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令和元年第８回 新座市教育委員会 定例会

会 議 録

招 集 期 日 令和元年８月２１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

令和元年８月２１日午後３時 開会 宣告者 金子 廣志

令和元年８月２１日午後４時 ７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４６号

教育長

教育長

各委員

教育長

教育長

教育総務課長

教育長

令和元年第８回新座市教育委員会定例会を開会を宣す

る。 午後３時００分

令和元年第３回新座市教育委員会臨時会及び第７回教

育委員会定例会の会議録の承認について問う。

承認

令和元年第３回新座市教育委員会臨時会及び第７回教

育委員会定例会の会議録は承認された。

議案第４６号「教育委員会の事務に関する点検評価報

告書について」を教育総務課長から説明願う。

本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２６条第１項の規定に基づき、教育委員会の事務に関

する点検評価報告書を作成し、議会に提出するため提案

するものである。

今年度の点検評価の対象は、平成３０年度新座市教育

行政推進施策のうち教育委員会が所管する３３施策、

１９４事業としている。また、具体的な評価方法として

は、昨年度と同様に所管課による一次評価、教育委員会

による二次評価を実施した後、学識経験者に教育委員会

の施策全体に対する講評を頂きたいと考えている。

本日は、所管課による一次評価が終了したため、取り

まとめたものを配布した。教育委員の皆様には、この一

次評価を参考にしながら、今後二次評価の検討をお願い

したい。

例年二次評価は、教育委員の皆様の評価を調整して取

りまとめているので、本日は一次評価の結果報告までと

し、本議案は継続審議とさせていただきますようお願い

したい。

議案第４６号について、質疑はあるか。
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諸報告

委員

教育総務課長

教育長

教育総務課長

教育長

各委員

生涯学習スポ

ーツ課長

二次評価の書式はどのようになるのか。

二次評価の書式等については、後日改めて配布させて

いただく。

ほかになければ継続審議としてよいか。議案第４６号

は、継続審議とする。

跡見学園女子大学から申請があった「跡見学園女子大

学公開講座」を始めとして計９件の事業に対して名義後

援を承認した。

教育総務課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

なし

５件の報告をする。

①８月３日（土）に実施を予定していた野火止用水ク

リーンキャンペーンは、連日３５度を超える状況が続き、

外出を控えて熱中症など健康管理には十分注意するよう

高温注意情報が発令されていた状況があったため、安全

を第一に考えて中止とした。

②８月９日（金）市民会館ホールにおいて、ダンス公

演中に大型地震が発生したらという想定で観客参加型の

避難訓練を実施した。当日は２３８名の方に参加を頂き、

新座市文化協会所属団体であるダンシングフェロープシ

ケによるダンスをお楽しみいただいた。その公演途中に

緊急地震速報が鳴り、観客の皆様には低い姿勢で待機を

していただきながら、その後２階から火災が発生したと

いうことを想定し、屋外への避難誘導を行った。講演終

了後には、ロビーにてＡＥＤ体験や防災用具等の展示、

陸上自衛隊、立教大学による災害支援の活動紹介、新座

消防署による起震車、煙体験、子供消防服の写真撮影な

ど体験コーナーを実施し、防災意識を高めていただく１

日となった。

③市民参加による心の触れ合いの場とふるさとづくり

を促進するため、第５０回市民体育祭を１０月６日（日）

に総合公園陸上競技場で開催する。約７，０００名の参

加を見込み、町内会対抗種目、自由種目、体育協会種目

等２０種目を予定している。開会式は午前８時３０分か

ら行うので、委員の皆様においては、御多用の中恐縮だ

が、御臨席をお願いしたい。

④令和元年度生涯学習センター事業・音楽鑑賞講座「世

界を結ぶ箏曲の調べ」の実施について報告をする。７月

２７日（土）午後２時から、東京２０２０パラリンピッ

ク大会招致活動に携わった箏曲者 榎戸 二幸氏をお迎え

し、演奏を交えたトークショーを開催した。当日は９２

名の方々に楽しいひとときを過ごしていただいた。本講

座は、東京２０２０大会に向けた新座市主催１年前イベ

ントとして実施したものである。
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教育長

委員

生涯学習スポ

ーツ課長

委員

生涯学習スポ

ーツ課長

教育支援課長

⑤生涯学習センター事業であるギャラリー展「ポップ

アップミュージアムｉｎ埼玉」の実施について報告をす

る。ラグビーワールドカップ２０１９の開催に当たり、

埼玉県熊谷ラグビー場が試合会場となるため、ポップア

ップミュージアム埼玉の一環として、会場となる熊谷ラ

グビー場と出場国などの魅力を紹介したギャラリー展を

７月２６日（金）から２８日（日）までの３日間で開催

した。ジェイコム埼玉東日本に御協力いただいたユニフ

ォームや写真、動画コーナーが大変好評であった。来場

者数は、３日間で２２４名であった。

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。

例年、野火止用水クリーンキャンペーンは８月の第４

土曜日に実施されていたと思うが、日程を早めた経緯を

教えてほしい。

これまでは夏休みが終わる前の最後の土曜日に開催し

ており、今年は８月２９日（木）が始業式のため、２４

日（土）で考えていたが、２５日（日）に埼玉県知事選

挙が行われるため、会場の都合と職員の選挙対応等を勘

案して２４日（土）の実施は難しいと判断した。その上

で、お盆前後の週を避けるとともに、７月にも選挙が行

われたこともあり、８月３日（土）に実施せざるを得な

いことになったものである。

来年度の開催日については、新座中学校及び第二中学

校と調整して、改めて検討していきたい。

来年は東京オリンピック開催に伴い、夏の行事の変更

や中止が余儀なくされるのではないかと思う。計画の段

階で見通しを立てるのは難しいと思うが、ぜひ関係者と

調整しながら検討してほしい。

実は、１２月には都内も含めて野火止用水全域を一斉

に掃除しようというクリーンデーというものがあり、新

座市も１２月の第１土曜日に実施している。こちらも併

せて協議していきたいと思う。

４件の報告をする。

①令和元年度関東・全国大会出場者一覧を配布した。

多くの児童生徒が活躍している。結果については、現在

集約中である。８月１９日付けの埼玉新聞には、第２７

回全国中学生空手道選手権において新座中学校の宇都宮

令菜さんが形の部で全国７位に入ったという記事が掲載

されていた。

②令和元年度２学期に開催予定の小学校運動会、中学

校体育祭について報告をする。９月１４日（土）に中学

校６校、２１日（土）に小学校８校で開催される。小学

校９校についは５月に開催済みである。各校から招待状

が届いてから、改めて委員の皆様には御案内申し上げる。
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教育長

委員

教育支援課長

彩の国学校公開日についても資料に併せて掲載している。

今年は小学校の公開日は土曜日、中学校が日曜日となっ

ている。

③１１月７日（木）に新座市民会館ホールにて令和元

年度市内音楽会を実施する。午前中に小学校、午後に中

学校が発表する。

④平成１５年度から教育課程特例校として実施してき

た英会話の時間について、今年度を最後に指定を終える

方向で現在手続を進めいる。

指定を終える理由は次の３点である。１つ目は、中学

年の外国語活動及び高学年の外国語が教科化されたこと

で、新座市として先進的な役割を終えたためである。２

つ目は、高学年で教科書が導入されるためである。３つ

目は、幼保小連携を考えた際、これまで減じていた低学

年の生活科の時間を戻す必要があるためである。

今後は、英会話の時間の名称も学習指導要領に準じて、

中学年を外国語活動、高学年を外国語として進めていき

たいと考えている。これまで充実した活動を展開してき

た英会話の時間の価値を鑑み、低学年においては年間

１０時間程度、外国語活動の時間を確保できるよう、現

在調整をしている。なお、ＡＥＴ、ＥＥＴ、ＳＥＴにつ

いては、現状の人数を確保できるよう進めていきたい。

教育支援課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

関東・全国大会出場者一覧の中学校の部を見ると、全

体的にクラブチームに所属している子供たちの成績では

ないかと思う。中学校の部活動方針が策定されたが、そ

の後の状況や外部からの指導者の意見など、把握できて

いることを教えてほしい。

部活動方針を策定し、本年４月から運用を開始してい

る。各学校では、ＰＴＡに周知するとともに、ホームペ

ージにも部活動ごとの活動方針を明示している。

各学校の状況を教育支援課で細かく把握しているわけ

ではないが、明らかに変わったと感じられることは、部

活動に関する苦情が昨年度と比較して激減したことであ

る。昨年度は、教員の指導法や活動日数等について家庭

から苦情等が寄せられていたが、今年度はほとんどその

ような連絡は入ってきていない。

現在、部活動を通じて、「中学生が発達段階の中で生

き生きと活動する。」という目的は達成されているので

はないかと捉えている。ただし、しばらく経つとまた活

動日数が増えていく可能性もあるので、今後もしっかり

状況を把握していきたい。

部活動ボランティアに関しては、現在、指導者用のリ

ーフレットを作成しているところである。完成次第、各

学校長に配布し、そちらに基づいて適正な関わり方がで

きるように、また、部活動ボランティアの取組が最大限
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学校教育部長

委員

委員

教育支援課長

学校教育部長

委員

教育支援課長

学校教育部長

委員

教育相談セン

ター室長

に子供たちの技術向上に活用できるように、共通理解を

図れるよう進めていきたい。

具体的に申し上げると、空手は中学校の部活動にない

競技である。小学校においても、社会体育として野球チ

ームなどが挙げられている状況がある。

今後は、中学校の部活動で純粋に全国・関東大会に出

場した子供に絞った方がよいのではないかという議論も

ある。

教育懇談会にボランティア指導員にも参加していただ

いて活動状況などを報告してもらえると、我々も実情を

理解できるのではないかと思う。

教育課程特例校の廃止後、小学校１年生について１０

時間程度の外国語活動の時間をどのように確保していく

のか。

生活科の時間又は余剰時間の中で学校行事と位置付け

て実施することを検討中である。年間１０時間程度なの

で、月１回程度ということになる。

教育課程特例校を廃止すると、１年生は３４時間、２

年生は３５時間が生活科に戻ることとなるので、その中

から１０時間確保することができないかということも調

べているところである。学習指導要領には、生活科は学

校と私の中での活動、あるいは身近な人々との生活や具

体的な活動を共にして支え合うという内容項目がある。

キーワードとして「触れ合い」が生活科に入ってきてい

るので、英会話講師の外国の方と触れ合い、交流を通じ

て、感じたことを言葉やジェスチャーで友達に伝えてい

くということで、生活科の中でも十分実施可能ではない

かと思っている。

余剰時間とはどのようなものか。

年間３５時間という標準の授業時数というものがあり、

教育課程では年間３５週で計算しているが、実際には

３７週位あるので、余剰時間というものが出てくる。

この余剰時間を使って学校行事などを行うわけだが、

特に１、２年生については時間割りに余裕があるため、

使える時間が多くあるのは確かである。ただし、余剰時

間を初めから多くとらないように文部科学省から指導が

入っているということや、働き方改革なども含めて勘案

すると、余剰時間で対応するのはどうなのかとも思う。

負担があまり増えるのはいけないと思うので、うまく

工夫して、進めていただきたい。

令和元年度１学期末における長期欠席児童生徒調査に

ついて、各学校からの報告がまとまったので報告をする。

３０日以上欠席の不登校は、小学校３０名、中学校８３

名という結果である。前年同時期と比較すると、小学校

では６名増加、中学校では２２名増加となっている。
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教育長

学校別を見ると、第三中学校の２４名という数字が突

出している。前年同時期との比較では、８名から２４名

に１６名増加している。この内訳を申し上げる。

１学期末での比較ではこのようになっているが、平成

３０年度の３月末では新座中学校が２２名、第二中学校

が２１名、第三中学校が３２名、第四中学校が１０名、

第五中学校が２８名、第六中学校が２９名となっており、

平成３０年度末と令和元年度１学期末と比較すると、新

座中学校では１０名減、第二中学校では１２名減、第三

中学校では８名減、第四中学校では４名減、第五中学校

では１７名減、第六中学校では８名減となる。これらか

ら、昨年度末の不登校生徒数が第三中学校では他校に比

べて大変多いという状況があったために、他校以上に昨

年度末比で削減しているものの、まだ数が多いというこ

とが分かる。

続いて、学年別の傾向を説明申し上げる。昨年度は前

年度から継続している不登校児童生徒が多く、平成２９

年度の３月と平成３０年度の７月を比較すると、数が減

らないという現象が中学校で見られた。通常は学年が変

わると、環境が変わるために一時的に不登校が減り、ま

たそこから増えていくということがあるのだが、昨年度

は減らずにそのまま増えていった。ただし、今回の調査

では、低学年以外の全ての学年で大きく不登校の数が減

少していることが分かる。各学校で学級編制等の対応を

年度末に行ったということ、また、今年度の重点課題で

ある不登校の解消に向けて、４月当初からしっかりと取

り組んできた成果だと考えている。

しかしながら、令和元年度は小学校、中学校ともにこ

れまでの不登校を上回る人数で１学期末は終わっている。

新たな不登校児童生徒を増やさないということが昨年度

からの課題となっている。

先ほど取り上げた第三中学校２４名のうち、昨年度か

ら引き続き不登校である者が２２名で、新規は２名のみ

である。捉え方としては様々であるとは思うのだが、実

はほかの学校も同様に新規での不登校児童生徒数は２名

以下、残りの人数については昨年度から引き続き不登校

ということになっている。新規を増やさない状況を維持

できるよう、各学校の取組を確認していく。

２学期に向けて、各校には家庭との計画的な連絡、短、

中、長期目標を設定した上での支援策を立てることを指

示している。また、家庭への支援ということで、第１回

目の学校に行きづらい児童生徒保護者会を７月に実施し

た。保護者の笑顔が見られ、開催への感謝も頂けた会と

なった。第２回目は、８月２７日（火）に開催する。

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。



- 7 -

教育相談セン

ター室長

教育長

教育相談セン

ター室長

教育長

教育相談セン

ター室長

第三中学校の２４名というのは飛び抜けて多いが、何

か原因があるのではないか。

また、年度末から新年度にかけて大きく減少したとい

うのは、例えば中学校３年生や小学校６年生に不登校が

多かった場合は、卒業することで減るため、精査する必

要がある。学校と教育委員会ではそれぞれどのような対

応をとっているのか。

第三中学校の２４名という数字は突出して目立つが、

昨年度の３学期末で３２名であり、まずこの数字が大き

かったと言える。

第三中学校が他の学校と違う点としては、小学校から

引き続き継続して不登校である生徒が多いということで

ある。新座中学校では２名、第二中学校では１名なのだ

が、第三中学校では４名の児童が小学校から継続してい

るということになっている。第四中学校は引き続きの生

徒はいない。第六中学校でも３名である。

ただし、第三中学校で新たに不登校になった生徒は２

名であるため、本年度の滑り出しである１学期の増加と

いうことに関しては、他校と何ら変わらない状況である。

前年度からの継続している２２名の解決策がないとい

うことか。

現状としては、校長と不登校について年度当初に話を

したが、歩調を合わせてもらうことがなかなか難しい家

庭が多いということである。

１学期の段階で全体で１００名超えているのは緊急事

態である。何か抜本的な対策をとらなければならないと

いうことで、私が校長会でも話をして、学校に行きづら

い児童生徒保護者会を初めて開催した。不登校の子供も

親も孤立していて、どうしたらよいのか分からないとい

う状況の中、ようやく手が差し伸べられたという感じで

あり、皆さん大変喜んでくださった。学校に任せきりで

はなく、教育委員会が休んでいる子に直接関わっていか

なければならないと思う。相談員やスクールソーシャル

ワーカーの人数を増やすなどして、不登校になった原因

を含めて探っていく必要がある。やはり学校でも緊急な

課題という意識を持って取り組んでもらわないといけな

い。

教育機会確保法が各学校の教職員にしっかり浸透して

いるかも問題である。先日行われた不登校に関する調査

研究協力者会議でも話題になったことの一つにこのこと

があった。①実際に不登校というだけで問題行動である

と受け取られないように配慮すること、②登校という結

果のみを目標とするのではなく、社会的に自立すること

を目指すということを前提とすること、③これらの支援

を児童生徒の意思を十分に尊重し、児童生徒や保護者を

追い詰めないように配慮していくこと、この３点を共有
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その他

教育長

教育相談セン

ター室長

委員

教育相談セン

ター室長

委員

教育長

委員

教育長

委員

できるように教育委員会からも働き掛けていかなければ

ならないと考えている。

学校に行きづらい児童生徒保護者会の中では、学校と

の対話がなかなかできないという保護者の方がいらっし

ゃったので、教育相談的な寄り添った対応を促していく

必要があると感じている。

本市では、不登校の間は東京大学が開発した「パルス

テップ」というもので勉強を進めることができる。これ

は、パソコンを使ってその子のレベルに合わせた勉強が

自宅でできるようなシステムである。現在は、何名くら

いが利用しているか。

３０名程度が利用している。

学校に行きづらい児童生徒保護者会が行われたという

ことを大和田小学校の学校だよりで知ったのだが、どの

ように周知を図ったのか。

各学校の実態に応じて案内チラシを配布してもらうよ

う依頼した。全児童に配布をした学校もあれば、ピンポ

イントで配布した学校もある。

大和田小学校のように学校だよりに載せていれば、他

の保護者がそれを読んで知ることができると思う。先程、

保護者から大変好評だったとの話があったので、今後、

年に何回か実施できたらよいと感じた。

また、新学期が始まる前に家庭訪問をしたり、学校に

来てもらうなど、子供と担任が接触するような機会をつ

くると安心して学校に来られるのではないかと思う。

今回、詳しい資料が配布され、教育相談センターが色々

努力されているということも分かった。最近の風潮では、

必ずしも学校に行くことだけが全てではないという流れ

もあるので、不登校の数だけでは何とも言えない部分も

あるが、学校に行かせたい、行きたいけれども行けない

という子供たちがいるとすれば、少しでも改善していく

必要がある。是非効果がありそうなものは取り入れてい

ってほしい。

案内チラシの配布に当たっては、一切学校の情報を入

れてほしくないということで、接触がなかなか難しい家

庭もあるということだが、郵送で対応するなど、全員に

行き渡るようにすべきである。

確かに不登校になりそうな方も情報を知っていれば、

参加して話を聞いてみようと思うかもしれないので、全

体に周知した方がよいと思う。

その他、全体を通じて何か意見等はあるか。

栄公民館のトイレの洋式化はいつ頃実施されるか。ま

た、２階の電気から変な音が鳴っていたので、点検をし

てほしい。
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中央公民館長

委員

生涯学習スポ

ーツ課長

教育長

教育総務課長

教育長

委員

教育総務課長

栄公民館のトイレ改修は、年内に契約、年明けに工事

を実施する予定である。電気の不具合については把握し

ていなかったので、早速確認してみる。

本日、定例会の前に大和田小学校のココフレンドを視

察させてもらった。そこで頂いた資料の中にも、子供た

ちの感想として「楽しかった。」、「行って良かった。」

という言葉が多く書かれていた。運営は大変な面も多い

と思うが、今後も頑張って進めていってほしい。

ココフレンド事業は、保護者の方から大変好評を頂い

ており、まだ４校未設置ではあるが、来年度には全校設

置する方向で進めている。コーディネーターを始めとし

た現場のスタッフの皆様からは、特に夏休みは１日が長

いので、この暑さも含めて大変だという話を頂いている

ところだが、健康には十分留意いただきながらローテー

ションでの勤務をお願いしている状況である。

生涯学習スポーツ課は、新しい事業が次々に増え、コ

コフレンドも拡大してきているので、本当に大変だと思

う。現在、スタッフが不足している日には職員が代わり

に行って対応している状況である。県内でもこれだけの

規模で行っている自治体は本市以外にはない。

前回の教育委員会定例会で御質問いただいた一般会計

総額に対する教育費の割合の県内比較について報告をす

る。

平成２９年度決算における県内４０市の状況について、

資料を配布した。本市の状況としては８．８９％となっ

ており、県内３２番目である。ちなみに今年度の当初予

算における教育費の割合としては、新座市が８．２％、

和光市が８．２％、朝霞市が１２．８％、志木市が１１．

７％、西東京市が１０．９％、東久留米市が１１．３％、

清瀬市が９．６％という状況である。

教育のソフトの部分にかける予算がなかなか確保でき

ない状況である。例えばタブレットについては、随分前

から要望しているが、実現しない。また、校舎の大規模

改修工事も実施できていない。来年度はもう少し教育予

算を増やさないと、子供の健全な育成を願う保護者の期

待に応えられないと感じている。

新座に住みたいと思ってもらえるまちづくりという観

点からも、教育の割合は非常に大きい。やはり上位３市

と比較すると、子供たちにとっての教育環境に差が開い

ているのではないかと思う。

資料を見ると、本市は労働費が極端に少ないが、なぜ

か。

以前、勤労青少年ホームという施設があったときには

もう少し比率が高かった。しかし、今はその施設がなく
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閉会

教育総務部長

委員

教育長

事務局

教育長

なり、事業としては、ハローワークの協力を得て、無償

のセミナーを年間に何回か実施するのみであるため予算

が少なくなっている。

恐らく他市は労働費に人件費が含まれているが、本市

の場合は、商工費に含まれていることも要因である。

教育関係の賃金が随分絞られている感じがするので、

労働費の比率が低いことと関連付けて考えてしまった。

教育費の予算確保については、是非頑張っていただきた

い。

他になければ、次回の会議予定を事務局から報告願う。

令和元年第９回定例会は９月２７日（金）午後３時か

ら、市役所本庁舎の４０２会議室で行う。

これをもって、令和元年第８回新座市教育委員会定例

会を閉会する。

午後４時１５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


