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平成２７年草加市教育委員会第４回定例会 

 

                   平成２７年４月２３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２３号議案  草加市障害児就学支援委員会への諮問事項について 

     第２４号議案  平成２７年５月１日付け職員の人事異動について 

     第１０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１１号報告  自然教室推進事業における農山村宿泊体験学習補助金交付要綱 

             の制定について 

     第１２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及び草加 

             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１３号報告  草加市子ども教育連携推進委員会委員の委嘱について 

     第１４号報告  平成２６年度公民館事業報告について 

     第１５号報告  平成２６年度歴史民俗資料館事業報告について 

     第１６号報告  平成２６年度中央図書館事業報告について 

     第１７号報告  草加市立学校職員の人事評価に関する苦情処理実施要綱の一部 

             を改正する要綱の制定について 

 

○出席者 

       教 育 長   髙  木  宏  幸 

       教育長職務代理者   村  田  悦  一 

       委 員   小  澤  尚  久 

       委 員   加  藤  由  美 

 

○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 
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       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 

       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 

  



- 3 - 

 

 

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４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、議案が２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。 

 

   ◎第２４号議案  平成２７年５月１日付け職員の人事異動について 

○髙木宏幸教育長 追加提出いたしました第２４号議案につきましては、人事に関わります事

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２４号議案につきましては、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。 
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執行部退席 

 

（秘 密 会） 

 

執行部着席 

 

○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２４号議案につきましては、審議の結果、可決となりました。 

 

   ◎第２３号議案  草加市障害児就学支援委員会への諮問事項について 

○髙木宏幸教育長 次に、第２３号議案につきまして、山根教育支援室長より説明をさせます。 

○説明員 草加市障害児就学支援委員会への諮問事項についてでございます。提案理由は、草

加市就学支援委員会条例第２条の規定により、諮問する必要を認めたためでございます。 

 １点目でございます。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

別な教育的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でございます。 

 ２点目でございます。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

別な教育的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

断及び就学に係る教育的支援でございます。 

 答申期限は平成２８年３月末日まででございます。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。 

○村田悦一教育長職務代理者 ２点お尋ねしたいと思います。 

 １点目は、今、出ましたが、諮問事項ということで、平成２７年度のものですが、これは昨

年度までと変わらないというように理解してよろしいと思うのですが、参考資料で、１回から

７回までということで、この辺の進め方について、何か昨年度と違いがあるのか、本年度も同

じ形で進めていくのかということについてです。 

 ２点目は、室長さんが替わりましたが、特に前室長さんから引き継ぎとして、このことが課

題であるとか、あるいは、このことに特に留意して、今年度は進めるようにというような、何

か、そのようなことがありましたら、特別支援教育ということの重要性を鑑みて、お話をいた
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だければと思います。 

○説明員 初めの第７回における進め方でございますが、従来と相違はございません。 

 ２点目の課題の引き継ぎ事項でございますが、特に就学予定児につきまして、行動観察が徹

底しないというところが、課題であると引き継いでおります。 

 具体策として、行動観察の時間を設ける、あるいは保育園・幼稚園との連携を強めていくと

いうところを考えながら進めている状態でございます。以上でございます。 

○村田悦一教育長職務代理者 これは諮問というか、特別支援教育指導者の担当者の臨任が多

いこと、これは、学務課等との関係もあると思うのですが、この辺の課題というか、解消に向

けては、今年度は何か改善されているのか、あるいはやっぱり現実的には同様の状況なのか、

本務者が担当として指導できるような体制になりつつあるのか、その辺をお聞かせいただけれ

ばと思います。 

○説明員 本件につきましては、全校設置でハード面は非常に充実しました。今、村田委員の

おっしゃるとおり、ソフトの面、特に指導面が課題と考えております。 

 この改善に向けては、平成２４年度より特別支援教育担当教員育成研修会という研修会を年

６回計画し、行っております。これは臨任者を含めて、特別支援教育に携わる者の研修会でご

ざいます。この研修を通し、育成及び指導力の向上を図っている次第でございます。以上です。 

○小澤尚久委員 今、研修会、年６回開いてくださるということでしたが、その内容について、

計画段階だとは思いますが、例えば、どんなところに重点を置いて研修をされるかということ

を教えていただければと思います。 

○説明員 最初、平成２４年度から３年間は、担当教員の育成のみを重点に置いてまいりまし

たが、特別支援教育の必要性が、通常学級の先生にもかなり理解いただいている状況がござい

ます。そのため、今回につきましては、特別支援教育担当教員と、通常学級の担当教員と分け

たコースを６回中２回設置いたしました。以上です。 

○小澤尚久委員 その２回については、それぞれ違った研修を行うということですね。やっぱ

り講演会とか、あとは実技とかそういうのも入ったりするのでしょうか。 

○説明員 はい、演習もございます。 

○小澤尚久委員 いろいろ取りまぜてということですね。 

○説明員 はい。 

○髙木宏幸教育長 もう少し研修の内容を具体的に、一つ、二つ、例を挙げて説明してもらえ

ますか。 
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○説明員 一つは、ノーマライゼーションについて研修、講義がございます。具体例として、

特別支援教育担当者については、日常の指導で活用できる教材についての紹介と作成、また、

授業の進め方についての研修がございます。 

 通常学級の先生方を対象におきましては、ソーシャルスキル、通常学級で使用できるソーシ

ャルスキルトレーニングを演習として取り入れてございます。以上です。 

○小澤尚久委員 ありがとうございます。 

○今井教育総務部長 少し補足をさせていただくならば、６回のメニューでございますけれど

も、各専門の先生方の講義をいただくということがございますが、特に本年は、市立高砂小学

校の教頭が、前職が支援学校の副校長ということもございますので、講師として親しく担当の

先生方にご指導いただけるというコマも用意をさせていただいているところでございます。 

 併せまして、教職員だけではとてももったいないような先生方の講義もございますので、時

間が許しましたらば、私なども参加をさせていただきたいと考えているところでございます。 

○小澤尚久委員 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２３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２３号議案については、可決といたします。 

 

   ◎第１０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、第１０号報告につきまして、川﨑学務課長より説明をさせます。 

○説明員 県費負担教職員の専決人事を報告させていただきます。育児休業が小学校教諭４件

でございました。取得した職員は女性でございます。続いて、代替の発令を報告いたします。

小学校育休代員が４件でございました。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。 

○村田悦一教育長職務代理者 ２点質問させていただきます。 

 １点目は、今回が平成２７年３月ということですので、平成２６年度の最後の報告になるの

かなと思うのですが、今回も育休ございましたが、育休はやっぱり増えているのか、あるいは、

病休が減っているのか、増えているのか、平成２６年度中で発令に何か特徴的なものがあれば、
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お話しいただければと思います。 

 ２点目は、次回の報告になると思いますが、平成２７年４月ということで、平成２７年度も

実際には始まっておりますので、欠員等はもうないと思うのですけれども、臨任の状況とか、

平成２７年度当初で、何かあれば、特に臨任の状況を踏まえて、欠員状況とか、その辺につい

てお話をいただければと思います。 

○説明員 育児休業取得者については、平成２６年度につきましては、小学校６１名、中学校

１８名の７９名でございます。平成２５年度が７０名、平成２６年度が７９名ということで、

平成２４年度からは少しずつ増えている状態でございます。また、臨任につきましては、年度

当初、全員配置できておりますので、特に欠員ということはございません。 

○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１０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１０号報告については、承認といたします。 

 

   ◎第１１号報告  自然教室推進事業における農山村宿泊体験学習補助金交付 

            要綱の制定について 

○髙木宏幸教育長 続きまして、第１１号報告以下についてでございますけれども、これにつ

きましては、草加市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条の規定に基づいて、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１１号報告につきまして、三浦指導課長に説明させます。 

○説明員 自然教室推進事業における農山村宿泊体験学習補助金交付要綱の制定について、平

成２７年３月２６日付けで制定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

 現在、市立小中学校において、奥日光自然の家での自然教室を実施しているところでござい

ますが、昨年度は、草加っ子「生き生きプラン」推進事業から昭和村体験学習補助金として負

担し、小学校２校が実施しました。今後、現時点で期間は設けておりませんが、毎年度、試行

的に、昭和村での体験学習を３、４校程度、奥日光自然教室と同様に５年生を対象に、自然教

室として実施していきたいと考えております。そのため、草加っ子「生き生きプラン」推進事

業の中に位置付けるのではなく、新たに自然教室推進事業の中に昭和村自然教室補助金の項目

を設け、補助する必要が生じたために、新たに、自然教室推進事業における農山村宿泊体験学



- 8 - 

 

習補助金交付要綱を制定したものです。 

 次に、補助金交付要綱の内容について、ご説明申し上げます。 

 目的は、自然との触れ合い、集団宿泊、体験学習等を通して、豊かな心の育成を図り、生き

る力を育む教育を推進することを目的としております。また、趣旨は、新たに福島県昭和村に

おいて、自然教室として農山村宿泊体験学習を実施する学校に対し補助金を交付することにつ

いて必要な事項を定めるものでございます。補助金の内容は、バス代、宿泊費、体験活動費を

計画しております。また、補助金額は、保護者負担額を奥日光と同様額、１万円程度と想定し、

１人２万円以内で市長が定める額としております。今年度は、３校を予定しております。なお、

施行期日は、公布の日、平成２７年３月２６日とするものです。１４ページ以降につきまして

は、この申請書等の書式でございます。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、ご質問がございましたらお願いいた

します。 

○小澤尚久委員 平成２６年の２校はどことどこかということをまず一つ教えていただきた

いのと、毎年、３、４校というところですけれども、重複ということもあり得るのか、それと

も、別の新規の学校を毎年、積み重ねていくのか、その辺について教えてください。 

○説明員 昨年度は青柳小学校と小山小学校の２校でございました。今年度は、そこに八幡小

学校を加えます。青柳小、小山小、八幡小の３校でございます。今後の計画でございますが、

現在考えておりますのは、３、４校程度ということの中で、同じ学校が希望した場合、２年間

までの継続を原則としたいと考えております。その理由としましては、やはり１年だけではな

かなか成果と課題が表れないこと、また、受け入れる側も毎年、新しい学校が来るというより

は、やはりその中で２年間連続で来たほうが、受け入れやすいということ等々の理由がござい

まして、そういった計画で考えております。以上でございます。 

○小澤尚久委員 少し聞き損ねたのですけれども、今、この子たちは奥日光には行かずに、行

先を昭和村に当てるという考え方でよろしいですか。 

○説明員 はい、そのとおりでございます。 

○村田悦一教育長職務代理者 今のものと関連になるのですけれども、奥日光は草加の一つの

特色というか、流れでもありますので、中学でまた行くということもありますが、その辺の趣

旨が、先ほど、豊かな心の育成、生きる力、農山村体験ということで分かるのですが、どっち

つかずになってしまうと、その特色がぼやけてしまうのかな感じます。 

 それから、昨年度は、青柳小、小山小、今年はプラス八幡小です。どういう形で行先の希望



- 9 - 

 

は決まるのか、児童もここに行きたい、あるいは保護者にアンケートをとる、あるいは職員会

議で決まるのか。その辺の希望については、どこまで、いわゆる児童主体というか、参加する

児童の気持ちというか、やはり中には奥日光へ行きたかったという子が、いるのかいないのか、

そこのところを分かる範囲でお話しいただければと思います。 

○説明員 １点目の特色につきましては、奥日光は丸ごと自然の中であるということ。福島県

昭和村につきましては、その自然プラス人との交流、民泊もございますので、人との交流とい

うメリット、両方の良さを今後も研究していきたいということです。したがいまして、それぞ

れの特色を十分踏まえながら、今後も実施を進めていきたいと考えております。 

 ２点目の学校からの要望の在り方につきましては、この昭和村につきましては、既にご案内

のように、高砂小学校の６年生が修学旅行、農山村宿泊学習として、平成２１年度からスター

トしておりました。高砂小学校の成果、課題等を各学校が共有する中で、昭和村での体験の良

さ等が校長会等で、小学校の校長先生方にまず知れ渡りながら、それが、校内の会議等で議論

されるということがあると思います。あくまでも、学校からの希望ということで、希望があっ

た学校について、先ほどの考え方で３校から４校を決めております。以上でございます。 

○村田悦一教育長職務代理者 関連してですが、実施時期は、これは奥日光と同じ、夏休み中

ということでよろしいのかということと、やはり高砂小で実施ということなのですが、教師の

負担というのですか、分宿したりするので、ちょっとその辺が、学校にとっては大変だという

話も聞いています。また、経済的には負担は同じということですが、学校側、まあ、だんだん

学校も小さくなってきていますので、特に課題等はないのか、実際、やっていくときのことを、

もう少しお話しいただければと思います。 

○説明員 それでは、１点目の時期については、夏休みの時期に計画をしております。７月の

下旬から８月の上旬で、一番天気の安定している時期を選んでおります。 

 それから、教員の分宿に伴う負担でございますが、確かに村田委員からご指摘いただきまし

たように、昨年度、実施した学校からも、学級数が多くなると、宿泊施設の関係で、男女別に

分宿せざるを得ないということはあります。ただし、昭和村の職員が大変丁寧で、配慮が行き

過ぎるぐらい丁寧で、負担はほとんどないということも伺っております。今後は適正な引率の

人数等もしっかりと見ながら、教員の負担、あるいは子どもの不安感がないよう十分配慮して

進めていきたいと考えています。 

○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。 
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   ◎第１２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及び 

            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１２号報告につきまして、嶋田子ども教育連携推進室長より説明

させます。 

○説明員 第１２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及び草加市幼

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報告をいたします。 

 最初に、２３ページ、草加市幼児教育充実事業補助金交付要綱の一部改正をご覧ください。

市長の定めるこの要綱の交付対象につきまして、その一部を改正し、認定こども園を加えます

ことを報告いたします。これは、平成２７年４月１日、子ども子育て支援新制度がスタートい

たしました。それに伴い、文部科学省幼稚園設置要綱等に幼保連携型認定こども園が追加され

たことによるものです。 

 併せまして、その上の第１条、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

改正をご覧ください。 

 草加市幼児教育充実事業補助金交付要綱の交付対象と同じなので、第２条中に認定こども園

を加えますとともに、保育所を「認可私立保育園」とし、表記を合わせます。 

 また、第１条中の「幼稚園教育及び保育所保育並びに小学校教育」を、「幼児期の教育、小

学校教育」とします。これは、保育所の保育指針の改正により、教育に関することが示され、

幼稚園、保育園、認定こども園での活動を幼児期の教育として総括するものです。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。なければ、次の報告に移ります。 

 

   ◎第１３号報告  草加市子ども教育連携推進委員会委員の委嘱について 

○髙木宏幸教育長 次に、第１３号報告につきまして、嶋田子ども教育連携推進室長に説明さ

せます。 

○説明員 第１３号報告、草加市子ども教育連携推進委員会委員の委嘱について報告をいたし

ます。 

 旧委員、新田中学校、小林俊夫委員が、４月１日付け人事異動で越谷市へ転出となりました。

後任といたしまして、川柳中学校、本間錦一委員に委嘱をいたしましたことを報告いたします。 
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 本間委員は、子ども教育連携推進研究団体の長であり、新委員の任期は、小林委員の残任期

間、平成２８年３月３１日といたします。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、ご質問が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１４号報告  平成２６年度公民館事業報告について 

○髙木宏幸教育長 次に、第１４号報告につきまして、小沢中央公民館長に説明させます。 

○説明員 第１４号報告、平成２６年度公民館事業報告について、ご説明申し上げます。 

 まず、平成２６年度各公民館事業の実施区分でございますが、お手許の資料のとおり、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の５つの区分によりまし

て事業を実施し、全６館で、当初に計画した１８２事業から６事業増の１８８事業を実施いた

しました。 

 公民館６館の共通事業といたしましては、ＳＫＴ２４推進事業の一環として、スポーツ吹矢

体験教室、そして夏休み期間中に子どもたちを対象といたしました茶道等の伝統文化教室、そ

して、公民館・文化センターまつりを実施し、その他、各地域の特性をいかした、特色ある事

業を各館で実施したところでございます。 

 以下、各館の主な事業について報告をさせていただきます。なお、３５ページ以降の報告書

の中で、未実施事業につきましては※印、新規事業につきましては◎印で表示してございます。

また、当初計画した事業が未実施となった主な理由でございますが、講師の都合によるもの、

参加者が少数であったもの、実施団体の都合によるもの等でございます。 

 初めに、３５ページ、中央公民館でございます。 

 １５番のサークル団体支援事業。当館で活動するハンドベルのサークルですが、ハンドベル

クワイアぶどうの木によるハンドベル体験講座、全３回で実施し、活動内容の周知とサークル

活動の促進を図りました。また、１８番の「食を通して健康へ～ＳＫＴ２４食育講座」でござ

いますが、こちらは食育を通した健康づくりの講座ということで、新規に実施しております。

２１番の青少年音楽体験講座、こちらのほうは引き続き、継続で実施をいたしました。また、

６番の「おはなしの部屋」、７番のホッと一息「子育てサロン」、それぞれ、当館で活動して

おりますともだち文庫運営委員会、それから草加子育てネットワークとの共催で子育て支援の

事業を展開したところでございます。 

 続きまして、３６ページ、柿木公民館でございます。 
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 柿木地区の特性といたしまして、大変自然が多い地域でございますので、１６番の柿木の自

然を学ぶということで「自然観察教室」、それから８番の「星空観察教室」、こちらは夏休み

と冬休みの２回、天体望遠鏡を用いた星空観察を行いました。 

 続きまして、３７ページ、谷塚文化センターでございます。 

 こちらは、谷塚小学校との複合施設という特性をいかしまして、小学生対象の各種事業を実

施しております。３７ページの１番から５番まで、谷塚小の児童がレクリエーションを通して、

利用者の方と交流を深める世代間交流事業、こういったものを実施しております。それから、

４８番のロビーコンサート、こちらは１５回ということで、数多く開催しております。 

 続きまして、３８ページ、川柳文化センターでございます。 

 こちらは、３３番、３６番、音楽関係の団体との連携によりまして、「ギターコンサート」、

「初心者のためのウクレレ教室」を実施いたしました。さらに、３１番でございますけれども、

青柳地域の６町会・自治会の代表者による実行委員会と共催による、第２６回の「地域コミュ

ニティのつどい」を実施いたしまして、地域の皆さんと利用者の方の相互交流を図ったところ

でございます。 

 続きまして、３９ページ、新田西文化センターでございます。 

 こちら、清門小学校と近接しているということもございまして、利用団体の方と協働により

ます、２番の「子どもフリースペース」、それから８番の「放課後教室」、こういった形で子

どもたちの事業を実施してございます。それから、１９番以降、「ＳＫＴ２４」関係の事業と

いたしまして、「高年者学級」、また、「高年者のびのびサロン」、また、「マッサージ・ス

トレッチ体操教室」ということで、高年者の方を対象にした事業を実施いたしました。 

 最後に、４０ページ、新里文化センターでございます。 

 こちらは、新しい施設での初年度ということで、２７番の「オープニング・コンサート」、

それから２８番の「第１回新里文化センターまつり」を開催しております。それ以外、１、２、

３、４番、この辺が谷塚西公民館からの継続事業といたしまして、地域の小中学校の子どもた

ちが、年齢差を超えて交流を図る事業を実施したところでございます。「子どもクラブ」、「子

どもクッキング教室」、「子ども環境学習教室」、こういった事業を実施いたしました。新里

文化センターは新しい館ということで、図書室も充実いたしまして、託児室もできているとい

うことで、小中学生や、乳幼児期のお子さんを抱える親御さんの来館が増えたところでござい

ます。 

 以上が、平成２６年度の各公民館・文化センターにおいて実施いたしました主な事業でござ
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います。なお、詳細につきましては、別添参考資料の平成２６年度公民館事業報告詳細資料を

ご覧いただきたいと思います。 

○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 今、各施設の特徴というか、売りのところを詳しく言っていただいたので、

行ったことがない場所についても、ああ、こういう特徴があるのだというのがよく分かりまし

た。これから進める上で、そういったところを更に押し出して、いろいろなことをやっていく

というのも、住民にとってすごく良いのではないかなと思いました。 

 １点お聞きしたいのですが、中止が何件かあったということでしたが、講師の都合でという

場合、もし、希望者を募っていて、講師の都合でということでトラブルになる場合もあるかと

思うので、その辺の改善、バックアップメンバーだとか、そういったことについてこれから何

か工夫ができるのかなということと、あと、中止の場合、人数が少なくて中止というものもあ

るということで、イベントによってまた違うのでしょうけれども、大体どれぐらいの目安で中

止となってくるのでしょうか。もし具体的なことが分かったら教えてください。 

○説明員 募集をかけて中止の場合は、大体、募集して、応募された方が大体お一人とかお二

人という場合になります。ほとんどマンツーマンになってしまうということで、教室という形

にはなりませんので、その場合は中止をさせていただいている状況でございます。 

○髙木宏幸教育長 講師の都合で中止になる場合の対応については。 

○説明員 講師の都合が悪くなった場合については、計画の段階で検討していくようにいたし

ます。 

○村田悦一教育長職務代理者 １８８の事業についてまとめられて、本当にありがとうござい

ます。私はこれ、まとめることが大事なのではなくて、このまとめをどう生かしていくかとい

うことが大事なのかなと思うのですが、特に、こちらの資料に成果というのが書いてあるので

すが、これは誰が書いたものなのかというか、要するに、参加者が、もっと言えば、これも参

加者にオープンというか、当然なっているとは思うのですけれども、あくまで、内部資料で、

公民館がこれをまとめただけですと、意味がないのかなと。 

 そういう意味では、これを作るときに、本当を言えば、この成果とも一緒に、例えば、みん

なに、それぞれのところで、どんなところがよかったですかと紙に書いたものを担当がまとめ

たのか、あるいは最後のときに参加者がみんなで、１年間やったけれども、何回やったけれど

もよかったのかどうだったのか、そういう形で、事業報告が出てきているのか。それが出てく
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れば、今年度、また、引き続いてとか、新たなものがもっと主体的に、いわゆる草加の文化度

が高まると思うのですけれども、その辺の取り組み方について、ちょっとお伺いしたいと思い

ます。 

○説明員 成果につきましては、事業ごとに参加者の方からアンケートをいただいておりまし

て、それを担当が報告書としてまとめているという状況でございます。 

○村田悦一教育長職務代理者 これは返している。だから、こういうふうですよと、みんな、

参加者の方がこれを知っているのですか。 

○説明員 ただ、参加者の方への周知については、必ずしも十分に行われていないというとこ

ろでございます。 

○村田悦一教育長職務代理者 例えば、私はこれを、各館に置いてもいいと思います。オープ

ンにして、見てもらって、「ああ、他のところではこんなことをやっているのか」という、こ

れは別に秘密でも何でもないと思いますので。ですから、ぜひ、そのような形で、これがいか

せて、より充実した公民館活動になるようにしていただければと思います。 

○説明員 はい。 

○小澤尚久委員 今、村田委員さんの指摘で、例えば、チラシだとかビラとかにする段階で、

去年とか、もし、継続だったらば、「こういう声がありました。ぜひご参加ください」とか、

何か、目に見えるところに示すと、より参加者も分かりやすくなるのかなと感じました。 

○髙木宏幸教育長 それでは、今のご意見を参考にしながら、この報告をぜひ事業の改善に生

かしてほしいと思います。 

○加藤由美委員 沢山の事業を継続されていて、とても大変なこと、ご苦労されていると思い

ます。かなり募集人数より参加希望者が多いときは、人数枠の変更とかをすることはないので

すか。全員参加できるという形でやるのですか。 

○説明員 基本的には、参加募集に関しましては、先着順という形をとっております。ただ、

当日、集まるという場合はなるべく多くの方に参加していただけるよう、配慮しているところ

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１５号報告  平成２６年度歴史民俗資料館事業報告について 

○髙木宏幸教育長 次に、第１５号報告につきまして、細川歴史民俗資料館長より説明させま

す。 
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○説明員 それでは、第１５号報告、平成２６年度歴史民俗資料館事業報告についてでござい

ます。 

 ４４ページ、表紙の次のページの１、管理状況の欄をご覧いただきたいと思います。総来館

者数ですけれども、１万６,２３８人でございます。この数字は昨年より１,８８６人増。これ

は、草加松原が国の名勝指定になりましたことで、来館者が増え、それに伴って、歴史民俗資

料館にもお立ち寄りをいただいた、そういうことでの増加、これが一つの理由と考えておりま

す。また、事業計画のみならず、来館者増を考え、歴史講座、古文書講座、昔遊び大会、市民

句会等を実施してまいりました。その結果、多くの市民の来館者を得ました。さらには、市の

ホームページ、新しく始めましたインターネット上での広報活動、生涯学習情報サイト「まい

ぷれ」、各新聞社の歴史民俗資料館記事掲載、いわゆるＪ：ＣＯＭ（ジュピターテレコム）で

のテレビ放映等、こういったことが功を奏したのかなと考えております。 

 収蔵資料点数でございますが、平成２６年度末で２,６３１点、前年比１５６点の増でござ

います。年度中に古地図、民具、幻灯機等をはじめ、１５６点のご寄贈をいただきました。 

 歴史民俗資料館への社会科見学におきましては、２１校全ての小学校で実施していただきま

した。２,４３３人の利用です。そのほか、職場体験授業といたしまして、市内中学校９校、

４０名の中学生を受け入れました。獨協大学インターンシップにつきましては２名、学芸員実

習につきましては１名の受け入れ研修を行いました。 

 そのほか、草加市の新規採用職員の研修会場として、また、市内小中学校初任者研修の講義

会場として実施をしております。 

 次に、事業開催状況を説明させていただきます。 

 ４４、４５ページにありますとおり、１７件、新規に立ち上げました事業が１０番、１２番、

１３番、１５番、１７番の５件でございます。そのほか、市の文化財防火デーの会場として、

生涯学習課長を中心にしまして、町会、商店街、案内人の会等、地域の協力を得ながら、避難

誘導、初期消火、非常持ち出し訓練、消防署による消火訓練等を実施いたしました。 

 そのほか、添付をさせていただきました資料といたしましては、来館者数の推移、収蔵資料

点数の推移、寄贈資料点数の推移等につきまして、グラフを含めて添付をさせていただいたと

ころでございます。以上です。 

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

します。 

○小澤尚久委員 ８番の企画展、「おくのほそ道の風景地」ですけれども、この期間、かなり
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大勢の方々がいらっしゃってくださったように見受けられます。今後、これを生かしてという

か、おくのほそ道の名勝、松原とのタイアップの計画というか、これを生かした計画というか、

そういったものについて、もしあるようでしたら、お聞かせいただければと思います。 

○説明員 常設展示化というのはなかなか難しいですけれども、常設展示の合間などに関連し

たものの資料展示等、やっていきたいと考えております。 

○小澤尚久委員 常設が難しいというのは、やはりスペース的な問題があるということですか。 

○説明員 限られたスペースの中でどのように表現していくのかというのは、現状では大変難

しいところがありますので、限られた中でも情報をお伝えしていく、あるいは説明をしていく

というようなところで対応していくことになるかと思います。 

○小澤尚久委員 企画展みたいなものを更に工夫していただければと思います。よろしくお願

いします。 

○村田悦一教育長職務代理者 今の説明と、参考資料の中で、入館者数が平成２３年、２４年

と、頭打ちなのかなということで、平成２５年度下がって、また上がったと。１,８８６名に

ついて、国指定とか、あるいはホームページ、ＰＲとか、ますますやっていますから、増えて

いくことが予想されると思います。それは嬉しいことでもありますが、手狭な歴史民俗資料館

にとって、課題がどんどん出てきてしまうのかなとも思いました。 

 これは平成２６年度の事業報告ということですが、当然これは平成２７年度にもつながって

いくわけですが、館長さんとしては、来館者に満足していただけるようなところ、逆に、多く

の方が来て満足していただけなければ、結局、不満というか、がっかりして帰られてしまうの

も残念なのかなと思うのですけれども、その辺については、いかがお考えですか。 

○説明員 ２年目のジンクスといいますか、館職員のメンバーが替わりまして、平成２７年度

は２年目になるわけですけれども、そういった点で、スポーツでも同じようなことが言えます

が、２年目のジンクスに負けないやり方として、事業計画を当初から増やして、かなり過密な

スケジュールで目標値、入館者を確保していくというようなことが、一つの努力点として計画

をしているところです。 

 展示についてどうなのかというところでは、やはり市民の皆さんに喜んでいただける展示と、

あるいは十分詳しく知りたいという一部研究者、あるいは、少し勉強を深めていきたいという

ような方々に満足をいただけるというようなところ、この辺のところを、どんなふうに対応し

ていくかというのが、今後、ますます難しくなってくる状況があるのかなと。先ほどのご質問

にありましたけれども、いわゆる、限られたスペースの中で、どういうふうに表現していくの
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かというのが、やはり、なかなか答えの出ない状況に至っていると感じます。その点は、これ

から創意工夫をしながら、一つ一つ対応していくしかないというところです。 

 また、今後、リニューアルというようなことも計画を練っていくという段階に入っています

ので、その中で、大きな課題については、今後検討して一定の方向性をまとめていくことにな

ろうと思っております。 

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

 

   ◎第１６号報告  平成２６年度中央図書館事業報告について 

○髙木宏幸教育長 次に、第１６号報告につきまして、松川中央図書館長より説明をさせます。 

○説明員 第１６号報告、平成２６年度中央図書館事業報告について説明させていただきます。 

 資料としましては、次の４９、５０、５１、５２、５３ページをご覧ください。まず、中央

図書館は、管理運営事業と図書館情報サービス、この２事業で成り立っております。それぞれ

の事業のうち、昨年度、平成２６年度における主な事業につきまして、その事業報告をさせて

いただきます。 

 まず、管理運営事業でございますが、利用者に快適な利用環境を提供するため、施設・設備

の維持管理及び修繕を行いました。次に、３回の図書館協議会を開催し、図書館運営に関し意

見を伺いました。管理運営事業におきます最も大きな変更点としまして、新電算システムへの

切り替えがございます。新電算システムでは全般的な処理能力の向上を図るだけでなく、移動

端末からの予約申し込みや、利用者自らが利用延長できる機能を設け、一層、業務の効率化と

利用者の利便性の向上を図ったものでございます。 

 続きまして、図書館情報サービスについてでございます。本事業は、大きく６つの事業で成

り立っております。 

 まず、図書館情報サービス、図書館資料の充実の項目をご覧ください。平成２６年度の図書

館資料等に関するデータの報告をさせていただきます。まず、平成２６年度末の蔵書冊数でご

ざいます。合計で６１万３,８８５冊。前年度比較で３,４４２冊の増、比率で０.６％増でご

ざいました。しかしながら、貸出冊数で見ますと、公民館で前年度から９,９１９冊の増が見

られるものの、全体では９万３,９５１冊の減で、１１９万６,５１９冊という状況でございま

した。入館者数につきましては、前年度から５万４,６２３人減の５６万３,６７４人という状

況でございます。このような状況の中で、５１ページをご覧いただきたいと思います。「図書

館資料の充実」の項目中の「郷土資料の整備・充実を図る」という事業においての、いわゆる
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ドナルド・キーンに関連する図書、前年から５４冊増の、現在、１７１冊という状況になって

おります。全体で見ますと、郷土資料としましては２７１冊の増で、合計で１万５,４７８冊

とすることができました。 

 次に、同じく５１ページの次の段の「レファレンスサービスの推進」の項目でございます。

前年から６３３件の減で２万５,８８９件でございますが、この内容は、利用者からよくある

質問事項をあらかじめマニュアル化し、利用者自らが資料を探す手がかりとなるパスファイン

ダーを作成いたしまして、その利用を促進いたしました。その結果、件数的には減となりまし

たが、利用者の利便性を向上し業務の効率化を図ることができたものと解釈しております。 

 続きまして、最後のページ「文化事業の開催」でございます。その中の古本市の開催におけ

る参加者数が、前年に比べて１３６人増えまして、９４９人の参加がございました。当事業が

年々市民の間に定着してきたものと考えられます。 

 最後に、「文化講演会」でございます。こちらは、本年の３月２２日に、多目的ホールを会

場といたしまして、「国指定名勝 おくのほそ道の風景地 草加松原について」という演題で、

松本孝氏を講師に迎え、開催いたしました。ホールのキャパシティが１００人でございますが、

ほぼ満席の９５人の聴衆が入り、盛況のうちに開催できたものと考えております。以上、中央

図書館の平成２６年度の事業報告でございます。 

○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。 

○村田悦一教育長職務代理者 参考資料でもいただいていますが、図書館情報サービスの５番、

サービスコーナー、地域開放型図書館で、特に、市内の２１小学校に、２週間に１回、２時間

巡回して、業務を行ってというのが、昨年度比でいうと３万冊、１６.１％も減少になってい

ますね。その下の、西町、川柳、高砂の地域開放型の４.９％というか、７６９冊減というこ

とですが、特に上のほうの各小学校での巡回で３万冊も減ってしまっている原因とか、何かそ

の辺の状況が分かれば、教えていただければと思います。 

○説明員 限られた日にちで、かつ、１０時から４時までという時間の制約の中で、職員が出

向いて対応をするわけですけれども、なかなか周知が図られていないことと、開設する時間帯

では、借りにくいのではないかと考えております。こちらの課題については図書館協議会でも

指摘をいただき、日数をもう少し増やすことができないのか、あるいは時間帯を延ばすことは

できないのか、様々なご意見をいただいているところでございます。そのような状況の中で、

現在、利用者増加についての有効な方策を、検討しているところでございます。 
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○村田悦一教育長職務代理者 特に小学校は、私も現場にいたのですけれども、学校行事等の

ため調整しても開設時間は２時間ということになってしまうと思います。低学年の生徒を中心

に借りていくのですけれども、学校との連携をよくとりながら、子どもたちが借りやすいとい

うか、利用しやすいような形でぜひ進めていただければと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○小澤尚久委員 この詳細資料に、年々の貸出数とか、あと、利用者数が減っている統計が出

ていますが、その要因として挙げてくださっているのが、社会的な活字離れとか、そういう問

題とかを挙げられているのですけれども、それに対して何か、決定的なというのはなかなか難

しいとは思うのですけれども、少しずつでも何かアップしていこうというか、より本を好きに

なってもらうというような計画がもしあったら、教えていただければと思います。 

○説明員 ご指摘のとおり、要因として考えられる活字離れは、社会的な要因ですので、草加

だけに限ったことではないですけれども、その中で、一つ言えるのは、やはり図書の新陳代謝

の問題があるのかなと考えております。利用者が検索して、草加の中央図書館にどういう本が

あるのか、自分の読みたい本があるのかどうか、その中で、もし、ないという場合は、よその

図書館に流れていってしまうという分もございますので、どういうトレンドの図書が読まれて

いるのかという、アンテナを高くして、その辺の情報を集めて、いわゆる図書の数だけではな

くて、内容の刷新も図っていかないといけないのかなと考えております。 

○加藤由美委員 ３月２２日に行われた講演会に９５人の参加とありますが、年齢層とか、も

し分かるなら教えていただけますか。 

○髙木宏幸教育長 今井教育総務部長。 

○今井教育総務部長 たまたま私、参加をさせていただきましたけれども、やはり、テーマが

テーマでございましたので、若干、年齢層は高いというところでございます。 

 また、当日は松原左岸で、Ｂ級グルメのイベントがございまして、もしかしたらお若い方は

Ｂ級グルメの方においでになったのかもしれません。講演会は、おくのほそ道、名勝指定とい

うようなテーマでございましたので、若干、中央図書館のホールは年齢層は上でありました。

ただ、そうは言いましても、２０代の方も何人かはいらしたのは事実です。 

○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１７号報告  草加市立学校職員の人事評価に関する苦情処理実施要綱の 

            一部を改正する要綱の制定について 
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○髙木宏幸教育長 次に、追加提出をいたしました第１７号報告について、川﨑学務課長に説

明させます。 

○説明員 草加市立学校職員の人事評価に関する苦情処理実施要綱の一部改正について報告

させていただきます。平成２７年３月２０日付け教県第１２６０号で、埼玉県教育委員会教育

長からの通知で、埼玉県市町村立学校職員の人事評価実施要領の一部が改正されたことに伴い、

苦情処理実施要綱の一部が改正されました。それを受けまして、草加市立学校職員の人事評価

に関する苦情処理実施要綱の一部を改正するため、参考資料の「新旧対照表」にありますよう

に、平成２７年４月１日付けで実施要綱第２条に「チームワーク行動評価」を追加いたしまし

た。以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今説明をさせましたけれども、「チームワーク行動評価」と言っても、

委員さんには分からないと思いますので、概要で結構ですのでもう少し詳しくお願いします。 

○説明員 もしよろしければ、リーフレットを印刷してまいりましたので、お渡ししてもよろ

しいでしょうか。 

○髙木宏幸教育長 手許にありますか。 

○説明員 はい。 

○髙木宏幸教育長 今、お手元に配付いたしました資料に基づいて、改正の概要を簡潔に説明

してください。 

○説明員 はい。それでは、「改正に当たって」の中で、２行目、学校は、個々の教職員だけ

でなく、学年、教科、分掌など、集団としての活動が多く、チームワークによって子どもたち

への教育活動を行っています。今後は、教育活動の経験の伝承、蓄積に積極的に取り組むなど、

学校組織全体が一つのチームとして力を発揮することが一層求められる時代になりました。学

校組織全体のチームワークを高め、教職員一人ひとりがそれぞれの学校の担い手として、自信

と誇りをもって、埼玉教育を推進していくものです。 

 裏を見ますと、先生方の自己評価シート、真ん中、やや下のところに、チームワーク行動評

価が、左、中、右と３段になっているように見えます。この左側のところが１０年目の先生、

真ん中が２０年目までの先生、右側が２１年以上の先生で、キャリアによってチームワークの

ねらいが違います。それに向けて、先生たちが丸を記入して、今年度はその項目のチームワー

クを努力していこうというところでございます。以上でございます。 

○村田悦一教育長職務代理者 県から２７年度、今年度から出るということは、裏を返すと、

学校経営というのか、学校の中ではチームワークがとれていないという、何かそういう評価な
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り反省が具体的に出てきていたのでしょうか。また、学年では２クラスの学年なんかがあると、

２クラスでもチームにはならざるを得ないと思うのですけれども、そういう意味ではなかなか

チーム意識が難しいのかなと思います。実際に、そういうことを踏まえて、草加市では、課長、

前年まで校長としてご活躍いただいたわけですので、学校現場ではその辺のチームワークの状

況とか、その辺はどういうふうに認識をされていたのか、お話しいただきたいと思います。 

○説明員 学年ごとに主任を中心にして動いていますけれども、やはり学校全体で一つの目標

に向かって、何かを作っていこうという、団結というところは、個々の力に頼っているところ

がありました。学校長がこういう目標にしていこうとしたときに、一人ひとり仲がいいとか、

和気あいあいやっているということではなくて、もう少し、前向きに、こういうやり方がある

のではないかということを企画委員会、また、職員会議等で広めていったときに、チームワー

クを発揮してくれる教員が増えればいいということです。 

○村田悦一教育長職務代理者 青木副部長さんにお伺いしたいのですが、学校ではそういう形

で、例えば、チームワークとしての人事評価があるわけですけれども、市でも、課とか、そう

いうものはやっぱりあるのでしょうか。あるいは、ないのか。 

○説明員 草加市においても職員の評価というのは人材育成システムという中で行われてお

りますが、項目として、チームワークというのはございません。ただ、上司が評価する場合は、

当然、この着眼点というのは非常に重要であるということは、管理職は誰もが捉えていること

です。 

 

○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。 

○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５回定例会につきましては、 

５月１９日火曜日、時間は午後１時から、場所は教育委員会会議室でお願いしたいと思います。 

 併せまして、当日は、午後３時から、第１回の総合教育会議を、開催させていただく予定で

ございます。定例会に引き続いての会議となりますが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 

   ◎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。 
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午後２時５０分 閉会 


