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平成３１年第２回 新座市教育委員会 定例会

会 議 録

招 集 期 日 平成３１年２月２０日午後３時００分 場所
市役所本庁舎３階

３０４会議室

開 閉 日 時

及び宣告者

平成３１年２月２０日午後３時００分 開会 宣告者 金子 廣志

平成３１年２月２０日午後４時０４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学務課長 ○ ⑧教育支援課長 ○ ⑨教育相談センター室長 ○

事務局 戸川真理子、安光優美

会議事件名 発 言 者 発 言 の 要 旨

開会

会議録承認

議案第１０号

議案第１１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

各委員

教育長

教育長

生涯学習スポ

ーツ課長

教育長

平成３１年第２回の新座市教育委員会定例会の開会を

宣する。

午後３時００分

平成３１年第１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１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１０号「新座市教育委員会公印規程の一部を改

正する規程について」を教育総務課長から説明願う。

本年４月１日から福祉の里図書館に指定管理者制度を

導入することに伴い、福祉の里図書館長之印を廃止する

必要があるため、新座市教育委員会公印規程の一部改正

を提案するものである。

議案第１０号について、質疑はあるか。

承認

議案第１０号は、承認する。

議案第１１号「新座市文化財保護審議委員の委嘱につ

いて」を生涯学習スポーツ課長から説明願う。

文化財の調査、保存、活用等の重要事項を審議する文

化財保護審議委員の定数は６名である。現在５名を委嘱

しており、１名欠員となっているため、新たに柳正博氏

を委嘱したいので、本案を提出するものである。

なお、任期は本日から平成３２年１１月３０日までと

する。

議案第１１号について、質疑はあるか。
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議案第１２号

議案第１３号

委員

教育長

各委員

教育長

教育長

教育支援課長

教育長

委員

教育支援課長

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

委員

教育長

教育総務課長

柳氏とは共に仕事をしたことがある。埼玉の歴史、民

俗、文化に非常に詳しい方であり、適任だと思うので、

私からも推薦させていただく。ただし、略歴に県立歴史

と民俗の博物館の館長まで歴任とあるが、これは誤植で

はないかと思うので、後ほど確認をお願いしたい。

ほかになければ、承認としてよいか。

承認

議案第１１号は、承認する。

議案第１２号「新座市英語指導助手の委嘱について」

を教育支援課長から説明願う。

新座市英語指導助手に６名を委嘱することについて提

案するものである。５名は継続、１名は新規採用となる。

１月１２日（土）、１３日（日）の２日間で１６名

（１８名の応募者のうち２名欠席）に対して面接を行い、

選考したものである。

議案第１２号について、質疑はあるか。

再任の方々については、現在勤務している学校の校長

から評価について聞き取りを行っているのか。

再任の方々は、ＡまたはＢの評価を各学校から受けて

いる。

ほかになければ、承認としてよいか。

承認

議案第１２号は、承認する。

議案第１３号「新座市教育相談員の委嘱について」を

教育相談センター室長から説明願う。

教育相談員については、教育相談室を中心に、保護者、

児童生徒の悩みに電話相談、面接相談など心理的な支援

を行っている。現在相談件数は増加傾向にあり、継続し

ている案件も多数あることから、相談員４名のうち２名

を引き続き委嘱することで充実した相談体制を継続して

いきたい。

なお、あと２名については、現在検討中である。人選

が進み次第、改めて議案として上程する。

議案第１３号について、質疑はあるか。

以前は、議案にその方の住所や年齢が記載されていた

が、今回からなくなっている。例えば、相談員が若い方

に偏っている場合、少し経験豊富なベテランの方に入っ

ていただいたらどうかなどの意見を申し上げるためにも、

そのような情報があった方がよい。

各種委員の委嘱に係る議案についての書式を統一する

件で、教育総務課長に説明を願う。

これまで各種委員の委嘱に係る議案については、候補

者の方の住所や生年月日を記載していた。これらの個人

情報については、慎重に取り扱うべきものであるため、
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議案第１４号

委員

教育相談セン

ター室長

委員

委員

委員

教育長

教育総務課長

委員

教育長

各委員

教育長

教育長

教育相談セン

ター室長

審議に当たっては、真に必要な場合を除き、記載すべき

ではないとの指摘が総務課からあった。そのため、今回

からは原則として候補者の住所や生年月日については議

案に記載しないものとし、それらの情報は、必要と考え

られる場合や教育委員の皆様から御質問いただいた場合

に、所属長からの説明の中で、市内在住、市外在住や

６０歳代といった表現でお伝えさせていただきたいと考

えている。今後については、このような形で対応させて

いただきたいので、御了承願いたい。

教育相談員については、情報を口頭で提供していただ

いた方がよいと思う。

１名は市内在住で５０代、もう１名は市外在住で４０

代である。市外在住の方は、かなり早い段階から支援員

として本市の教育のバックアップをしていただいており、

子供の力が伸びたり、保護者の方の信頼を得て非常にお

力添えを頂いたことから、教育相談室の業務をお願いす

ることとなった。

議案に記載しないものは、生年月日と住所のみか。

新座市在住とか何十代ということは難しいのか。その

ぐらいは示していただければありがたい。

私も同じ意見である。市内在住かどうかぐらいは示し

てもよいと思う。年齢については、略歴の卒業年度から

大体推測はできる。

どの程度までは議案に記載してよいというような明確

な基準はあるのか。

委員の皆様からの御意見はそのとおりだと思う。例え

ば、緊急性のある対応をしなければならない立場の方が

市外在住か市内在住か分からないということでは、それ

を承認してよいかの判断も難しくなる。本日頂いた御意

見を踏まえて、再度総務課と調整する。

私は、書面に残さなくても、説明の中で新座市在住の

何十代の方と口頭で教えていただければよいと思う。

そのような形で進めたいが、総務課にも確認をとって

おいてもらいたい。

ほかになければ、承認としてよいか。

承認

議案第１３号は、承認する。

議案第１４号「新座市スクールソーシャルワーカーの

委嘱について」を教育相談センター室長から説明願う。

スクールソーシャルワーカーは、不登校や暴力行為、

児童虐待などの問題を抱える児童生徒が置かれた環境に

直接働き掛けるとともに、家庭訪問等により児童生徒の

支援を行うために設置するものである。

この方は市内在住、５０代である。平成２７年度から

新座市スクールソーシャルワーカーを委嘱しており、今
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議案第４７号

教育長

各委員

教育長

教育長

教育総務課長

教育長

委員

教育長

委員

委員

教育総務課長

年度も各中学校を巡回し、家庭訪問を実施して、家庭と

学校のつなぎ役として各学校から高い評価を頂いている。

次年度も引き続き委嘱することとし、充実した相談体制

を継続していきたい。

議案第１４号について、質疑はあるか。

承認

議案第１４号は、承認する。

議案第４７号「教育委員会の事務に関する点検評価報

告書について」は継続審議となっているが、教育総務課

長から説明願う。

本議案は継続審議をお願いしているものだが、平成

３０年第８回教育委員会定例会にて所管課の１次評価の

結果をお示しし、第１１回教育委員会定例会にて教育委

員の皆様方による２次評価について御審議いただいたと

ころである。その後、１月２８日（月）に学識者５名に

よる会議を開催し、１次、２次評価を踏まえた講評を頂

いたので、最終的に平成３０年度教育委員会の事務に関

する点検評価報告書に取りまとめ、本日配布した。

学識者の皆様からの講評については、報告書の２８、

２９ページに掲載しているので、御一読いただきたい。

また、本報告書について、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第２６条第１項の規定により市議会に提

出することも併せて報告する。

議案第４７号について、質疑はあるか。

学識者の講評の基本目標４の「市民による主体的な活

動の推進について」では、我々が「今後、参加者が主体

的に事業を運営、維持していく可能性を持っている。」

という意見を出したことに対し、厳しい評価を頂いた。

どの程度実現可能なのか、国内外で多くは失敗している

という内容である。意見を出された学識者の方に我々の

意図がうまく伝わっていない可能性もあるので、一度、

事務局から説明してもらって方がよいかもしれない。

御指摘を頂いた部分は、当日欠席をされていた学識者

の方から別途御意見を頂いたものである。意見交換の場

で出たものではない。今一度、内容を整理した方が良い

と思う。

参加者が主体的に運営、維持というのは、市民祭りに

関しての話であり、近隣市でもそのような取組を行って

いるものである。

市職員の負担を軽減していこうということで発言した

部分だったが、誤解があるようである。

皆様の真意が十分に伝わっていないということも考え

られるため、本日頂いた意見を事務局から口頭で説明さ

せていただいく。その結果について、次回の臨時会で報

告させていただきたい。



- 5 -

諸報告

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

教育長

各委員

中央図書館長

それでは、議案第４７号については、継続審議とし、

次回結論を出したいと思う。

新座総合技術高等学校コーラス部の「新座総合技術高

等学校のコーラスのなかまたち」を始めとして、１８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

３件の報告をする。

①第５２回新座市ロードレース大会の結果について報

告をする。１月２７日（日）に総合運動公園陸上競技場

及び周辺コースで、財団法人新座市体育協会主催、新座

市教育委員会共催のロードレース大会を実施した。宮瀧

委員にお力添えを頂き、大東文化大学陸上競技部の２名

の選手をゲストランナーにお迎して、参加者１，０９１

名とともに、晴天の下、活気溢れる走りを御披露いただ

いた。

②睡足軒の森の開園について報告をする。日本の伝統

的文化活動の場である睡足軒の森については、屋根ふき

かえ工事及び園路整備工事に伴い、昨年８月から施設貸

出を休止している。今後も外周管理用通路など、平林寺

による園内整備は継続されるが、４月１日（月）からは

支障のない範囲で利用を再開することとなった。

③ネクストアスリートプロジェクトについて報告をす

る。３月２７日（水）に新座市教育委員会及び公益財団

法人新座市体育協会並びに日本航空株式会社、ＪＡＬの

共催により、小学校１年生から６年生を対象に、ネクス

トアスリートプロジェクト スポーツ能力測定会を市民総

合体育館で実施する。本事業は、子供たちのスポーツ離

れが進み、体力、運動能力が低下する傾向にあると言わ

れている中、専門の測定機器を使用した精密な測定を行

うことで、一人一人の特性に合ったスポーツと出会うき

っかけづくりを目的としている。６種目の測定を行い、

ゲストには柔道家の篠原信一氏、バレーボール元日本代

表の大山加奈氏をお迎えする予定である。

また、同時開催でオリンピック・パラリンピック

５００日前イベントとして、パラリンピック競技等の体

験会も実施する。委員の皆様には、お時間があれば足を

お運びいただきたい。

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

平成３０年度第２回新座市立図書館協議会の開催結果

について報告をする。２月６日（水）に中央図書館会議
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教育長

各委員

学務課長

教育長

委員

学務課長

委員

学務課長

委員

教育支援課長

教育相談セン

ター

室において平成３０年度第２回新座市立図書館協議会を

開催した。議題は、平成３０年度事業中間報告と指定管

理者制度導入の進捗状況についてである。

会議の内容としては、図書館における講座等実施事業、

市内図書館の利用状況についてのほか、指定管理者の指

定とそれまでの経過について御報告し、審議した。また、

現委員の任期が本年６月３０日に満了となることから、

本年は改選を予定していることなどについて報告した。

中央図書館からの報告に対する質疑、意見はあるか。

なし

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。１月は小学校１５校、延べ４６クラスで学級閉鎖

を実施した。小学校での学年閉鎖はなかった。中学校で

は５校、延べ８クラスで学級閉鎖を実施した。学年閉鎖

は２校、延べ３学年で実施した。２月は本日までに小学

校１０校で延べ１９クラス、中学校４校で延べ６クラス

の学級閉鎖を実施している。学年閉鎖は小中学校ともに

実施していない。

引き続き、手洗いの奨励、温度、湿度の確保等の注意

喚起を図り、流行拡大の抑止に努めていく。

学務課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

市内の小中学校で、学級閉鎖にならなかった学校は何

校あるか。独自に良い取組をして効果が出ているような

場合は紹介してほしい。

全校で学級閉鎖を実施しており、特に独自の取組など

は行っていない。やはり駅の近くにある学校は早い時期

から流行するといった傾向がある。

罹患者数はどのくらいか。

今年の１月は１，６６９人、教員が２０人、昨年の１

月は１，８４２人、教員が２３人である。

麻疹も流行しており、インフルエンザの約８倍の感染

力ということなので、ワクチンを打っていない年代の先

生なども特に注意が必要である。しっかり情報収集をし

て、大流行にならないよう配慮してほしい。

平成３０年度卒業証書授与式及び平成３１年度入学式

について報告をする。卒業式の開催日は、小学校が３月

２２日（金）、中学校が３月１５日（金）となる。学校

からの案内状及び駐車券等は後日配布する。平成３１年

度の入学式は、４月８日（月）であり、午前中は小学校、

午後は中学校である。委員の皆様に御来賓として参列い

ただく学校については、決定次第お知らせする。

２学期末長欠児童生徒調査について報告をする。３０

日以上欠席の子供は、小学校４６名で全体の０．５％、
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教育長

委員

教育相談セン

ター室長

教育長

教育相談セン

ター室長

委員

委員

教育相談セン

ター室長

委員

教育相談セン

中学校１２０名で全体の３％という結果となっている。

前年同時期と比較すると、小学校では９名増加、中学校

では２９名増加となっている。今後も個々の児童生徒と

その保護者の視点に立った支援が必要であると捉えてい

る。学年末に向け、個別の状況に応じた細やかな支援に

ついて再度確認するよう、校長会、生徒指導、教育相談

主任研修会等で指示していきたい。

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。

千葉県野田市で起きた虐待による死亡事故については、

不登校が続いていた訳だが、本市でも不登校が少しずつ

増えてきている状況の中で、学校でのケアはどうなって

いるか。

不登校が長期化している子供たちについては、定期的

に家庭訪問をしたり、電話で連絡を取り合ったりしてい

る。ただし、中には連絡をしてほしくないと言われる保

護者もいる。そのような場合は、スクールソーシャルワ

ーカーに関わっていただいて、安否確認も含めて確認を

している。

不登校というのは３０日以上登校していない子供をカ

ウントしているが、もっと長期化している子供はどのく

らいいるのか。

５０日以上の不登校は、小学校が３４名、中学校が

９２名である。転校してきてから、一度も登校していな

い子供もいるが、保護者とは繋がっているという状況で

ある。

一度も担任が顔を合わせたことがないのでは、子供が

どのような状況に置かれているか全く分からない。その

ような場合は、特別なチームを組んで対応を図ったほう

がよい。

第二中学校での増加が著しいのはなぜか。

前回もお話したが、以前まで「病気」としてカウント

していた子供について、改めて現在の状況を確認し、「不

登校」にカウントするようにしたことによるものである。

資料を見ると、中学校の方は若干だが、落ちついてき

ているようである。小学校は、平成２７年度と比較する

とかなり増加していることが気になる。

年度別推移比較表③は、今まであまり見たことのない

資料である。このような分析も必要だと思う。３年生か

ら４年生の中学年については、何年か前までは重要視さ

れていなかったが、学力を向上させるためにも非常に重

要な学年だと認識している。不登校の数値を見てみると、

中学年のところがかなり増えているので、その辺を分析

するとよいと思う。低学年では０．１３％ぐらいだが、

中学年になると０．９５％となっている。

ちょうどこの時期は、ヤングエイジという時期で、子
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その他

閉会

ター室長

委員

教育長

教育長

供たちの行動範囲も広がり、友達関係も活発になってく

る。そのため、トラブルも大きくなっていって、そうし

た困難を乗り越えていく力が弱いような現状も見受けら

れる。友達とトラブルがあり、解決後も心に引きずって

学校に来られないというケースもあるので、その際の学

校の関わり方など、何らかの方策を採っていかなければ

ならないと感じている。

テレビなどの報道などを聞くと、どうしてもう少し対

策を図れなかったのかなどと思うことがある。心配事が

あったら早目に手を打っていく、また、実際にそういう

事例があった場合には上司に相談するなど、その場で判

断しないで少し時間をもらって対応していくということ

も必要ではないかと思う。子供たちの命を守るというこ

とを肝に銘じて当たっていただきたいし、当たっていき

たいと思う。

その他、全体を通じて何か意見等はあるか。

本日、午前中に東京オリンピックに向けた取組推進部

会に出席してきた。この部会は、体育協会、文化協会、

商工会青年部、産業観光協会、国際交流協会、社会福祉

協議会、町内会連合会、市内３大学、埼玉県南西部地域

振興センターで組織されている。今年度は７回の会議を

行い、いよいよ来年度からは気運を高めるために実施段

階に入っていく。現在でも小学校、中学校でも様々な取

組が行われているが、テレビや新聞等で取り上げてもら

えるようにもう少しＰＲに御協力いただければという話

がオリンピック・パラリンピック推進室長からあった。

また、学校で小旗を飾るような際にも、オリンピック・

パラリンピック推進室と連携を図れば、ダウンロードで

きるデータがあるので、是非活用してほしいとの話もあ

った。

ほかになければ、平成３０年第１回臨時会を２月２７

日（水）、第２回臨時会を３月１４日（木）、いずれも

午後０時３０分から教育長室で、平成３０年第３回定例

会を３月２８日（木）午後３時から本庁舎３階３０４会

議室にて行う。

これをもって、平成３０年第２回新座市教育委員会定

例会を閉会する。

午後４時０４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


