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令和元年第５回 新座市教育委員会 定例会

会 議 録

招 集 期 日 令和元年５月１６日午後３時３０分 場所 本庁舎５階第２委員会室

開 閉 日 時

及び宣告者

令和元年５月１６日午後３時３０分 開会 宣告者 金子 廣志

令和元年５月１６日午後４時５０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３１号

議案第３２号

教育長

教育長

各委員

教育長

教育長

生涯学習スポ

ーツ課長

教育長

各委員

教育長

教育長

生涯学習スポ

ーツ課長

令和元年第５回新座市教育委員会定例会の開会を宣す

る。 午後３時３０分

平成３１年第４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

第４回の新座市教育委員会定例会の会議録は承認され

た。

議案第３１号「新座市スポーツ施設条例の一部を改正

する条例の申出について」を生涯学習スポーツ課長から

説明願う。

本件は、スポーツ施設利用に際して発生する使用料に

ついて、市内団体もしくは市内の個人と市外利用団体も

しくは市外の個人を同一の金額で取り扱っていることか

ら、近隣市の状況を考慮し、市外の利用に関しては２倍

額とする旨の一文を加えるため、新座市スポーツ施設条

例の一部を改正する条例の申出をするものである。

議案第３７号について、質疑はあるか。

承認

議案第３１号は、承認する。

議案第３２号「新座市社会教育委員の委嘱について」

を生涯学習スポーツ課長から説明願う。

新座市社会教育委員は、定数１０名で、平成３０年４

月１日から２年間を任期として委嘱しているが、埼玉県

立新座総合技術高等学校校長 宮敦子氏及び新座市立

小・中学校長会から選出された西堀小学校長の平岡健二

氏が平成３１年３月３１日付けで退職されたことに伴い、

同高等学校長の大出明氏及び新座市立小・中学校長会か
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議案第３３号

議案第３４号

教育長

各委員

教育長

教育長

生涯学習スポ

ーツ課長

教育長

各委員

教育長

教育長

中央図書館長

教育長

委員

中央図書館長

委員

ら新堀小学校長の若林利明氏を新たに委嘱するものであ

る。

なお、新たに委嘱する委員の任期は、前任者の残任期

間となるため、令和２年３月３１日までである。

議案第３２号について、質疑はあるか。

承認

議案第３２号は、承認する。

議案第３３号「新座市青少年問題協議会委員の委嘱に

ついて」を生涯学習スポーツ課長から説明願う。

新座市青少年問題協議会委員の委嘱については、学校

警察連絡協議会から選出された新座総合技術高等学校長

の宮敦子氏が３月３１日付けで退職されたこと、新座市

立小・中学校長会及び新座市町内会連合会からの選出委

員が変更となったことに伴い、新座総合技術高等学校長

の大出明氏、第六中学校長の田中悟氏、東野小学校長の

岩出晃氏及び町内会連合会から山本明氏の４名を新たに

委嘱するものである。

なお、以上４名の委員の任期は、前任者の残任期間と

なるため、令和２年３月３１日までである。

議案第３３号について、質疑はあるか。

承認

議案第３３号は、承認する。

議案第３４号「新座市立図書館協議会委員の委嘱につ

いて」を中央図書館長から説明願う。

図書館協議会委員については、新座市立図書館条例第

１３条の規定により、委員定数１０名、任期２年とし、

隔年で７月に改選を行っている。選任に当たっては、学

校教育関係者３名、社会教育関係者２名、家庭教育の向

上に資する活動を行う者２名、学識経験のある者３名に

ついてバランスを考慮して選出した。今回の改選では、

家庭教育、社会教育の区分から選出する委員を各１名、

学校教育の区分から選出する委員を２名、計４名を新規

に任命するものである。

議案第３４号について、質疑はあるか。

１０名の方々がどの区分から選出された方なのかを教

えてほしい。

１原氏は学識経験のある者、２大宮氏は社会教育関係

者、３坂本氏は家庭教育の向上に資する活動を行う者、

４石川氏は学識経験のある者、５髙橋氏は学識経験のあ

る者、６福丸氏は学校教育関係者、７鈴木氏は家庭教育

の向上に資する活動を行う者、８佐久間氏は学校教育関

係者、９櫻谷氏は学校教育関係者、１０結城氏は社会教

育関係者の区分で選出した。

各委員の年代を教えてほしい。
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議案第３５号

議案第３６号

専決処分

中央図書館長

委員

委員

中央図書館長

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

教育相談セン

ター室長

教育長

各委員

教育長

教育長

中央公民館長

（各委員の年齢を回答）

バランスよい年代の方を配置している。ぜひ活躍して

いただければと思う。

委員の名前の漢字に誤りがある。

申し訳ないが、訂正をお願いしたい。

他に質疑がなければ、本件は承認としてよいか。

承認

議案第３４号は、承認する。

議案第３５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から説明願う。

新座市就学支援委員会委員については、第４回教育委

員会定例会において承認いただいたところである。今回

は、前回の承認に間に合わなかった新座市立保育園と障

がい者福祉課から上がってきた推薦に沿った案を提出す

るものである。

なお、西堀保育園の吉野園長については、昨年度も第

二保育園長として委嘱されている。障がい者福祉課の

櫻井氏については、前任の若林氏の残任期間の１年間の

委嘱となる。

議案第３５号について、質疑はあるか。

承認

議案第３５号は、承認する。

議案第３６号「新座市いじめ問題対策連絡協議会委員

の委嘱について」を教育相談センター室長から説明願う。

新座市いじめ問題対策連絡協議会委員については、非

常勤特別職として平成３０年度から２年間の委嘱をして

いる。年度が替わり、５名が庁内外での異動又は退職と

なったため、残任期間を新たな委員に委嘱するものであ

る。

なお、杉原浩二前学校教育部副部長の後任は大井敏彰

副部長となるが、既に教育支援課長として委嘱されてい

たため、今年度は１名減の１５名の委嘱となる。

議案第３６号について、質疑はあるか。

承認

議案第３６号は、承認する。

専決処分「新座市公民館運営審議会委員の委嘱につい

て」を中央公民館長から説明願う。

新座市公民館運営審議会委員については、平成３０年

５月１日付けで委嘱しているが、八石小学校長の人事異

動に伴い欠員が生じたため、新座市公民館条例第１９条

第２項の規定により、学校教育関係者として新任で新座

市立八石小学校校長の浜田氏を委嘱するものである。任

期は、前任者の残任期間とし、令和２年４月３０日まで
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諸報告

教育長

各委員

教育長

学務課長

教育長

各委員

教育総務課長

教育長

各委員

生涯学習スポ

ーツ課長

教育長

委員

生涯学習スポ

ーツ課長

とする。

本件について、質疑はあるか。

なし

専決処分「新座市立片山小学校学校運営協議会委員の

委嘱について」を学務課長から説明願う。

片山小学校の学校運営協議会委員については、前任者

の谷氏からの交代ということで新規に委嘱するものであ

る。

本件について、質疑はあるか。

なし

名義後援の承認について報告をする。新座市ソフトボ

ール連盟の第２３回新座市連盟会長杯ハイシニア春季リ

ーグ戦を始めとする１２件の事業に対して名義後援の承

認を行った。

教育総務課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

なし

令和元年度子どもの放課後居場所づくり事業（ココフ

レンド事業）の申込状況について報告をする。４月末現

在のココフレンドごとの登録児童数、在籍児童数につい

ては、資料を御覧いただきたい。

ココフレンド事業については、今年度、西堀小学校及

び新座小学校で委託によって５月３０日から開設する。

これら２校を含め、全１３校で実施する。４月末の全体

では３，６３４名の子供たちの登録手続があり、割合は

５２．７％の登録率である。

また、長期休業中、夏休み等の午後の開設については、

新たに新開小学校と野寺小学校で実施する予定で進めて

いる。

未設置校の片山小学校、野火止小学校、池田小学校、

陣屋小学校の４校については、引き続き活動拠点の確保

等について学校と調整を図りながら進めていく。

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。

ココフレンドのコーディネーターから直接聞いたのだ

が、毎日勤務してほしいという依頼があり、負担に感じ

ているとのことだった。コーディネーターの人数が不足

しているのか。

コーディネーターとボランティアスタッフの２種類あ

るが、コーディネーターは主に教員の経験のある方か、

ココフレンドのスタッフとして顕著な状況が見られる方

にお願いしている。全体としては、２名から３名程度の

コーディネーターが各校に配置されているため、うまく

ローテーションを組めば、週に２回から３回程度の勤務
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委員

生涯学習スポ

ーツ課長

委員

生涯学習スポ

ーツ課長

となるが、偏りがあるのが現状である。

人材確保が難しいという面から、今年度から業者委託

という形で民間の活力を導入した。課題解消のために委

託をしているため、今後はそのような形で進めていきた

いと考えている。

また、スタッフの方も、保護者会等がある日には子ど

もが１００人を超えるため、通常５名のスタッフ配置を

７、８名に増やす必要があるが、話し合いの中でうまく

進めている状況が見られるため、全体としてはバランス

よく運営がされていると考えている。

委託で開設する２校については、なるべくその辺がス

ムーズにいけば良いと思う。

また、ココフレンドの時給が新座市は安いというよう

な話も聞いたので、財政状況が厳しい折とは思うが、近

隣３市並みにできたらよいと思う。この点については要

望である。

現在、ココフレンドで問題点や課題などは何かあるか

教えてほしい。

コーディネーターの時給は、教員経験者は１，１８０

円、教員資格のない方は１，１２０円からスタートし、

１年経つと１０円ずつ上がっていくというシステムであ

る。ボランティアスタッフは、これまで８２０円という

時給であったが、これは埼玉県の最低賃金に満たない額

であり、夏季休業中等にシルバー人材センターに業務委

託をする場合は時給が８９０円となっているため、シル

バー人材センターの方が高いという不満の声を伺ってい

た。そのため、今年度からは少しでも近づけるよう８２０円

から８５０円に上げさせていただいた。財政状況も勘案

しながら、引き続き時給を上げられるように努めていき

たい。

問題点としては、学校と連携しながら保険料を集金さ

せていただいているが、学校側としてはその辺が手間に

なっているため、改善できるような仕組みを検討してい

るところである。

また、特に夏休みのことだが、学校の勤務時間は午後

５時までであるが、午前８時半から午後４時５０分や午

前８時２０分から午後４時４０分など学校によって差異

がある。これまでココフレンドは午後４時４５分までと

していたが、これらの差異に対応するため、午後４時半

には退出するよう調整を行っている。

そのほかは、小さな怪我等は頻繁に起こっているが、

特に大きな事故なく進んでいる。

例えばココフレンドで怪我をした場合の対応はどのよ

うになっているか。

各ココフレンドのスタッフルームには救急箱があり、

応急処置ができる体制になっている。大きな事故の場合
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委員

生涯学習スポ

ーツ課長

中央公民館長

教育長

中央公民館長

教育長

中央公民館長

教育長

委員

中央公民館長

委員

には、養護教諭の協力を頂くこともまれにある。

他県の話だが、校内の養護教諭に頼むと嫌な顔をされ

るので、その辺が非常に難しいという話を聞いたことが

あった。本市の場合は、今のところうまく連携できてい

ると考えてよいか。

本市の場合は、学校との連携は図れていると考えてい

る。

令和元年度公民館・コミセンまつりの結果について報

告する。各館では、それぞれ活動するサークル等の皆様

の日頃の成果の発表と地域住民の皆様との交流の場とし

て開催した。会場を訪れた方々は、発表や展示、模擬店

等、様々な催しを楽しんでいただいた様子であった。ま

た、御多忙にもかかわらず御来場いただいた委員の皆様

には感謝を申し上げる。

なお、今年度の参加者数は、８館全体で、大人１万

３，５７６人、子供５，９４５人、合計１万９，５２１

人で、前年度と比較して５３９人の増加となっている。

中央公民館からの報告に対する質疑、意見はあるか。

学校にはどのように周知しているか。

近隣の学校にパンフレットの回覧やポスターの掲示を

依頼している館もある一方で、近隣の学校に対して特段

の活動は行っていないという館もある。対応がまちまち

というのが現状である。

西堀・新堀コミュニティセンターには、子供たちが多

く集まっていた。また、栄公民館には子供たちが生けた

お花の作品がたくさん飾ってあった。しかし、全体的に

はもう少し子供の姿が見えてもよいのかなという印象を

受けた。学校に積極的に働き掛けをするとよいと思う。

各館では、スタンプラリーのようなお子様向けの催し

には積極的に取り組んでいる。

子供たちが見ても勉強になるというか、刺激になるよ

うなものが随分あったので、是非案内をするようにして

ほしい。

公民館まつりが、公民館を利用している団体の作品展

ではなくて、模擬店が主になってきているような気がす

る。館長の話によると、公民館まつりに協力してくれる

利用団体が少なくなっているということである。やはり

公民館を利用するからには、利用者の責任として、１年

に１回のまつりには極力参加していただきたいと思う。

どの館も高齢化が進んでおり、まつりに参加するサー

クルが減少していて、来場者も結果的に減ってしまって

いる現状がある。それは恐らく半数以上の館の共通の問

題になっている。

先ほど教育長がおっしゃったように、子供たちの作品

があったり出演があると、必ず家族が見にいらっしゃる
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中央公民館長

教育長

委員

学務課長

教育長

学校教育部長

教育長

委員

学校教育部長

教育支援課長

と思う。そこから若い方々の参加も期待できるのではな

いか。

若い方が多いダンス系のサークルが増えているので、

そのようなサークルの発表が増えれば、若い方も増えて

いく可能性はあると思う。

どこの団体も高齢化が進行していて、テントを張った

り、出店したりするのがなかなか困難になってきている

状況にあると思う。最近、まつりに子供たちの姿が少し

ずつ見られるようになってきたので、それをもっと拡大

していければよいと思う。子供たちも頑張って色々な作

品を出してくれているので、保護者の方々も見にいらっ

しゃる。今後はそういう方向で進めていってほしい。

実は、私の団体も毎年炊き込み御飯の販売を行ってい

たのだが、今年は、土曜日のこの時間帯が空いてしまっ

たので、チャイムとコーラスで出演してもらえないかと

館長から直接お声掛けがあった。やはり一声掛けていた

だくと、出ようと思うグループもあるので、実行委員会

だけに任せるのではなく、館からも働き掛けをしていた

だきたい。

２件の報告をする。

①インフルエンザ等による臨時休業の状況について報

告する。第４回定例会の後、４月の第４週、２２日から

２６日に１校の小学校で１クラスが３日間学級閉鎖をし

た。

②令和元年５月１日現在の児童生徒数について報告す

る。第４回定例会での報告との比較では、若干の転出入

があり、変動をしている。

学務課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

前年度との比較では、中学校では約４０人増えていて、

逆に小学校では約５０人減っている。住宅開発も関係し

てくるが、増加傾向はここでストップし、減少に転じた

と考えてよいか。

数年前には、平成３２、３３年がピークと捉えていた

が、その後も開発が進んできているため、状況を注視し

ていく必要がある。

新座駅北口土地区画整理事業が進み、高層マンション

が建つということになると、大和田小学校の受入れが難

しくなってくるだろう。

西堀小学校の周辺の住宅開発はどのような状況か。

学年に偏りがあると１学年の人数が一気に膨れ上がる

が、西堀小学校は１学年の人数が多くても６８人で、

８１名から３学級になるため、現時点では２学級のまま

対応できると考えている。

２件の報告をする。
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教育長

各委員

教育相談セン

ター室長

①令和元年度修学旅行・林間学校について報告をする。

修学旅行は、小学校は全校が日光、中学校は全校が京都、

奈良方面となっている。来週から、小学校は栄小学校と

池田小学校、中学校は第六中学校と第四中学校が修学旅

行に出発する。

②令和元年度小・中学校運動会の日程について報告を

する。春に実施される学校は、大和田小学校、西堀小学

校、八石小学校、東北小学校、野寺小学校、新堀小学校、

東野小学校、石神小学校、栗原小学校の９校である。こ

の９校は、５月２５日（土）開催となる。

教育支援課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

なし

平成３０年度新座市教育相談室教育相談件数について

報告する。相談件数は、合計５，０６４件であった。昨

年度と比べて１７１件減少している。電話相談が昨年度

比７３４件の減、連携による相談が昨年度比１，２１５

件の減、来談による相談が昨年度比２９０件の減となっ

ている。

これには理由が５点ある。

１点目は、解決に向かったケース及びきめ細やかに相

談に関わってきた保護者の来談が、生徒の卒業に伴い少

なくなったためである。

２点目は、スクールソーシャルワーカーとスクールカ

ウンセラーの役割を明確にし、電話や来室による相談を

きっかけにスクールソーシャルワーカーが家庭訪問をす

るなど、積極的に関わるようにしたためである。

３点目は、保護者が子供と向き合う力を高めるため、

あえて距離を持つということで面談回数を減らしていっ

たためである。

４点目は、平成２９年度からカウントの仕方を変更し

たことにより、相談件数が減ったためである。

５点目は、児童生徒、保護者にとってより身近な相談

場所である学校に勤務する子どもと親の相談員とさわや

か相談員の相談件数が増加しているためである。子ども

と親の相談員については、平成２９年度が４，８７０件、

平成３０年度が５，３０５件で４３５件の増、中学校の

さわやか相談員については、平成２９年度が２，７９６

件、平成３０年度が５，２５５件で２，４５９件の増と

なっている。

以上により、相談の報告数は減っているが、各学校に

配置されている相談員をより積極的に活用しながら、相

談室の高い専門性を生かした相談活動を今後とも進めて

いきたいと考えている。

大型連休が終わり、児童生徒に変化が見られ始める時

期となる。長期欠席を減らすために、一人一人の課題に
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教育長

委員

教育相談セン

ター室長

委員

教育相談セン

ター室長

教育長

委員

委員

教育相談セン

ター室長

委員

教育相談セン

ター室長

応じた対応を学校に指示していく。

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。

不登校の相談件数が２，７０２件で５３．４％と多く

なっているが、具体的な相談内容を分かる範囲で教えて

ほしい。

不登校には、不安を抱えている、または、家庭環境に

原因がある、さらに性格、行動的な面に問題があるなど

重複した要因が考えられるが、実際に印象に残るケース

を相談員等に確認したところ、学校からも連絡が取れず、

なかなか相談室にも面談に来られなくて、家庭訪問を繰

り返しながら学校と連携をしているというケースが挙げ

られた。

具体的には、小学生の保護者が母子分離できておらず、

御主人の協力も得られていないことから、兄弟ともに不

登校傾向であるというケースがある。すぐに感情の起伏

を示してしまい、保護者自身の自己肯定感が低く、どの

ようにしたらよいか分からないという悩みを抱えている

という現状がある。

相談は、保護者からと子供からと両方受けているのか。

相談者の内訳としては、小学生、中学生を合わせた割

合が約３割、保護者の相談者が６割となっている。残り

の１割は、教職員からの相談である。

不登校が１３０人を超える状況にあるのは、緊急事態

である。各学校で状況を把握し、登校を促す働き掛けを

するようお願いはしているが、教育委員会としても何か

直接的な手立てを打たなければならないと考えている。

不登校の相談内容を分析して、何か対策を図ることは

できないか検討していく必要があると思うので、よろし

くお願いしたい。

ふれあいルーム（適応指導教室）の集計についての質

問だが、復帰人数が０とは、学校に復帰できた子供が０

だったという意味か。

学校に復帰して、ふれあいルームには来ませんという

ケースはゼロであった。少しずつ学校で生活することも

できている児童生徒もいるのだが、順調にいっていても、

日によっては学校に行けないというときに、ふれあいル

ームという逃げ道をつくるという意味で保険のために、

利用を継続しているという形が多い。

相談の中には難しい内容がたくさんあり、相談員がプ

レッシャーや精神的なストレスを抱えることがあるので

はないかということが心配である。

重い相談を受けたり、保護者から苦情を受けてしまう

ようなことも実際にあり、そのようなときには確かに相

談員も落ち込むことがある。毎週木曜日の午後２時から

カンファレンスということで、相談員同士でその週に受
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その他

委員

教育長

委員

委員

学校教育部長

委員

教育長

委員

けた相談を持ち寄って報告し合う機会を設けている。そ

のときにお互いの意見を聞いたりして、一人で抱え込ま

ない体制はできている。

是非、今後と相談員の方へのフォローもよろしくお願

いしたい。

その他、全体を通じて何か意見等はあるか。

熊本に教育行政視察に行かせていただいたときに、地

震の際の学校の対応について非常にリアルなお話を伺っ

た。体育館に押し寄せてきてしまった住民やマスコミへ

の対応など、熊本のノウハウを話に来てくださるとおっ

しゃっていたので、毎年８月に開催している教職員夏季

研修会で、是非いつか講演をお願いしていただきたい。

確実にマグニチュード６以上の地震が関東地方にも来る

とされているので、その時に学校がどのように対応すべ

きか、一つの事例を知っておいた方がよいと思う。

学校にマネジメント加配という職員がいるが、どのよ

うな職務なのかを教えてほしい。

マネジメント加配は、主幹教諭の授業時数の負担を減

らして、教頭の補佐や学校経営のマネジメントに力を入

れることができるように配置されているものである。

主幹教諭の制度ができたのと同時に、マネジメント加

配を配置するようになった。主幹教諭を立てるには、生

徒指導上の問題がある、学力向上の問題がある、地域、

家庭との連携がある、その他という４項目がある。主幹

教諭が管理職を支えながら仕事ができるように、担当す

る授業時数を減らすためのものである。

先日、埼玉県のアスポート事業についてテレビで放映

されていた。その中で、新座市の具体例が紹介されてい

たのだが、生活環境に恵まれていない子供たちの様子が

映っていた。本市の学校に通っている子供たちであるが、

我々も知らなかった部分である。アスポート事業で指導

いただいている子供たちのことは、教育委員会ではどの

程度把握しているのか。

アスポート事業は、生活保護世帯の子供の高校進学率

を引き上げるために、学習をサポートしていく事業とし

て県が行っているものである。本市では、中学生を対象

として２か所で実施されている。小学生を対象としたア

スポート事業も県内で４か所、本市では１か所実施され

ている。

これは福祉事業であるため、具体的に誰が通っている

とうことを教育委員会では把握しないほうがよいという

ことで、お任せしている部分である。

福祉の方で力を入れてくださっているということだが、
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閉会 教育長

在籍する子供がどういう生活をしていて、どのように取

り組んでいるのかということは、学校側としても是非理

解して、生徒への指導を行ってほしいとテレビ放映を見

て思った。

他になければ、令和元年第６回定例会は６月２５日（火）

午後３時から、第二庁舎１階会議室２で行う。

これをもって、令和元年第５回新座市教育委員会定例

会を閉会する。

午後４時５０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


