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平成２８年草加市教育委員会第４回定例会 

 

                   平成２８年４月２１日（木）午後３時から 

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

 

○議 題 

     第２２号議案  草加市特別支援教育就学奨励費支給要綱の制定について 

     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  草加市立小中学校の学校医等公務災害補償認定委員会委員の委

嘱について 

     第２５号議案  県費負担教職員の人事に関する内申について 

     第１４号報告  草加市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則の制定

に係る専決処理の報告について 

     第１５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１６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 

     第１７号報告  草加市立学校職員の苦情の申出取扱要領の一部を改正する要領

の制定について 

     第１８号報告  平成２７年度公民館事業報告について 

     第１９号報告  平成２７年度歴史民俗資料館事業報告について 

     第２０号報告  平成２７年度中央図書館事業報告について 

     第２１号報告  職員の人事に係る専決処理の報告について 

     第２２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 

 

○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 



- 2 - 

 

 

○説明員 

       教育総務部長   今  井  規  雄 

       教育総務部副部長   三  浦  伸  治 

       教育総務部副部長   青  木   裕 

       総務企画課長   伊  藤  寿  夫 

       学 務 課 長   関  根  秀  一 

       教育支援室長   山  根   明 

       子ども教育連携推進室長   嶋  田  弘  之 

       中央公民館長   鈴  木  裕  之 

       歴史民俗資料館長   細  川  昭  二 

       中央図書館長   松  川  令  久 

        

 

○事務局 

       書    記   飯  野  光  政 

                山  岸   亮 

 

 

○傍聴人   １人 
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午後３時 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４回定例会を開催いたします。 

 

○髙木宏幸教育長 初めに、４月１４日に発生しました平成２８年熊本地震で犠牲になられた

方々に対しまして、哀悼の意を表するために、皆様方とともに黙とうを捧げたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

（黙とう） 

 

○髙木宏幸教育長 ありがとうございました。 

 

◎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４件、報告が９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、通常は議案番号順に審議するところでございますが、本日追加提出しました第２５号
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議案につきましては、人事に関わる事柄でございますので、順番を先に入れ替えて秘密会にて

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２５号議案  県費負担教職員の人事に関する内申について 

○髙木宏幸教育長 それでは、第２５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。 

 

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２５号議案につきましては、審議の結果、可決となりました。 

 

   ◎第２２号議案  草加市特別支援教育就学奨励費支給要綱の制定について 

○髙木宏幸教育長 次に、第２２号議案につきまして、教育支援室長より説明させます。 

○説明員 第２２号議案についてご説明させていただきます。 

 草加市特別支援教育就学奨励費支給要綱の制定についてでございます。 

 提案理由は、草加市特別支援教育就学奨励費の支給事務について、透明性の向上を図るため、

該当支給事務に関し必要な事項を定める必要を認めたためでございます。 

 草加市特別支援教育就学奨励費支給要綱（案）につきましては、別添のとおりでございます。

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。 

○村田悦一教育長職務代理者 前後の規定に関わらず、草加市教育委員会が特に必要と認める

ものについてはということで、参考資料でも、アとイで２つあり、特に必要と認めるものにつ
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いては支給対象とすることができるとのことですが、これは、どういうことを想定しているも

のでしょうか。 

○説明員 特に必要と認めるものとしましては、現状で特定される条件に該当するものではな

く、国の特別支援教育就学奨励費補助交付金要綱が、年度途中で支給対象者について追加、ま

たは変更があった場合に、その追加、変更に対応することを想定しました。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。 

 それでは、第２２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２２号議案については、可決といたします。 

 

   ◎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、教育支援室長より説明させます。 

○説明員 第２３号議案についてご説明をいたします。 

 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、障がいがあると思われる児童・生徒及び就学予定児に係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関することについて、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。 

 諮問事項は、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でございます。 

 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就学に係る教育

的支援でございます。 

 答申期限は、平成２９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、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

 なければ、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） 
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○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２４号議案  草加市立小中学校の学校医等公務災害補償認定委員会委員 

            の委嘱について 

○髙木宏幸教育長 次に、第２４号議案につきまして、学務課長より説明させます。 

○説明員 それでは、第２４号議案の説明を申し上げます。 

 小中学校の学校等の公務災害補償認定委員会委員の委嘱についてでございます。 

 提案理由ですが、小中学校の学校医等公務災害補償認定委員会委員のうち、増田政夫委員が

人事異動となり、３名のうち１名の欠員が生じました。そのため、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に関する条例第４条により、春日部労働基準監督署長か

ら推薦を受けました宮尾努副署長を新たな委員として委嘱するものです。 

 任期は、後任の残任期間である平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日となります。

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、第２４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２４号議案については、可決といたします。 

 

   ◎第１４号報告  草加市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則の 

            制定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１４号報告につきまして、学務課長より説明させます。 

○説明員 それでは、第１４号報告をさせていただきます。 

 草加市立小・中学校職員服務規定の一部改正についてでございます。 

 埼玉県立学校職員の服務規定の一部改正に伴い、本市においても、草加市立小・中学校職員

服務規定の一部を改正したものでございます。介護休暇分割の拡大、併せて文言の所要の整備

を行うものでございます。以上でございます。 
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○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 上限が２回から３回に拡大されたということですが、３回に拡大することに

よって今までより休暇について配慮できる対象になる職員というのは、結構出てくるものなの

でしょうか。 

○説明員 介護休暇は、年間として通算６月以内の範囲で取得できる制度です。それが２回か

ら３回に増えたということで、これから取得する職員にとっては取りやすくなる制度になるか

と思います。また、取得する職員もこれによって増える可能性がございます。 

○小澤尚久委員 今までは、上限が２回だったことによって介護休暇が取れずに不便をしてし

まったという事例も実際にあったのでしょうか。 

○説明員 そのような事例はございませんが、拡大することによって職員はより取得しやすく

なるかと思います。 

○小澤尚久委員 事前にそういうことが配慮できるような制度になったということでよろし

いですか。 

○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。 

それでは、第１４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１４号報告については、承認といたします。 

 

   ◎第１５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１５号報告につきまして、学務課長より説明させます。 

○説明員 第１５号報告をさせていただきます。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、小学校教諭１件、育児休業復帰につきましては小学校教諭１件、中学校

栄養職員が１件。休職は小学校教諭が１件。退職は、小学校教諭１件です。 

 次に、欠員補充、代替の発令を報告いたします。まず、欠員補充ですが、小中教諭１件ずつ

でございます。代替は小学校育休代員が１件、小学校休職代員が２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
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します。 

○村田悦一教育長職務代理者 ３月１日から末までという形なので、時期的に長いわけですが、

退職が小学校１件で、欠員補充は小学校と中学校で１件ずつ２件ということは、この欠員補充

は退職の部分と一致するのか。中学校の欠員補充はいつ退職した教員の欠員補充なのか、ご説

明願います。 

 それから、休職も同じように、小学校１件ですけども、代員が２件ついていますので、授業

等に支障がなかったかということをお聞かせいただきたいです。 

○説明員 休職を取られた教員の代員が１件、もう１件は休職の代員が任期満了いたしまして

任期期間をさらに更新したものでございます。 

 次に、退職は、発令の代員と同一ではございません。臨任の退職につきましては自己都合で

の退職となっております。 

 小学校の欠員は、これも任期満了に伴って任期の更新ということで進めさせていただいてお

ります。 

○村田悦一教育長職務代理者 今年度が始まりまして、おそらく多くの欠員が出て、臨任が充

てられていると思うのですが、現時点で定数の中で、人を充てられないような状況があったら

困りますが、そういったことはいかがでしょうか。 

○説明員 現在、欠員は中学校で１件ございます。この１件は、急遽４月５日に転入がござい

まして、中学校１年生なのですが、特例から標準になったということで、定数１がまだ欠員で

入っておりません。ただ、特例で学校としても進めていましたので、授業等には今のところ支

障はございません。 

○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１５号報告については、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１５号報告については、承認といたします。 

 

   ◎第１６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 

   ◎第１７号報告  草加市立学校職員の苦情の申出取扱要領の一部を改正する 

            要領の制定について 
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○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。 

 初めに、第１６号報告及び第１７号報告は関連しておりますので、一括して報告したいと思

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１６号報告及び第１７号報告につきまして、学務課長より説

明させます。 

○説明員 それでは、第１６号報告及び第１７号報告を併せて報告させていただきます。 

 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及び草加市立学校職員の苦情の申

出取扱要領の一部改正について報告させていただきます。 

 平成２８年４月１日付け教県第９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、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及び草加

市立学校職員の苦情の申出取扱要領の一部を改正いたしました。 

 参考資料、新旧対照表をご覧ください。 

 今まで評価結果のみの苦情対応でしたが、新たに評価区分の苦情対応が追加されます。併せ

て、他の手続の書式につきましても新設されました。その様式につきましては、その書式を載

せております。その他、文言の所要の整備を行うものです。本年度より、給与等に反映される

こととなります。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。 

○小澤尚久委員 この審査会というのは、どのような形でどんな人員でされるのか、教えてく

ださい。 

○説明員 今年度は、電話の受付から苦情申出の書式がありますので、それに記入していただ

いて、市教委に提出していただきます。市教委で審査委員会を設けます。その審査委員会には、

市教委の指導主事等が当たります。それで審議をしていただいて、ご本人にフィードバックす

るという制度になります。 

○村田悦一教育長職務代理者 給与に反映とのことですが、一番大事なのは職員一人ひとりに、

この制度改正の内容が伝わるということです。それがないと、場合によっては問題が起こると
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思います。職員への周知、教育委員会からおそらく校長会議を経て、という形になると思うの

ですが、その辺はどういう形で今進められていますか。 

○説明員 職員の周知につきましては、昨年度も人事評価の説明会ということで、管理職を対

象に説明させていただきました。今年度は、４月１４日に県から人事評価についての説明がご

ざいました。それを受けて、４月２６、２７日に、管理職を対象にした説明会をこちらで設定

いたしました。その中で、県教委から説明を受けたこと、そして教職員にリーフレットを使い

ながら、職員会議等で必ず職員に徹底通知をしていく、伝達をしていくということで進めてお

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１８号報告  平成２７年度公民館事業報告について 

○髙木宏幸教育長 次に、第１８号報告につきまして、中央公民館長より説明させます。 

○説明員 それでは、第１８号報告についてご説明申し上げます。 

 平成２７年度公民館事業は幅広い世代に生涯教育の機会や場を提供するため、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つの区分により事業を実施し、

全６館で当初に計画した１７３事業から２１事業増の１９４事業を実施いたしました。事業数

の対前年度比は６事業増となっております。 

 公民館６館共同事業といたしましては、ＳＫＴ２４推進事業の一環としての地域はつらつ元

気体操教室やスポーツ吹矢体験教室、夏休み期間に子どもたちを対象とした伝統文化教室、こ

れは主に茶道になります。それから、公民館・文化センターまつりを実施し、そのほか各地の

特性を生かした特色ある事業を各館で実施したところです。 

 次に、各館の主な事業についてご報告させていただきます。未実施事業につきましては※印、

新規事業につきましては◎印で表示しております。計画した事業中４事業が未実施となってお

りますが、理由は講師の先生の都合によるもの２事業、参加希望がなかったものが２事業とな

っております。 

 それでは、中央公民館でございます。 

 中央公民館では、全３０事業を実施いたしました。青少年事業として平成２４年度から実施

しています「元気に育て草加っ子めざせスーパーキッズ」は、音楽に触れ、演奏活動へのきっ

かけづくりを目指す事業でございますが、全５回という短期間の講座でも受講者と指導者によ

るミニコンサートを開催できるようになるなど、大変人気な講座となりました。 
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 また、高年者事業の新規事業として実施いたしました「地域はつらつ元気健康体操教室」は、

申し込み初日に定員いっぱいになり、全８回の講座を通して大変好評でした。今後も継続して

まいりたいと思います。 

 また、本館図書室のボランティア活動をしていただいている、ともだち文庫運営委員会との

共催で「にじいろタイム」事業、草加子育てネットワークとの共催で「ホッと一息『子育てサ

ロン』」を実施するなど子育て支援の事業を展開し、沢山の方のご参加をいただきました。 

 次に、柿木公民館でございます。 

 柿木公民館では、全２２事業を実施いたしました。市内では豊かな自然を残す柿木地区の地

域特性を生かし、野鳥の観察を通して柿木の自然を学ぶ「自然観察教室」、夏休みと冬休みの

２回、「星空観察教室」を本年も開催し、大好評でした。 

 また、新規事業として柿木在住の子どもたちの目線で地域の様々な情報を発信する「柿木こ

ども新聞」を年４回発行し、地域の方々に喜ばれています。 

 次に、谷塚文化センターでございます。 

 谷塚文化センターでは全５０事業を実施いたしました。谷塚小学校との複合施設という特性

を生かし、小学生対象の「谷塚少年少女合唱教室」「こどもわくわく教室」「夏休みサイエン

ス教室」「伝承遊び教室」など各種事業を実施いたしました。中でも本年の新規事業として小

中高大学生の世代間交流事業として開催した「夏休みお化け屋敷大会」は７日間の開催中、大

変盛況でした。 

 また、ロビーコンサートを１６回開催し、沢山の方に聴いていただき、好評でした。 

 次に、川柳文化センターでございます。 

 川柳文化センターでは、全３２事業を実施いたしました。本年も青柳地域の６町会・自治会

の代表者による実行委員会との共催による「第２７回地域コミュニティのつどい」を実施し、

地域の皆さんとセンターの利用者団体の方々が音楽、ダンス、演芸などの発表会などを通して

相互交流を図りました。 

 また、夏休み子ども体験教室として１４教室を開催、また新規事業として「子ども職業体験

見学会」を開催し、ＪＡＬ機体整備工場を見学させていただきましたが、普段体験できないこ

とができたと大変好評でした。 

 次に、新田西文化センターでございます。 

 新田西文化センターでは全３１事業を実施いたしました。特に高年者事業として実施してい

る「ＳＫＴ２４高年者のびのびサロン」「ＳＫＴ２４高年者学級」、同じく「ＳＫＴ２４マッ
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サージ・ストレッチ体操教室」などが好評で、沢山の方々にご参加いただきました。 

 また、「子どもサマーランド」「チャイルドクッキング」など夏休みの子どもを対象とした

教室を７教室開催し、いろいろな体験をするとともに、地域の方々との交流ができました。 

 最後に、新里文化センターでございます。 

 新里文化センターでは全２９事業を実施いたしました。「子育て学級」「すくすくクラブ」

「のびのび広場」「助産師さんと楽しいサロン」など、小さなお子さんを持つ親御さんを対象

として、同じ子育ての悩みを持つ親同士の交流や親子一緒に楽しむ機会を提供する事業を展開

し、好評を得ています。 

 また、新規事業として実施いたしました「地域いきいき健康体操教室」は、従来から実施し

ている高年者事業「ＳＫＴ２４高年者学級」や「ＳＫＴ２４いきいき楽集クラブ」同様、人気

の講座となりました。 

 以上が、２７年度各公民館・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います。

なお、詳細につきましては別添の第１８号報告参考資料の平成２７年度公民館事業報告詳細資

料をご参照いただくようお願いいたします。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 先月、すでに平成２８年度の事業計画についてご説明をいただ

いて、その後で今回、平成２７年度事業報告としてこういうことがありました、とご説明いた

だいたわけです。学校評価の場合も、当然、本来は３月で終わりであるところ、１２月、１月

ぐらいで年度の反省、評価をして、次年度の計画を立てています。当然、今の報告内容は平成

２８年度の事業計画に生かされていると思いますが、改めてＰＤＣＡのサイクルに則っている

のかどうかをお伺いしたいと思います。 

○説明員 なかなか結果が、１月、２月に出ていないものもありますし、事業ごとに終了した

段階でアンケートを取らせていただきまして、その結果はある程度次年度の計画に反映させて

いただいていますので、少しは結果が生きてきているかなとは思っていますが、まだまだ足り

ない部分もあるかと思います。今後は、館長会議等で実績を生かしていきたいと思います。 

○小澤尚久委員 夏休みを中心に「青少年事業」ということで、子どもたちが様々なところで

参加しているという現状を見せていただいて、すごくいいなと思っているところです。 

 需要は沢山あると思います。平成２８年度もある程度主要な事業は固まっていると思うので

すが、プラスアルファとして、継続的な、子どもたちの活動を保障するような、そういう講座
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についても、これからさらに考えていただけると、より子どもたちも張り合いをもって公民館

の事業に参加できるのではないかなと思いますので、ぜひ今後とも、よろしくお願いいたしま

す。 

○説明員 夏休み等の事業につきましては、さらに充実をしたいと考えておりますので、平成

２７年度に実施したものについては、ほぼ平成２８年度も実施するような形になっております

ので、さらに発展させていきたいと思います。 

○小澤尚久委員 例えば、普段の土曜日等に継続できるようなものを、さらに工夫していって

いただけると、きっと楽しい講座になるだろうと思いました。よろしくお願いします。 

○説明員 土曜日、日曜日、あるいは放課後についても、今後検討してまいります。 

○髙木宏幸教育長 今、お話に出ましたＰＤＣＡサイクルですが、当然、前年度実施した状況

を踏まえて今年度の計画を立てていると思います。正式な形での、年間を通じての報告は現時

点であったとしても、当然、作成するときには、前年度の事業状況を見て、当然、それを生か

す必要があると思います。また、土曜日については、今年度から土曜授業を５回行いますが、

子どもたちの豊かな体験という中で、これについても今後土曜日等の教育活動検討委員会で検

討し、公民館事業とタイアップしながら進めていくことになろうかと思いますので、そのあた

りも十分研究していただきたいと思います。 

 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１９号報告  平成２７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１９号報告につきまして、歴史民俗資料館長より説明させます。 

○説明員 第１９号報告、平成２７年度歴史民俗資料館事業報告についてでございます。 

 １番の管理状況をご覧ください。来館者数でございますが、１万６,７６３人でございます。

この数字は、昨年より５２５人の増でございます。これは、新たな各種講座・行事等を積極的

に企画しましたこと、また、企画展講座、各種講習会等、内容を創意工夫してまいりました結

果と考えます。加えて、東武鉄道、あるいは文化観光課等が開催いたしました「おくのほそ道

の風景地 草加松原散策ハイキング」など、大きなイベントがありましたことも、来館者が増

加した一因と思います。さらには、市のホームページやインターネット上での広報活動、各新

聞社による歴史民俗資料館の記事掲載、ジェイコムでのテレビ放映等、こういったものが功を

奏したのかと捉えております。 

 次に、収蔵資料点数ですが、平成２７年度末で２,６７１点、前年度比４０点の増でござい
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ます。年度中に、歴史資料や民具等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をしていただき

ました。２,１９２人ということです。 

 その他、中学生の職場体験事業といたしまして、市内中学校９校、４０人の受け入れをいた

しました。インターンシップ２人、学年実習４人の受け入れ研修を行っております。 

 次に、２番目の事業開催状況、一番下をご覧いただきたいと思います。 

 総事業数１９件、昨年度新たに立ち上げたものが２番、４番、１４番、１９番の４件でござ

いました。その他、資料館では、町会、商店会、案内人の会等の地域との連携協力を図ってま

いりました。 

 その他のことにつきましては、第１９号報告の参考資料をご参照いただくようお願いいたし

ます。また、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いては、グラ

フ等を添付させていただいたところでございます。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 以前、館長さんに資料館を案内していただく機会がございまして、こん

なにいいところをもっと市民に広めなければと、つくづく思って帰ってきましたが、ここでの

来館者数のカウント方法について確認させてください。 

○説明員 受付簿を置きまして、市内、県内、それ以外、都内とか全国いろんなところからと

いう区分、それから年齢区分、それと初めての来館か２回目以降かというようなことについて

記載をしていただいての実績でございます。 

○宇田川久美子委員 受付簿はどこに置いているのですか。 

○説明員 受付の窓口です。入ってすぐ右の事務室の前に置いてあります。 

○宇田川久美子委員 それは、必ずそこで受付をしないと中に入っていけないのですか。 

○説明員 はい。実は、空間センサーを付けておりまして、入口から人が入った場合、事務室

で空間センサーが働くようになっております。必ず事務室から職員が出たり、あるいは素通り

した場合にはお声がけをしたりして、受付をお願いしております。 

○加藤由美委員 ありがとうございますと言いたいです。来館者数も増加していましたし、皆

さんがすごく苦労されて色々と考えた結果が出ていて、小さな子どもからお年寄りの方まで利

用されていて、こういった評価が出たということについて、ありがとうございますということ

と、引き続きよろしくお願いいたしますと言いたいと思います。 
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○村田悦一教育長職務代理者 今も出ましたように、来館者数は増えています。これをもっと

増やすには、おもてなしの精神というか、私も行ったときに、ボランティアで説明をしてくれ

る方がいたと思うのですが、今は何人ぐらいの方が、どういう形で関わっているのでしょうか。 

○説明員 館の中は、基本的に職員が説明をいたします。以前は違いましたが、団体さんと草

加宿案内人の会の方が一緒に入られることもあり、そういった際に聞かれればお答えしたりす

ることもありますが、基本的には職員が対応させていただいております。ご質問では、おそら

くボランティアのご説明の方ということですが、それはこれからの準備ということになります。 

○村田悦一教育長職務代理者 ２０２０年に向けて外国人の方も来られるかと思います。小学

生が社会科見学、中学生でも３ＤＡＹＳ等で来たときに、夏休みにボランティアで草加の歴史

とか松並木について知ることができる講座も必要になるかもしれませんが、さらに市民参加と

いうか、そういったところも取り組んでいくともっとよくなるのかなと思いますので、よろし

くお願いします。 

○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２０号報告  平成２７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２０号報告につきまして、中央図書館長より説明させます。 

○説明員 それでは、平成２７年度中央図書館事業報告についてご説明申し上げます。 

 中央図書館の管理運営事業と図書館情報サービス、大きく分けて、この２事業について報告

させていただきます。 

 まず、管理運営事業でございます。実績の欄ですが、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。特に、平成２８年３月１日から１０日にか

けての館内整理期間中に排煙窓、空調設備、照明器具の修繕を集中的に行いました。その他、

緊急対応としまして、２階の自動ドア開閉用センサー、トイレ便器の排水の詰まり、照明スイ

ッチ等の修繕、あと、公用車のタイヤ交換等を行いました。 

 同じく実績で図書館協議会についてでございます。３回開催し、図書館運営に関し、様々な

意見を頂戴いたしました。特に、第２回目では、足立区立舎人図書館における指定管理による

運営内容の視察を行いました。委員さんからは、舎人図書館の読書活動推進のための色々な取

組が大変参考になったという意見が寄せられました。 

 次に、図書館情報サービスについてでございます。まず、図書館資料の充実で、平成２７年

度の図書館資料に関する各種報告をさせていただきます。 
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 まず、平成２７年度末の蔵書冊数でございます。中央図書館・公民館・サービスコーナー・

地域開放型図書室を合計いたしまして６１万３,０００冊、前年度から８８５冊の減、比率で

０.１％の減でございました。若干の減でしたが、６１万冊の蔵書冊数は維持できたものと考

えております。 

 次に、貸出冊数につきましては、同じく合計で１１８万９,３４７冊、こちらは前年度から

は７,１７２冊、０.６％の減でございました。 

 しかし、その中で公民館だけを見ますと、１１万２,７２１冊で、前年度からは５,３０５冊、

４.９％の増加が見られました。 

 これは、引き続き公民館の利便性が高いこと、特に、昨年度は、柿木公民館の図書の一部を

入れ替えたことにより、その効果があったものと考えております。 

 次に、入館者数につきましては、５５万４,７１３人で、前年度からは８,９６１人、１.６％

の減という状況でございます。こちらは、相変わらずの減少傾向が続いておるということでご

ざいます。 

 「郷土資料の整備、充実を図る」及び２番目の「ドナルド・キーン及び平和等の独自コーナ

ーの整備、充実を図る」の欄でございます。郷土資料の蔵書数が１万５，７６０冊、一番上の

上段の部分です。前年度から２８２冊、１.８％の増でございました。ドナルド・キーン、芭

蕉、水、平和関連では４,６５２冊、前年度から７５冊、１.６％の増でございました。ドナル

ド・キーンコーナーに限って見ますと、前年度から２９冊増の２００冊でございます。 

 次に、「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」でございます。 

 市内２１小学校内に開設するサービスコーナーの貸出冊数が１５万８,５６８冊で、前年度

から２,２２４冊、１.４％の減でございました。こちらも減少傾向が続いております。今後、

図書の入れ替えや開設の時間帯、回数等を検討するとともに、市民及び学校側への周知も一層

努めていく必要があると考えております。 

 これに対しまして、地域開放型図書室の貸出冊数でございます。１万５,４４４冊、前年度

より５１４冊、３.４％の増でございました。 

 続きまして、「文化事業の開催」でございます。 

 事業概要で、大きく分けまして８事業を展開したところでございます。各詳細事業等は、実

績に記載しております。それぞれの参加人数で、増減がございます。増えたものといたしまし

ては、ビデオ上映会、一番上の項目でございます。これが６８４人で前年度から４４人の増で

ございました。次の木曜シアターが７４３人で１３人の増、同じページの下段の親子寄席でご
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ざいます。夏と新春の合計で７１人の増を見ることができました。その下の人形劇でございま

す。こちらも、夏冬合計で３５人の増を見ることができました。 

 次に、「ギャラリーを使用して展示を行う」の欄でございます。昨年度５回から、平成２７

年度は８回開催することができました。 

 これに対しまして、減となった事業でございます。職員とボランティアによる読み聞かせ事

業でございます。職員による読み聞かせが６１人減の１,２５６人、ボランティアによる読み

聞かせが６５人減の２,３５７人でした。これは、予約制ではなく、その日の来館者に館内放

送等で呼びかけて参加してもらうものなので、その日の来館者数にかなり影響されるものと考

えております。 

 そして、古本市でございます。平成２７年度は７９１人でございました。これは、その前の

年から１５８人の減ということでございます。古本市につきましては、冒頭申し上げましたよ

うに、年度によりかなり参加者数に増減が大きいということもありまして、内容自体は開館以

来１５回ということで、根強い人気があるものということで考えております。 

 また、平成２７年度は、中央図書館開館１５周年記念に当たりましたので、文化観光課と共

催で「昭和村展示会」及び昭和村を舞台にした映画「ハーメルン」を上映し、２日間で１２０

人の参加者がございました。 

 文化事業につきましては、人気の催しは盛況で、多くの参加者にご来館いただいているもの

でございます。特に、ビデオ上映会とか木曜シアターは安定的に、いつも楽しみにして来てい

ただいている方もいらっしゃいますので、今後とも、内容を吟味しまして、男女問わず、あら

ゆる年齢層の方に来ていただけるよう、他の文化事業についても企画してまいりたいと考えて

おります。 

 以上、中央図書館の平成２７年度の事業報告でございました。 

○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 蔵書冊数が若干減っているということなのですが、除籍冊数というのは、

破損とか紛失とかでない場合は、どういう場合に除籍となるのですか。 

○説明員 図書の受け入れと除籍につきましては、司書が担当しております。草加の蔵書の内

容、ジャンル等を検討しまして、当然、古くなったもの、そういったものは除籍の対象になり

ます。その他、新しい、改訂されたものが出たとか、そういうものを勘案しまして、司書が選

書、あるいは除籍しているということでございます。 
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 あと、蔵書冊数が若干減になったことでございますが、これは、時期の捉え方がございます。

発注の時期と納品の時期、例えば３月に発注して４月に納品があった。そうなると、次の年度

で請求書が来て支払いになりますので、そういう年度の切り替えの時の発注をカウントするの

に少し増えたり減ったりするということなので、そういう誤差の範囲内と理解しております。 

○宇田川久美子委員 では、蔵書が減ったということではないのですか。 

○説明員 はい。６１万冊の、一定のレベルは維持されています。 

○村田悦一教育長職務代理者 今の除籍冊数のところで、この除籍本がリサイクル本とイコー

ルなのか、このリサイクル本というのは除籍冊数とはまた違うところの本が出てくるのか、そ

このところの説明をお願いします。 

○説明員 基本的には、除籍された本でリサイクル可能なものをとっておきます。それに、年

間４，０００から５，０００冊の寄贈分がございます。その中で、図書館の蔵書として適当な

ものや蔵書とするのが少し難しいものを分けて、リサイクル可能なものはそちらもまた古本市

に加えています。それらを合計したものでございます。 

○村田悦一教育長職務代理者 入館者数が１.６％減とのことでした。実は私、３月に春日部

の中央図書館を利用した際に、近隣に駐車場があって、１時間１００円のところ、４月からは

図書館で券をもらうと、その１００円が無料になる仕組みになっていました。草加の中央図書

館も、駅に近いですけれど、駐車場は、図書館に行くと無料になるのでしょうか。利用者を増

やすために無料にすることもないと思うのですが、やはり利用する者としては、たまたま３月

は１００円で何回か払ったけど、４月からは払わなくていいとなると、もっと来ようかなとい

う気持ちに、純粋になったのですが、現実に草加の駐車場の利用状況はいかがでしょうか。 

○説明員 ご指摘のとおり、本館は設計当時から、駅に近いということで、駅からの利用者を

見込んでいますので、独自の駐車場は設けてございません。ハーモネスタワーの駐車場、東武

ストアの２階、３階に当たります。そこは、図書館の駐車場を兼ねておりますが、有料です。

３０分２５０円で、その後は追加料金がかかります。障がいのある利用者につきましては、障

害者手帳や療育手帳を提示していただくことで、基本的には、下肢障害者等を中心に免除の措

置をとらせていただいています。 

○村田悦一教育長職務代理者 サービスコーナーという形で、特にこれは、市内２１小学校と

地域開放型の３小学校があります。読書離れ解消のため、実現するのは大変ですが、１１の中

学校にも同様にやっていき、より一層、中学生にも読書の機会、あるいは読書意欲をもっても

らうという形を、現実に行うとしたら平成２９年度、あるいはそれ以降だと思うのですが、ど
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うでしょうか。 

○説明員 現在のサービスコーナーの運用自体が、運転手含めて２台の公用車でそれぞれ巡回

しているところでございます。人員的にも、今が限界の状態です。また、内容ですけれども、

なかなか利用者の伸び悩みが見られます。原因としましては、先ほど申し上げましたように、

開催の時間帯ですね。午前中回った学校は結構利用していただけます。ただ、巡回で午後にな

った場合は、帰りの時間等とぶつかって、あるいはそういうことでなかなか利用者が増えない

というところがあります。 

 あと、新たに中学校で開催した場合、先ほどのような状況も勘案した上で、効果的な開催方

法を検討していかなければならないということもありますので、まずは小学校でのやり方を、

今後検討していきたいと考えております。 

○村田悦一教育長職務代理者 小学校では、お願いすれば持ってきていただけるというのは、

中学校でも同様に可能なのでしょうか。例えば、こういう本を今度持ってきて授業で使いたい

とか、あるいは読書の発展教材としてやりたいとか。サービスで一般の人というのではなくて、

そういう形で小学校はかなり本を図書館が持ってきていただいているので、低学年等は特に活

用しているのですが、中学校でもそういう活用は可能でしょうか。 

○説明員 当然、ご要望があれば、調べ学習ということで参考図書についてご用意はできます。

学校には学級単位で団体登録をしていただいております。小学校につきましては、それぞれの

学級でまとまって団体登録をしていただいて、貸出をしているという形です。同じような形態

をとれれば、可能と考えています。 

○小澤尚久委員 利用者が減になっているものの、先ほど館長さんからのお話にもあるように、

公民館等の利用の増加や、それから地域開放型図書室の貸出冊数の増加とか、そういった明る

い材料も幾つかあると思うのです。それを生かして、今後、どんな展開をしていくかとか、さ

らに利便性という面では、こういったことを考えていきたいということがありましたら教えて

いただけますか。 

○説明員 おかげさまで、公民館は伸びております。これは地域開放型図書室を始め、返却が

できる仕組み、あるいは予約本も受け取れるということで、かなり地域の方に好評を得ている

ところです。ただ、このままにしておきますと、やっぱり魅力がなくなると。それぞれの公民

館等は図書室を設けております。それも刷新を図っていかないと、いつかは飽きられて利用者

の減少になるおそれを抱いておりますので、そういうことも考えまして、図書の刷新には意を

尽くしていきたいなと考えております。 
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○宇田川久美子委員 先ほど駐車場の話がありましたけれども、私もすごく図書館を利用しま

す。八潮にも春日部にも越谷にも足立にもカードを作っていますが、どこも全部駐車場は無料

です。草加市の図書館も昔はよく行っていたのですが、今は中央図書館の駐車場が有料になっ

てしまったので、私は行ける範囲だからいいのですが、交通の便で、電車ではなくて、車を利

用したいななんていう人もいるとして、例えばそこで座って勉強するとかではなくて、借りる

本が分かっているとか、今はネットとかで見れば借りる場所とかの指定もできるけれども、そ

うでなくて、短時間で用が済むような方は、例えば３０分以内だったら無料券を出しますよと

か、そういった検討はありませんか。 

○説明員 今後の課題として検討させていただきたいと思います。 

○宇田川久美子委員 それが出来たら、絶対に利用者は増えると思います。もう借りる本が分

かっていて行くような時、お金がかかると思うと、中央図書館は避けてしまうかもしれません。

検討していただければと思います。 

○加藤由美委員 ７８ページの上から４つ目の読み聞かせのところで、少し人数が減ってしま

っているということで、さっき館長さんが、当日にお声をかけて集まったとおっしゃっていた

ので、きっと周知はされていると思うのですが、できれば前日も、来た方に明日ありますよと

か、大変だとは思いますが、広く声をかけていただければ、お母さんの都合がかなり大きいと

は思いますが、案内していただけたらいいなと思います。よろしくお願いいたします。 

○説明員 周知の方法も考えていかなくてはいけないのかなと思います。当然、行事の予定は

あらかじめ掲示して、事前にお知らせしているのですが、それに加えて、当日来た方に、より

一層、お声がけをして、できるだけ参加していただくようにしたいと思います。 

○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２１号報告  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 続きまして、本日追加提出いたしました第２１号報告及び第２２号報告を

議題といたします。 

 初めに、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２１号報告につきまして、総務企画課長より説明させます。 

○説明員 職員の人事に係る専決処理の報告についてご説明申し上げます。 

 この案件につきましては、本来は教育委員会の議決を経るべきところですが、緊急に処理す
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る必要があり、教育委員会を招集するいとまがないと認め、平成２８年４月１８日付けで職員

の人事について専決処理をさせていただきましたので、これをご報告するものでございます。

内容につきましては、別紙のとおりで、休職延長、主幹１件でございます。休職期間につきま

しては平成２８年７月５日まででございます。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２１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２１号報告については、承認といたします。 

 

   ◎第２２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 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２２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 草加市子ども教育連携推進委員会の委員の委嘱についてご説明をいたします。 

 草加市子ども教育連携推進委員会設置要綱に基づき、今年度４月２６日から２年間、子ども

教育の連携を推進する施策についてご検討いただくことを目的とし、１３人の方に委員を委嘱

いたします。 

 第２２号報告参考資料をご覧ください。草加市子ども教育連携推進委員会設置要綱第３条に

基づきまして、学識経験者としまして白梅学園大学無藤委員、東京学芸大学菊井委員、国学院

大学神長委員、幼稚園、保育園、小学校・中学校各保護者を代表いたしまして、それぞれ私立

幼稚園協会、保育園父母連合会、草加市ＰＴＡ連合会からご推薦をいただきました岩崎委員、

中島委員、村山委員、清水委員、続いて幼稚園、保育園、小学校、中学校の各団体から推薦を

いただきました小澤委員、岸本委員、輿水委員、水澤委員、並木委員、その他委員会が必要と

認める者としまして町会連合会の代表者といたしまして高橋委員に委嘱をいたします。子ども

教育連携推進室からの報告は、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。 

○教育総務部長 特にございません。 
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○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５回定例会につきま

しては、５月２５日水曜日、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３３分 閉会 


