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令和元年第１１回 新座市教育委員会 定例会

会 議 録

招 集 期 日 令和元年１１月２０日午前 ９時 場所 市役所本庁舎３０４会議室

開 閉 日 時

及び宣告者

令和元年１１月２０日午前 ９時 開会 宣告者 金子 廣志

令和元年１１月２０日午前１０時 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生涯学習スポーツ課副課長 ○ 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１１回新座市教育委員会定例会の開会を宣

する。 午前９時００分

令和元年第１０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

令和元年第１０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（継続審議）」、教育総務課長から説明願

う。

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（継続審議）」は、第８回教育委員会定例

会において、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事業につい

て、所管課の一次評価の結果をお示ししたところである。

その後、一次評価を踏まえた上で、教育委員の皆様方に

は５つの基本目標に対して二次評価を検討していただい

た。そこで、本日は二次評価について御審議いただき、

決定していただきたい。

なお、今後の流れとしては、一次及び二次評価を踏ま

えて５名の学識者の皆様に御意見を頂いた上で、議会に

提出する報告書を作成し、教育委員会定例会でお示しす

るので、引き続き継続審議としていただきたい。

教育委員会の事務に関する点検評価に係る二次評価に

ついて、基本目標ごとに確認していきたい。

（各基本目標を担当した委員がそれぞれ二次評価を発

表し、内容の確認を行った。）

※各委員による補足説明や意見は次のとおり。
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委員

教育長

委員

委員

委員

【基本目標１について】

家庭教育に関する事業として中央公民館等で講座を開

催したり、幼保小の連携を様々な形で図るなど、努力し

ていることが分かった。

小１プロブレムという言葉があるように、小学校に入

ったときの環境の変化についていけない子供たちが１年

生から不登校に陥ってしまうケースが本市でもある。こ

れらを回避するためには、幼保小の連携は不可欠である。

今までやってきたことが少しずつ形骸化してきている傾

向にあるのではないかと思う。一日入学も幼稚園や保育

園の園児を交えてやっているが、形式に流れているよう

な感じがする。

若い保護者からどうやって子供を育てたらよいのか分

からないという声がよく聞かれるが、リーダーシップを

とる機関がないのが現状である。教育委員会でも担当部

署がない。フィンランドでは、国が幼児教育や就学前教

育の指針のようなものをきちんと整備して、それらに基

づいて足並みをそろえて教育に当たっている。一方、日

本の場合は、就学前の子供たちに関して統括する部署が

全くない。幼稚園は県の学事課が担当しており、保育園

は福祉の所管となっているが、いわゆる縦割り行政の弊

害というか、うまくいっているとは思えない。１０月か

ら幼稚園や保育園の無償化が始まったが、国からは幼児

教育の方向性が全く示されていない。これらは今後の課

題と捉えている。

どちらかというと学校側の都合によって幼稚園や保育

園に要求を出していて、幼稚園や保育園側からの希望が

出ていないような感じがする。一方通行のような印象が

ある。

昨年度、学力テストで常に上位に位置する福井県に教

育行政視察で行かせてもらった。そこで驚いたのは、各

小学校の教室に入ると、福井県教育委員会が作った日め

くりの格言カレンダーが全教室に掲示されていたり、副

読本で福井県教育委員会が作った郷土の偉人の本があっ

たことである。埼玉県の場合は、小中学校の教室に埼玉

県教育委員会の名前は多分出てこないと思う。教育長が

おっしゃったフィンランドの例ではないが、もう少し私

どもから県教育委員会や文部科学省にお願いをして、指

導というかコミットを強めてもらうことも確かに必要で

はないかと思う。

家庭教育に関する事業の推進について、平成２９年度

は中央公民館１館だけの実施であった記憶があるが、平

成３０年度は外１館ということで、少し前進してきてい

るので、できれば最終的に全ての公民館で家庭教育に関

する事業を実施していただきたいと思う。小学校又は中
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委員

教育長

学校に入学する子供の保護者たちへの啓発、子育て支援

をもう少し広げていってほしい。

【基本目標２について】

基本目標２では、全体評価が５の事業が大変多くなっ

ており、素晴らしいことである。例えば、安全教育の充

実に関しても、今まで小学校１年生を対象に交通安全教

室は実施されていたが、新たに小学校中学年を対象に自

転車免許試験を全校で実施したということである。交通

事故はあったが、大きな怪我につながらなかったことは、

このような事業の成果ではないかということで、大変良

かったと思う。

５の評価が多い中で、３が付いている「大学と連携し

た教育活動、相談活動（ピアサポーター制度等）の推進」

では、近隣の大学と連携して、大学生が不登校や集団不

適応にある児童生徒への支援に当たるピアサポーター制

度を実施したということである。延べ４７２回ピアサポ

ーターを派遣できたという報告があったが、実際にはか

なり年数を経ている事業であるため、現場の声を吸い上

げて、何か工夫が必要であれば是非進めていただきたい。

また、「学習支援等の子どもの貧困対策の推進」では、

生活支援課が担当している項目が多いが、是非学校との

連携を進めることを要望したい。

「大学と連携した教育活動、相談活動（ピアサポータ

ー制度等）の推進」は、全体評価が３であり、あまり高

い数値ではなかった。これは、１人が連続して入れない

制度に変更したことで、人数が徐々に減ってきてしまっ

たためである。しかし、再び連続して入れるように制度

を改めたので、これからは派遣人数が増える見込みであ

る。

「学習支援等の子どもの貧困対策の推進」については、

学校での対応に難しい面がある。生活面は、学校ではな

かなか見えにくいということもある。今、本市と埼玉県

が進めているアスポート事業で、週２、３回、生活保護

家庭の子供が集まって勉強している。中学生は立教大学

と亀寿苑、小学生は適応指導教室を会場にしている。生

活保護家庭の子供の高校進学率が平均よりもずっと低い

ため、これをカバーするために進めている事業であるが、

話を聞くと、とても大変な家庭環境の子供もいる。教育

委員会だけでは解決できない問題だが、関係課と連携し

て改善を図っていきたい。

また、私がここの部分で問題にしたいのは、学力の問

題である。新座の子供たちは、県の学力・学習状況調査

では学力が伸びているのだが、県の平均に届かないとい

う現状がある。各学校で分析をして対応しているものの、

なかなか平均が上がってこないため、何か手立てが必要
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委員

教育長

生涯学習スポ

ーツ課長

教育長

委員

だと思う。データを見ると、学校格差も結構あるので、

場合によっては、全て数値を公開してもよいと考えてい

る。長い間学力向上を叫んできたが、一向に変わらない

ということは、何かカンフル剤が必要なのもしれない。

【基本目標３について】

８月に大和田小学校のココフレンドを視察させていた

だく中で、保護者の方の評価や関心が高いというのがう

なずけた。また、その時に行っていたイベントも含めて、

子供の豊かな人間性を育むという部分では、大変良い事

業だと思った。コーディネーターやスタッフの確保が難

しいところもあるかと思うが、未開設校の要望が多いと

いうことなので、それらの課題をしっかりクリアして、

広げていければと思う。

ココフレンドの今後の計画等について生涯学習スポー

ツ課長から説明を願う。

ココフレンドは、保護者の評判も良く、内容的にも充

実している。現在１３校で実施しているので、残り４校

となっている。市の計画では来年度に全ての学校で実施

予定であり、予算要求しているところである。委託事業

という形で、今年から民間の活力をお借りしているとこ

ろだが、来年度も同様の形で実施し、人材の課題もある

中で、民間による課題解決も望めると考えている。

来年度は、全校でココフレンドを実施ということであ

る。これは画期的で、素晴らしいことである。実は、教

育長会議で、他市の放課後の居場所づくり事業の状況を

お聞きしたが、週１、２回実施しているところが多く、

本市のように毎日実施し、なおかつ、夏休みや冬休み期

間中も実施しているというのは、非常に稀なケースだと

思う。本市の大きな特色の一つになりつつあるという感

じがする。

【基本目標４について】

基本目標４にある事業は、生涯学習、スポーツ、文化

芸術活動ということで、ゆったりとした時間の流れの中

で進めるものであり、単年度で評価が大きく変わるとい

うことではない部分だと思う。しかし、課題を認識して

おかないと千載一遇のチャンスを迎えたときに看過して

しまう可能性もある。今回は平成３０年度の評価という

ことで、歴史民俗資料館の移転リニューアルの話は盛り

込まれていないが、そういうことも現状では起きている。

歴史民俗資料館に関しては、所管課の評価でも、また我々

の二次評価でも課題であるということを明確に継続して

出してきた。そういうことがチャンスを確実に捉えて、

新事業を実施することにつながっていくと思う。

公民館講座に関して一つ申し上げると、定年退職を迎
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教育長

教育長

各委員

教育長

えている方の中には、高学歴の方が大勢いて、それぞれ

の分野で大変優れた技量を持ち、また、インターネット

のスキルもお持ちである。私が今年関わっていた例を紹

介すると、例えば富士見市の「２０１９年度富士見市民

大学」で歴史講座をやらせていただいた。そこには９つ

のコースがあり、６コースは大学の教員などが歴史や文

学の講座を行うが、その他の３コースのうち、例えば市

民学コースでは、「わが町の想定される大災害とその取

組」ということで、市役所ＯＢの方が講師になって防災

について分かりやすくお話されていた。また、「無肥料

自然栽培の体験を通して」という講座では、地元農家の

方が無農薬の野菜の栽培についての体験談等を話されて

いた。このように市民のマンパワーを生かした生涯学習

講座も始まっている。

神奈川県茅ヶ崎市でも、「ちがさき丸ごとふるさと発

見博物館」というエコミュージアムをやっていて、こち

らでも参加した市民が交互に講師を務めながら、茅ヶ崎

市内の自然、文化、歴史等を相互に学び合うということ

が行われている。外部講師による講座という従来の手法

以外に、市民の方のマンパワーを生かして生涯学習をや

っていくということもできるのではないかと思っている。

なかなか単年度では難しいが、二次評価の最後に書い

たように、１０年、２０年単位で振り返ってみた時に、

この間で随分大きく変わったなと感じられるように、で

きることから改善していくというスタイルをきちんと継

続していかなければいけない。

【基本目標５について】

文部科学省は、パソコン１人１台を目指しているもの

の、当面は３学級に１クラス分のタブレット又はコンピ

ューターを整備していくことを目標にしている。１クラ

ス分とは、４０台である。現在、コンピュータールーム

に４０台入っているが、その部屋に行かないと使えない。

これからは教室の中でタブレット又はコンピューターが

使用できる教育環境を整えていく必要があると文部科学

省も言っている。それに合わせて本市も進めていかなけ

ればならない。財政が逼迫している状況にあるが、１２

月の補正予算で各学校に稼働式のコンピューターを４０

台入れる予定である。これで終わりではないので、財政

当局と調整を図って、今後もＩＣＴ環境の充実に努めて

いきたい。

二次評価は以上のとおり決定したいと思うが、よいか。

承認

今回決定した二次評価を踏まえて学識者の方々から講

評を頂き、最終的な報告書を取りまとめることとなる。
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議案第５１号

諸報告

教育長

中央図書館長

教育長

各委員

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

本議案については、継続審議とする。

議案第５１号「新座市立視聴覚ライブラリー規則の一

部を改正する規則について」、中央図書館長から説明願

う。

平成３１年４月からの福祉の里図書館及び新座市立中

央図書館分館における指定管理者制度の導入に伴い、新

座市立視聴覚ライブラリー規則を改正する必要があるた

め提案させていただくものである。

平成３０年３月に福祉の里図書館及び新座市立中央図

書館分館への指定管理者制度導入に当たり、平成３０年

第１回市議会定例会において新座市立図書館条例を議案

として上程し議決を経て、改正をした。また、新座市立

図書館規則についても、平成３１年第１回新座市教育委

員会定例会に上程して議決を経て改正したところだが、

この条例及び規則改正に伴い、新座市立視聴覚ライブラ

リー規則の第１１条の視聴覚ライブラリーの休館日及び

利用期間についての準用部分が新座市立図書館規則から

新座市立図書館条例に移行しているため、所要の規定の

整備を図るため、新座市立視聴覚ライブラリー規則の一

部改正を行うものである。

なお、施行日は平成３１年４月１日に設定することと

する。

議案第５１号について、質疑はあるか。

図書館の場合は、指定管理者制度に移行されたり、他

の部署でも状況が変化していくということがあるが、条

例や規則が整備されている場合には、それに伴って一部

改正や廃止をする必要がある。制度が変わる前に条例や

規則を点検して、必要に応じて手続をするようにお願い

しておきたい。

承認

議案第５１号は、承認する。

新座市長杯争奪硬式高校野球大会実行委員会からの申

請を始めとして、計８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

６件の報告をする。

①令和２年１月２６日（日）に総合運動公園陸上競技

場及び周辺コースにて、公益財団法人新座市体育協会主

催、新座市教育委員会共催で第５３回新座市ロードレー

ス大会が開催される。当日は、午前８時２０分から開会

式、午前９時からレースを開始する。全１４種目を実施

することとなる。今回は、ゲストランナーとして、２０
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教育長

各委員

２４年に箱根駅伝大会の出場を目指す立教大学駅伝部を

お招きする。

②新座快適みらい都市市民まつり第５５回文化祭の結

果について報告する。市民まつり文化祭は、１０月３１

日（木）の芸術展を皮切りに、１１月１７日（日）まで

１８日間に渡って開催した。市民会館及びふるさと新座

館で開催した舞台発表、にいざほっとぷらざで行った芸

術展、陣屋小学校体育館で実施した小中学校児童生徒作

品展示、茶の湯、カラオケ、俳句大会など、それぞれの

事業が盛大に行われた。教育委員の皆様にも御参加いた

だいたことに感謝申し上げる。

③１２月４日（水）から８日（日）まで、にいざほっ

とぷらざギャラリーにて新座市民の県展作品展を開催す

る。第６９回埼玉県美術展覧会県展に入選された新座市

在住の方の作品の中から２６点の作品を展示し、広く市

民に鑑賞する場と機会を提供することにより、地域文化

の振興につなげるものである。

④１２月１８日（水）午後２時３０分から、にいざほ

っとぷらざ４階多目的室にてクリスマスおたのしみ会を

開催する。運営は、にいざほっとぷらざで活動する読み

聞かせボランティアグループ「ポケット」で、絵本、紙

芝居の読み聞かせ、クリスマスの歌と音楽を届ける。

⑤１２月１９日（木）から２６日（木）まで、にいざ

ほっとぷらざギャラリーにて、ギャラリー芸術展「ブラ

ジル写真展～新座で結ぼう 世界の絆」を開催する。本

市は、ブラジル連邦共和国オリンピック選手団事前キャ

ンプ地とホストタウンになっていることから、ブラジル

への理解を深めていただく事業である。内容は、ブラジ

ルの観光、日本人移住に関するパネル３０点、県内ホス

トタウンに関するパネル１０点、本市で受け入れたブラ

ジル選手団事前キャンプに関するもの２０点の展示を予

定している。

⑥大和田カミ遺跡郡の発掘調査についての経過報告を

する。大和田二・三丁目地区土地区画整理事業の実施に

当たっては、平成２８年から埋蔵文化財調査を行い、縄

文時代や平安時代の住居跡等が発見されており、これま

で１６地点で発掘を行った。今年度実施した発掘調査に

おいては、古銭とともに埋葬された人骨や８世紀のもの

と考えられる骨壺等が出土しており、分析により新たな

発見につながるものと期待されている。今後は、分析、

整理作業を進め、出土品の成果報告等を開催したいと考

えている。資料調査報告書の刊行までには、資料等が膨

大であることから、若干お時間を頂く予定である。

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。

なし
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教育支援課

教育長

委員

３件の報告をする。

①県で制定している彩の国教育の日及び彩の国教育週

間に応じて、本市では１０月２６日（土）に小学校、

２７日（日）に中学校を学校公開日として、学校、家庭、

地域の連携のもとに様々な取組を公開した。来校者は、

小学校全体で１万４，９６０名、中学校全体で３，１０９

名だった。前年度と比較すると、小学校では４６１名の

減、中学校では５９９名の増で、総数では１３８名の増

となった。各学校では音楽会、合唱祭を開催したり、道

徳の授業公開や地域人材の活用など、工夫した取組が展

開された。

②新座市学校評価システム中間評価結果について報告

をする。本指標は中間評価の結果である。小中学校で共

通している課題としては、挨拶をしたり、場に応じた言

葉遣いを実践できるように指導しているという項目であ

る。昨年度もこの点が課題ということで取り上げられた。

評価ポイントは、小学校、中学校ともに微増している。

昨年度は、質問項目の文末に「成果を上げている。」と

いう文言があったが、今年度は他の項目と合わせる形で

削除した。その影響が微増という形で現れたのではない

かと思う。今後とも継続してこの項目の評価が上がるよ

う努めていく。

一方で、成果が見られた項目としては、小学校では保

護者、地域との連携、中学校では学習規律、体力向上、

保護者、地域との連携がＡ評価であった。また、英語教

育については、昨年度Ａ評価だったものが、今年度は小

中学校ともにＢ評価という結果が出ている。

また、各校長が設定した今年度の重点目標については、

資料にまとめてあるので、後で確認いただきたい。

③令和元年度埼玉県中学校新人体育大会の結果につい

て資料を配布した。１１月９日（土）に行われた第８７

回埼玉県駅伝中学校の部において、第三中学校陸上部女

子駅伝チームが県で３位に入賞し、１２月１日（日）に

横浜市で開催される関東中学校駅伝競走大会の出場が決

定した。また、第三中学校男子バスケットボール部が、

埼玉県中学校新人体育大会で準優勝した。

なお、１１月９日（土）にさいたまスーパーアリーナ

で行われた第５４回マーチングバンド関東大会で、第四

中学校吹奏楽部が中学生の部で上位入賞を果たし、１２

月１４日（土）に、同会場で行われるマーチングバンド

全国大会に出場することが決まった。

教育支援課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

スポーツや文化活動で児童生徒の皆さんが素晴らしい

結果を出していて、大変嬉しく思う。その背後には指導

をされている顧問の先生方や保護者の方々などがいらっ
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閉会

教育相談セン

ター室長

教育長

委員

教育長

しゃる。一生の思い出となるように、市長表敬訪問をし

たり、市の広報紙に写真を掲載するなど、できるだけき

め細やかに対応してもらいたい。

令和２年２月１５日（土）に新座市民会館で第２３回

新座市教育シンポジウムを開催する。テーマは「一人一

人が輝く未来の新座づくり」、副題は「～２０２０年オ

リンピック・パラリンピックに向けて 広げよう温かい

輪～」となった。

内容は、これまでと同様の各校・団体の発表、子ども

も暗唱・弁論大会最優秀者の発表、市内小中学校のアト

ラクションのほか、講演会を予定している。各校・団体

の発表は、栄小学校と第六中学校、ＰＴＡ・保護者会連

合会、あたご三丁目町会の発表が決まっている。講演会

は、今年度は副題に沿えるよう、オリンピック・パラリ

ンピック推進室に講師の紹介を依頼し、パラリンピック

アルペンスキーなどの元代表の方に依頼しているところ

である。

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。

教育シンポジウムは、大変成果を上げているので、現

場の先生方にもっと見てほしいと思う。市内全体の子供

の頑張りや他校の取組、あるいは地域の皆様の協力など

が大変よく分かる事業である。土曜日ということもあり、

なかなか強制力はないが、是非現場の先生方にも呼び掛

けたり、地域の方々にも更に周知をしてほしいと思う。

他になければ、令和元年第１２回定例会は１２月１８

日（水）午後３時から、市役所第二庁舎１階会議室２で

行う。

これをもって、令和元年第１１回新座市教育委員会定

例会を閉会する。

午前１０時００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。
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