９、２０

ページでございます。県及び全国と比べて正答数が多い児童の割合が低い傾向にあり、今後、

正答数の低位、中位の児童・生徒をさらに伸ばす指導が求められていることが分かります。 

 続いて、３の生活習慣や学習環境等に関する調査結果でございますが、ここは先ほどの２２

から２４ページのところになります。 

 例えば「国語の勉強は好きですか」の問いに、「当てはまる」、「どちらかといえば当ては

まる」と答えた児童は６１.７ポイント、生徒が５９.３ポイント。この児童・生徒の平均正答

率が高く、同様に「国語の勉強は大切だと思いますか」の問いに対して、「当てはまる」とし

た９３.６、９２.１の児童・生徒の平均正答率が高い傾向があるといえます。 

 こうしたことから、それぞれの星印の下にある丸、二重丸で示しましたように、国語、算数・

数学に対する関心、意欲、態度が高い児童・生徒は平均正答率が高いということがいえるかと

思います。ほかも同じように見ていただければと思います。 

 次に別の視点といたしまして、草加市を国や県と比べてみますと、草加市の一つの特徴も見

ることができるかと思います。 

 例えば、２２ページ、２つ目の星、家庭学習、読書の項を見ていただきますと、学校の授業

時間以外での学習時間は、国や県と比べるとやや少ないのですが、その下の自分で計画を立て

て勉強する、また、２３ページの上の段、宿題や予習・復習に取り組む児童・生徒は国や県と

比べて多い。また、しかしながら、その下、読書時間が短いということが分かります。 

 こうしたことから、与えられた課題に対してはまじめに取り組む。一方で、プラスアルファ

として、自分なりに本を読んだり、勉強したり、好きな勉強を進めたり、そうした児童・生徒

が少ないということがいえるというように考えます。 

 その他、２３ページ真ん中下ですが、基本的生活習慣では朝食や寝る時刻については、よい

習慣が身に付いている児童・生徒が多い。その一方で、その下、メディアとの関係では、携帯



- 14 - 

 

電話やスマートフォンに多くの時間をかけている児童・生徒も多いということがいえるかと思

います。 

 ２４ページ。社会に対する興味・関心では、地域や社会で起こっている物事や問題や出来事

に関心はやや低いものの、その下、地域や社会をよくするために考えるという児童・生徒は、

全国・県と比べて多く、また、社会的な情報等は新聞からではなく、テレビやインターネット

から得ている児童・生徒が多いというのも草加市の児童・生徒の特徴かと思います。 

 先ほどの２３ページの図書館の利用と合わせて見ていただきますと、活字を読む習慣を身に

付けていくことが、草加市児童・生徒の課題の一つであるということが考えられるかと思いま

す。 

 また、最後に、２４ページの下でございます。自尊意識、規範意識では、多くの項目で国や

県を上回り、かつ、９０％を超えている児童・生徒の様子から、多くの子どもたちが安定した

気持ちで学校生活を送っていることがうかがえるものと考えております。 

 こうしたことを踏まえて、全体としまして、今後、取り組むべき改善点としまして、１ペー

ジ目、３、一番下になります。生活習慣や学習環境等に関する調査結果の下のチェックマーク、

９点を示しました。 

 教科、授業に関心を持って意欲的に学ぶこと、２ページ目に行きまして、最後まで諦めずに

学習に取り組むこと、新聞を読んだり読書をしたりすること、学校生活の中で充実感や満足感

を味わうこと、基本的生活習慣を確立し学習時間を増やすこと、様々なメディアを上手に活用

していくこと、家庭でのコミュニケーション等を大切にすること、社会に対して興味関心を持

つこと、自尊意識、規範意識を高めることの９点でございます。 

 次に２５ページ、領域別の課題と手立てをご覧ください。 

 小学校の国語、話すこと聞くことにつきましては、正答率は表のとおりでございますが、そ

の成果と課題のうち、課題は話の内容に対する聞き方を工夫することとしております。また、

次に、授業改善のポイントとしては、目的や意図に応じて聞き方を工夫する指導の充実。目的

や意図を捉えながら聞き、自分の考えをまとめる指導の充実としております。 

 次に、書くことにつきましては、また２６ページ以降につきましても、同様の形式で今後の

授業改善の主なポイントを示しております。 

 こうした内容を受けて、各教科の領域別の課題と手立てといたしまして、２ページ目に、小

学校の国語、中学校の国語、小学校の算数、中学校の数学、小学校の理科、中学校の理科の各

教科別にまとめて示させていただきました。 
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 最後に４ページ目をご覧ください。これまで説明させていただいたことを受けて、教育委員

会の取組として、主な点を次の６点に絞り示しました。１が授業改善、指導力の向上としまし

て、学力向上対策研修会の開催など４点。また、２として、学習意欲の向上、落ちついた環境

づくりとしまして、児童・生徒の学習に対する支援の充実など２点。３として、幼保小中の連

携。４、学力向上プランの見直しと活用。５、調査結果等の市民、保護者等への公開。６、第

二期草加市教育振興基本計画の策定といたしました。 

 説明は以上でございますが、ご審議をいただきました後、ホームページで公表してまいりた

いと考えております。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。 

○宇田川久美子委員 ２２ページの家庭学習、読書というところで、自分で計画を立てて勉強

するというところが、埼玉県もですが、草加も全国平均と比べて、小・中ともにものすごく高

いと思うのですけど、これはどういうことが反映しているのでしょうか。例えば、意欲的なの

か、学習塾とかに行っていない子が多いとか。ほかのところよりも、ものすごく、ここはポイ

ントが違っているように感じたのですけど、背景が意欲的みたいなことであれば、違うところ

にも、もっといいように反映されていくのかなと思う中で、ここのポイントが高いのはどうい

う意図なのでしょう。 

○説明員 考えられる要因は幾つかあると思います。 

 一つは、幼保小中の連携の中で、子ども教育連携推進室でも、「家庭学習のすすめ」という

ことで、そのあたりについて各学校、保護者等に推進しております。そうした成果が、少し出

ているだろうということがいえるかと思います。 

 また、各学校の取組として、学級活動等でそれぞれの担任が計画表を各学級で出して、それ

を記入して出させるというような、学校での指導もあるかと思います。 

 ただ、確かに宇田川委員さんがおっしゃるように、自分から進んでというよりは、親、保護

者、先生に言われてやっているという傾向が、若干まだ見られるのかなということも考えられ

ます。 

○宇田川久美子委員 こういう部分についてもう少しいかされたら、成績面でも反映されてし

かるべきなのかなと思いますので、せっかく「やっています」と言っているのだったら、もっ

たいないなと思いました。 

○髙木宏幸教育長 他にはいかがでしょうか。 
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 それでは、先ほど指導課長から説明もありましたように、この結果の分析、あるいは今後の

対応ということで、ホームページに掲載をしていきたいと思っております。 

 また、過日の校長会議等を通しながら、私からも、それから、部長以下、職員のほうからも、

とにかく、学校と教育委員会が連携をして、この学力向上については、これまでも最優先の課

題ということで取り組んできたけれども、さらに今回の結果をしっかりと、課題への切実感を

しっかり持って、そして、その計画、分析、あるいは計画の見直しをして、それで終わりでは

なくて、むしろそこからそれを実際にどう実行していくかが大事だということで、校長にも話

をして進めております。 

 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３７号報告  学校給食調理業務の検証結果の報告について 

○髙木宏幸教育長 同じく、追加の提出となりました第３７号報告につきまして、川﨑学務課

長より説明させます。 

○説明員 それでは、学校給食調理業務の検証結果の報告についてご説明申し上げます。 

 市立中学校の調理業務を業務委託に切り替え、１０年目を迎えました。調理業務委託の是非

を含め、３回にわたり草加市学校給食委員会連絡協議会におきまして、調理業務の検証を行い

ました。 

 まず、草加の学校給食は安全で温かくおいしいと、児童・生徒だけでなく、教職員や保護者

からも評価いただいております。草加の特色ある学校給食を維持するためにも、自校方式を継

続いたします。 

 次に、中学校の調理業務につきましては、平成１８年度から民間業者への業務委託に切り替

え、これまで大きなトラブルもなく、業務委託前と同様の取組を行ってまいりました。 

 また、小学校の調理業務においても、これまでと同様、真心のこもった、温かく、安全でお

いしい学校給食の調理、児童との触れ合い活動等も通し実施しております。 

 中学校の調理業務については、国や市独自の基準に比べ、調理師を多く配置できたこと、コ

スト面においても経費削減を図れたなど、業務委託を行った効果を確認いたしました。 

 こうしたことから、小学校、中学校ともに、現状の調理業務を継続し、草加の安全でおいし

い学校給食を継続してまいります。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、ご質問がございましたらお願いいた

します。 
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○村田悦一教育長職務代理者 ２の検証のところ、米印で、草加市学校給食委員会連絡協議会

のメンバーについて、教えていただけますか。 

○説明員 草加市ＰＴＡ連合会の会長を始めとしまして、他に、草加市ＰＴＡ連合会関係の方

が２人で合計３人、草加市ＰＴＡ連合会に所属する校長が２人、小・中学校校長が１人ずつ、

小・中の栄養士３人、小・中の給食主任１人ずつ、合計１２人でございます。 

○宇田川久美子委員 中学校の保護者から、委託をすることで味が落ちたとかいうようなこと

を何件か聞いているのですけれども、そういう声というのは特にないですか。 

○説明員 この１２人の話の中では、そういう話は出ておりません。 

○村田悦一教育長職務代理者 では、もう一つ。今回は業務委託後１０年目を迎えての検証と

いうことですが、今後は、５年ごと、１０年ごとにやっていくとか、あるいは必要に応じてや

っていくとか、今後もおいしい給食を維持していくために、この辺はどのようにお考えですか。

今回は１０年を迎えたので、検証を実施したという経緯になっていますので、今後の方向につ

いて、現時点ではどのようなお考えをお持ちなのでしょうか。 

○髙木宏幸教育長 基本的には、今度、業務委託、３年となりますので、その節目ごとに、い

ろいろな面で総合的な検証をした中で、次はどうするかということについては、当然、議論し

ていきたいと考えております。 

○宇田川久美子委員 １０年前にいなかったので教えていただきたいのですけど、そもそも、

どうして小学校は自校給食で、中学校だけが業務委託となったのですか。 

○髙木宏幸教育長 青木教育総務部副部長。 

○説明員 基本的には学校調理士の正職員で退職時期を迎える者が、概ね１０年前に多くなり

まして、それで全ての３２校を引き続きということについては、委託というものを取り入れな

がら、効率化も図る必要があるということで切り替えていったということでございます。 

 そういう経緯がございまして、小学校を受け持つだけの正職員は残っておりますので、小学

校は直営として、長栄小学校とのペアスクールである新田中学校を除く１０校については委託

業者という形で、順次切り替えをしていった経緯がございます。以上でございます。 

 

○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。 

○今井教育総務部長 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。 
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○今井教育総務部長 次回の教育委員会の日程についてですが、第１１回定例会につきまして

は、１１月１９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。 

 また、平成２７年度第２回の草加市総合教育会議についてですが、１１月１１日水曜日、時

間は午後１時３０分から、場所は第３委員会室でお願いしたいと思います。 

 協議調整事項としましては、「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な政策の大綱案に

ついて」でございます。 

 お忙しいところ、誠に恐れ入りますが、ご出席のほどよろしくお願いいたします。 

 

   ◎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２時３２分 閉会 


