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平成３１年第４回 新座市教育委員会 定例会

会 議 録

招 集 期 日 平成３１年４月２２日午後３時 場所 本庁舎３階３０４会議室

開 閉 日 時

及び宣告者

平成３１年４月２２日午後３時 開会 宣告者 金子 廣志

平成３１年４月２２日午後４時８分 閉会 宣告者 金子 廣志

教育長 金子 廣志

委

員

議席番号 氏 名 出･欠 議席番号 氏 名 出･欠

１ 鈴 木 松 江 ○ ２ 小 泉 哲 也 ○

３ 脇 田 美保子 ○ ４ 宮 瀧 交 二 ×

出

席

職

員

①教育総務部長 ○ ②教育総務部副部長兼生涯学習スポーツ課長 × ③教育総務課長 ○

④中央公民館長 ○ ⑤中央図書館長 ○ ⑥学校教育部長 ○

⑦学校教育部副部長兼教育支援課長 ○ ⑧学務課長 ○ ⑨教育相談センター室長 ○

事務局 戸川真理子、城間悦子

会議事件名 発 言 者 発 言 の 要 旨

開会

会議録承認

議案第２８号

教育長

教育長

各委員

教育長

教育長

教育総務部長

教育長

各委員

教育長

平成３１年第４回新座市教育委員会定例会の開会を宣す

る。 午後３時

平成３１年第３回新座市教育委員会定例会の会議録の

承認について問う。

承認

平成３１年第３回新座市教育委員会定例会の会議録は

承認された

議案第２８号「新座市生涯学習センター規則の一部を

改正する規則について」を教育総務部長から説明願う。

本日、生涯学習スポーツ課長は職員の親族の葬儀に参

列しているため、私から説明させていただく。

本件は、平成３１年１０月から消費税が現行の８％か

ら１０％に引き上げられることに伴い、消費税の増税相

当分を使用料等へ転嫁することとして、改正条例を平成

３１年第１回市議会定例会に提案し、平成３１年３月

２０日に可決成立している。

これを受け、「市長の権限に属する事務の一部を新座

市教育委員会に委任する規則」の一部改正が平成３１年

４月５日に公布され、所管する施設付属設備の使用料等

の消費税の転嫁分について規則の一部改正を行うもので

ある。

生涯学習センターについては、別表のとおり、ビデオ

プロジェクター等の付属設備について改正を行うもので

ある。

議案第２８号について、質疑はあるか。

承認

議案第２８号は、承認する。
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議案第２９号

議案第３０号

専決処分

諸報告

教育長

教育総務部長

教育長

各委員

教育長

教育長

教育相談セン

ター室長

教育長

各委員

教育長

教育長

学務課長

学校教育部長

教育長

各委員

教育総務課長

議案第２９号「新座市スポーツ施設規則の一部を改正

する規則について」を教育総務部長から説明願う。

本件についても、議案第２８号と同様に、平成３１年

１０月から消費税が現行の８％から１０％に引き上げら

れることに伴い、市民総合体育館の付属設備の使用料の

一部を改正するものである。

議案第２９号について、質疑はあるか。

承認

議案第２９号は、承認する。

議案第３０号「新座市就学支援委員会委員の委嘱につ

いて」を教育相談センター室長から説明願う。

新座市就学支援委員会委員については、新座市就学支

援委員会条例により、平成３０年度から２年間の任期で

委嘱しているものである。人事異動等に伴い、残りの任

期１年間について６名を委嘱したい。

議案第３０号について、質疑はあるか。

承認

議案第３０号は、承認する。

専決処分「新座市立西堀小学校学校運営協議会委員の

委嘱について」から「新座市立第六中学校学校運営協議

会委員の委嘱について」の１３件について、学務課長か

ら説明願う。

学校運営協議会委員について、人事異動等に伴い、

１３校で委嘱するものである。

補足説明をする。第３回教育委員会定例会において、

平成３１年４月からの２年間の委嘱について御審議いた

だいたところだが、その時点では学校長は内示段階であ

ったため、今回挙げさせていただいたものである。

本件について、質疑等はあるか。

なし

２件の報告をする。

①名義後援について、「一般社団法人朝霞青年会議所」

主催の「わんぱく相撲新座場所」外１件の事業に対して、

承認をした。平成３０年度の名義後援事業は、１年間で

１１５件であった。

②２点目は、平成３１年第１回新座市議会定例会につ

いてである。

会期は２月１９日から３月２０日までの３０日間で、

市長提出議案は５２件であった。このうち、教育委員会

関連の議案は、条例の一部改正２件、補正予算及び平成

３０年度当初予算が提出された。

条例については、「新座市手数料条例の一部を改正す

る条例」、「新座市いじめ問題対策審議会条例の一部を
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教育長

委員

教育総務部長

委員

教育総務課長

教育総務部長

教育長

委員

改正する条例」の一部改正の議決を頂いた。

平成３１年度新座市一般会計補正予算第７号の教育費

の歳出については、小・中学校改良改修工事費、教育活

動サポーター謝礼金を増額したものである。補正の結果、

平成３０年度予算総額における教育費の占める割合は、

８.８８％となった。

また、補正予算第７号について繰越明許を実施してい

る。繰越明許の内容については、小中学校のブロック塀

改修事業で、年度内の事業完了が困難となったため繰越

明許を行ったものである。

平成３１年度の教育費は、４１億１９９万９千円とな

り、前年度と比較して１億１千８５８万９千円の減額と

なった。予算総額に対して、教育費の占める割合は、

８．２％となっている。主な事業は、資料のとおりであ

る。

今議会の一般質問では、２１名から質問通告があり、

教育委員会関係については、１４名から３１件の一般質

問があった。

教育総務課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

平成３０年度一般会計補正予算の主な内容にある教育

活動サポーター謝礼金とは、どのようなものか。

ココフレンドのスタッフの謝礼金を増額したものであ

る。

繰越明許となった小・中学校ブロック塀改修事業につ

いてだが、改修に当たって、従来とは異なる形状の塀に

することを検討しているという話が以前あったかと思う。

その検討結果を教えてほしい。

万が一、倒れてきても怪我をしないようブロック塀か

らネットフェンスに替えることとした。現在、業者が決

定したところであり、夏までに工事を完了したいと考え

ている。

生涯学習スポーツ課から２件の報告をする。

①出前講座は、市職員や消防署、警察等の御協力を得

て、行政の仕事の説明や専門知識の提供などを行うもの

で、町内会を始め多くの団体に御活用いただいている。

本年度は、リーフレットのとおり全７６メニューを開

設する。

②新座っ子ぱわーあっぷくらぶは、平成１４年度から

学校週５日制が実施されたことに伴い、主に第１、第３

土曜日の午前に子どもたちの学習・体験活動の場として

実施している。本年度も地域の指導者に御協力いただき、

３９クラブの開設を予定している。

生涯学習スポーツ課からの報告に対する質疑、意見は

あるか。

第四小学校の新座っ子ぱわーあっぷくらぶにヘディス



- 4 -

教育総務部長

委員

教育総務部長

委員

教育長

教育総務部長

中央図書館長

教育長

中央図書館長

というスポーツがあるが、「保護者の方の参加を基本と

します。」と記載されているのは、危険を伴うものであ

るためか。

ヘディスとは、ドイツ発祥のニュースポーツで卓球台

を挟んで頭で直径１５．９ｃｍのボールを返すヘディン

グ卓球である。４年生から６年生を対象に保護者の参加

を求める親子スポーツ教室となっている。安全性に関し

ては、親子で１０組と少数参加とし、当面は卓球台を使

用せず、技能向上を見極めた上で進めていくことを確認

している。

パンフレットだけを見ると、危険なスポーツかもしれ

ないと勘違いされてしまう可能性もあるため、「親子ス

ポーツ」と記載した方がよいのではないか。

御指摘のとおりである。次回からそのように記載する。

前回の教育懇談会で、月１回位は校庭を開放する日を

設け、子供たちに自由に遊んでもらいたいと考えいてい

ると教育長からお話があった。新座っ子ぱわーあっぷく

らぶで第１、第３土曜日を使用すると、校庭開放は難し

くなりそうだ。その点はどのように考えているか。

新座っ子ぱわーあっぷくらぶの実施日以外で月１回位

は校庭を開放したいと考えいている。

学校開放委員会で協議を行い、市の事業の実施日以外

で校庭を開放することは可能であるが、責任の所在を明

確にする必要があるため、どこが主体となって行うかと

いう問題がある。新座っ子ぱわーあっぷくらぶの事業の

一つとして実施し、見守りを行うなどの方法も考えられ

るが、引き続き検討していきたい。

平成３１年度子ども読書フェスティバルについて報

告をする。４月２３日の「子ども読書の日」及び４月

２３日から５月１２日までの「こどもの読書週間」にち

なみ、図書館では、４月から５月までを「子ども読書フ

ェスティバル」期間と位置付け、特集展示や講座、イベ

ントなど、子どもが読書に親しむ事業を実施する。委員

の皆様にも是非お立ち寄りいただきたい。

中央図書館からの報告に対する質疑、意見はあるか。

本市でも読書貯金通帳という、子供たちが自分で記録

をつけられるものを配布しているが、他の自治体では本

物の通帳のように機械に入れると印字されるものを使用

しているとテレビで紹介されたいた。

本市では、何冊以上読んだら、記念品を差し上げると

いうようなことは行っているのか。

以前は、ゾウキリンのコースターやアトム通貨をお渡

ししていた。現在は、なかなか予算確保が難しく、差し

上げられない場合もある。

他の事業の話になるが、３月に図書の福袋のイベント
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教育長

学務課

教育長

委員

教育相談セン

ター室長

教育支援課

を行った際に、くじを付けて、当たりが出た場合には雑

誌の付録などを差し上げた。

福袋のイベント等については、学校対して更に周知を

図った方が良い。

３件の報告をする。

①平成３１年４月６日現在の児童生徒数について報告

をする。小学生は、昨年度より４９名少ない８，９４５

名、中学生は、昨年度より８９名多い４，０４３名、小・

中学生合わせて、昨年度より４０名多い１２，９８８名

である。

学級数は、小学校では、昨年度から１学級減り、３０８

学級となっている。その内、特別支援学級は２９学級で

ある。東北小学校に特別支援学級を新設した。中学校は、

昨年度から４学級増え、１２４学級である。その内、特

別支援学級は１４学級である。全体では昨年度より３学

級多い４３２学級でのスタートとなっている。

②平成３１年度新入学児童へのランドセルカバーの寄

付について報告をする。小学校１年生の入学記念品とし

て、ゾウキリンがプリントされたランドセルカバー

１,５００枚が新座市交通安全協会から寄付された。また、

小中学校２３校に対して、横断幕８０枚も併せて頂いた。

③４月１９日現在、インフルエンザにより第三中学校

にて延べ７学級で学級閉鎖を実施した。

学務課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

中学校全校に特別支援学級が設置されたが、小学校で

は何校か残っている。今後の見通しを教えてほしい。

小学校においても全校に設置する案はあるのだが、空

き教室の確保が課題となっている。現状としては、空き

教室があり、需要がある学校への設置を優先的に進めて

いる。

５件の報告をする。

①平成３１年度学校教育部グランドデザインについて

報告をする。大きな変更点は、三点ある。

一点目は、平成３１年度からの５か年計画で第３期埼

玉県教育振興基本計画が示されたことに伴い、その中の

スローガン「豊かな学びで未来を拓く埼玉教育」を記載

した。

二点目は、来年度の新学習指導要領の全面実施に向け

て、「学力の定着」の中に、①「新しい学習指導要領の

趣旨を踏まえた教育課程の編成」を加えるとともに、⑦

「ＩＣＴの活用」に加えて「プログラミング教育の推進」

を追記した。

三点目は、「体力の向上」の中の①体力向上の推進に

掲げていた「中学校運動部活動の充実」を「効果的・効
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教育長

各委員

教育相談セン

ター

率的な推進」に修正した。

教育支援課としては、今年度も引き続き学校を全力で

支援し、「授業改善」「学力向上」「教師の指導力向上」

について、学校訪問や研究委嘱の取組への指導等を通じ

て、児童生徒の学力定着に努めていく。

② 平成３１年度行事予定（学校関係）について、４

月９日現在の資料を配布した。１学期は５月２５日（土）

に行われる春の運動会への御出席をお願いする予定であ

る。

③平成３０年度中学校卒業者の進路状況について、４

月１２日現在の資料を配布した。卒業者数１，３０５

名のうち高校等進学者数は公立私立等合わせて１，２９４

名、専門学校１名、就職その他が５名、未定が５名であ

る。

④平成３１年度第六採択地区協議会規約について報告

をする。今年度は小学校各教科の教科書採択及び中学校

各教科の採択年度となる。第六採択地区は、本市と志木

市の２市となる。５月７日（火）午後２時より和光市役

所で第１回第五、第六地区教科用図書採択協議会が開催

されるため、委員の皆様には御出席をお願いしたい。

⑤平成３１年度小学校運動会及び学校公開について資

料を配布したので、後ほど御確認願いたい。

教育支援課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

なし

２件の報告をする。

①平成３１年度の教育相談関係職員について御説明申

し上げる。

スクールカウンセラーは、臨床心理士の資格を持つ専

門家が、面談によるカウンセリングを実施し、心的な支

援を行うものである。今年度は小学校にも配置されるこ

ととなった。

スクールソーシャルワーカーは、非行や問題行動など、

問題を抱える児童生徒への支援はもちろん、虐待など、

その児童生徒を取り巻く環境に直接的な働き掛けを行う

ことを目的に活動するもので、平成２２年度から県より

配置していただいている。新座市スクールソーシャルワ

ーカーを、各中学校区を定期的に回るいわゆる「巡回型」

として、県スクールソーシャルワーカーは、各学校から

の要請に応じて支援にあたる「派遣型」として進めてい

る。双方が補い合うことにより、警察署や児童相談所等

福祉関係機関との一層の連携を図り、多面的な支援を行

うことが期待できる。

教育相談員は、教育相談室において、午前１０時から

午後６時まで、電話または面接による相談を行っている。

１日７時間勤務として、週５日勤務の者２名、週３日勤
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教育長

委員

教育相談セン

ター室長

学校教育部長

務の者２名、計４名体制で対応している。

学校カウンセラーは、児童生徒の発達やいじめ、集団

不適応、不登校の問題等の解決を図るため、臨床心理に

関して高度に専門的な知識・経験を有する２名を年間

５０回、計１００回教育相談室に配置する。各学校から

の学校カウンセラー活用に係るニーズが多いことから、

引き続き臨床心理士２名体制で対応する。

さわやか相談員は各学校に１名ずつ計６名を配置し、

生徒の悩みに寄り添う身近な相談員として活動を行って

いる。

子どもと親の相談員は、いじめ・不登校等児童の心の問

題の重要性に鑑み、児童・保護者との相談に応じるため、

全ての小学校に子どもと親の相談員を配置する。相談員の

全小学校配置は新座市独自の制度である。学校のきめ細や

かな支援策の一つとして欠くことができないほど定着して

いる。１校当たり週２日程度、１回４時間程度、年間９０

回配置する。

②市立小中学校特別支援学級等在籍児童・生徒数につ

いて報告をする。在籍児童数は１２１名、在籍生徒数は

５３名となる。

特別支援学級は、今年度東北小学校に新設され、小学

校で昨年度より２学級増の２７学級、中学校でも２学級

増の１４学級となっている。

通級指導教室については、八石小学校「きこえとこと

ばの教室」が７名減の１９名、新座小学校「あじさいル

ーム」が５名増の１６名、第三中学校「すずらんルーム」

は増減なしの８名が通級予定となっている。

教育相談センターからの報告に対する質疑、意見はあ

るか。

本市は、教育相談に係る制度が充実していて、大変素

晴らしい。相談業務に当たっている方々が情報交換でき

るような場はあるのか教えてほしい。また、子供たちの

間でインターネットが普及している中、本市でのインタ

ーネットを活用した相談業務についての状況はどのよう

になっているか。

情報交換の場としては、夏休み中に相談員の皆さんに

集まっていただき、研修会を実施しており、各中学校区

ごとに情報交換を行っている。日常的には、電話による

情報交換を行っている。

インターネットによる相談業務については、今後の検

討課題である。

補足説明をする。インターネットによる相談業務につ

いては、市議会でも取り上げられており、要望を受けて

いる。受付時間を限定すると、相談に対して即座に返事

をすることができない。一方、２４時間受付とするのは、

財政的にも人的配置の面でも難しい。
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その他

閉会

教育長

委員

教育長

委員

教育長

インターネットは匿名性があるので相談しやすいが、

様々な被害も報告されているので、その点も加味しなが

ら近隣の状況も踏まえて検討していく。

その他、全体を通じて何か意見等はあるか。

以前、志木市の教育委員をされていた田村成彦氏は、

住職で、保護司もなさっているのだが、薬物に関する講

演を行っている。先日、お会いする機会があり、薬物に

ついて大変リアルなお話を伺った。本市で８月に実施し

ている教職員研修会で講演をしていただいたらどうか。

新座ロータリークラブの御協力で、毎年、中学校で薬

物乱用防止教室を実施していただいている。今年度は、

５月に第六中学校で行う予定である。薬物から抜け出し

た経験のある方が生徒にその苦しさを語ってくださるも

ので、子供たちも大変真剣に耳を傾けている。今年度で

８年目となるが、今後も是非継続していただきたいと考

えている。近隣の小学校の先生方にも声を掛けて、参加

してもらっても良いと思う。

新座ロータリークラブで小泉委員が実際に関わってい

らっしゃるので、少しお話いただけないか。

新座ロータリークラブと新座こぶしロータリークラブ

の２団体で８年前から薬物乱用防止教室を各中学校で実

施している。埼玉ダルクの施設長に実体験をお話いただ

いている。きっかけはどの生徒にも当てはまるような些

細なことであるため、毎回、生徒たちは大変熱心に耳を

傾けている。この事業は、実施する価値があるものであ

り、継続していかなければならないと考えている。

他になければ、平成３１年第５回定例会は５月１６日

（木）午後３時３０分から、市役所本庁舎４階第２委員

会室で行う。

これをもって、平成３１年第４回新座市教育委員会定

例会を閉会する。

午後４時０８分
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以上、会議の顛末を記載し、その相違なきことを証するため署名する。

教 育 長

教育長職務代理者

委 員

委 員

委 員

書 記


