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令和２年第４回 新座市教育委員会 定例会

会 議 録

招 集 期 日 令和２年４月２３日 午後３時００分 場所 市役所第二庁舎会議室２２

開 閉 日 時

及び宣告者

令和２年４月２３日 午後３時００分 開会 宣告者 金子 廣志

令和２年４月２３日 午後４時１５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

会議事件名 発 言 者 発 言 の 要 旨

開会

会議録承認

議案第２４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

令和２年第４回新座市教育委員会定例会の開会を宣す

る。現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、

教育委員会事務局でも交代勤務を行っている。本日は３

密を避けるために、所属長の出席は控え、両部長から説

明をさせていただくことになるので、よろしくお願いし

たい。

午後３時００分

令和２年第２回新座市教育委員会臨時会及び第３回定

例会の会議録の承認について問う。

承認

令和２年第２回新座市教育委員会臨時会及び第３回定

例会の会議録は承認された。

議案第２４号「新座市立学校校庭夜間照明施設規則等

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。

公益財団法人新座市体育協会の名称変更に伴い、所要

の規定の整備を図るものである。

本市のスポーツ・レクリエーション活動の推進母体で

ある公益財団法人新座市体育協会は、上部団体が日本ス

ポーツ協会、埼玉県スポーツ協会へと順次名称変更する

中、その趣旨である時代の変化と広くスポーツを中心と

した社会形成を進める方針を踏まえ、本年４月１日から

公益財団法人新座市スポーツ協会へ名称を変更した。こ

れに伴い、同規則第６条並びに第１１条について一部改

正するものである。

議案第２４号について、質疑はあるか。

承認

議案第２４号は、承認する。
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議案第２５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

学校教育部長

教育長

委員

学校教育部長

教育長

教育総務部長

学校教育部長

議案第２５号「新座市公民館運営審議会委員の委嘱に

ついて」を教育総務部長から説明願う。

公民館運営審議会委員が令和２年４月３０日で任期満

了となるため、改めて委嘱するものである。

中村和雄氏が新任、他の１１名は再任である。任期は、

令和４年４月３０日までとなる。

議案第２５号について、質疑はあるか。

承認

議案第２５号は、承認する。

専決処分「新座市立大和田小学校外１９校における学

校運営協議会委員の委嘱について」を学校教育部長から

説明願う。

各学校から報告を受けた学校運営協議会委員の委嘱に

ついて、専決の処分を行ったものである。

本件について、質問等はあるか。

告示第６―９号について、件名は「新座市立池田小学

校学校運営協議会委員の委嘱について」となっているが、

説明文は、栄小学校学校運営協議会委員となっている。

説明文の誤りである。池田小学校に修正をお願いした

い。

続いて、諸報告に移る。

初めに、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る

対応について、各部長から報告願う。

現在、教育総務部関係の社会教育施設、体育施設等に

ついては、非常事態宣言の期間である５月６日（水）ま

で原則休館としている。また、図書館については、予約

貸出業務も外出自粛を促すという観点から、現在は中止

している。

ココフレンド業務については、学校の休業中は休室と

している。学校に合わせて、どのような形で再開するか

改めて検討していく。

福祉の里図書館については、福祉の里老人デイサービ

スセンターの利用者に感染者が発生したことから、４月

１９日（日）から当面の間、指定管理者の職員を自宅待

機としている。現在、電話対応は中央図書館で行ってい

る状況である。順次、福祉の里図書館の職員の健康状態

を確認した上で、老人デイサービス事業を再開するよう

今準備を進めている。

また、市職員の勤務体制としては、人との接触を７、

８割減らすという観点から、５日間の職務専念義務の免

除の取得、時差出勤の導入、在宅勤務やテレワークの導

入を順次図っているところである。

学校教育部からは、学校における４月以降の取組につ
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教育長

委員

教育長

いて説明申し上げる。

まず、臨時休業の措置について、本来であれば新年度

の開始を４月８日（水）としていたが、４月２日（木）

に県から県立学校の休校を４月１２日（日）まで延期す

るとの連絡があったため、本市についても４月１２日（日）

まで臨時休校とする旨を校長会で指示した。

その後、市内感染者が増加したことから、臨時休校期

間を４月３０日（木）まで延長し、さらに県の対応に合

わせて５月６日（水）まで再延長しているところである。

入学式、始業式についても学校が再開される予定の５

月７日（木）に行う旨を保護者に通知した。

また、４月１５日（水）、１６日（木）、１７日（金）

の３日間に分けて、分散登校により教科書を配布した。

これは、義務教育諸学校の教科用図書の無償配布に関す

る法律施行規則によって、配布期間に定めがあることか

ら行ったものである。

教職員の勤務についても、密閉・密集・密接の３つの

密を避ける観点から、４月９日（木）からは、教育公務

員特例法に規定される研修を承認するように指示し、校

長を除く教員のテレワークを可能とした。その後、県か

らは、自宅への出張を命じるという形で自宅勤務を可能

とする旨の連絡があり、４月１４日（火）からは自宅へ

の出張によるテレワークに切り替え、自宅勤務を継続し

ているところである。

感染拡大防止に係る対応は以上であるが、その他臨時

休業中の取組として、小学校２、３年生の学校での受入

れ、校庭開放の実施等を通じて、保護者支援、子供の健

康維持に努めている。また、学習支援としては、登校日

に資料を配布したり、学校ホームページを通じて課題を

出したり、学習支援サイトを紹介したりして、学習機会

の確保に努めているところである。

なお、今週中を目途に、教員作成の授業動画をインタ

ーネット上に公開し、オンデマンド方式による学習環境

を少しずつ拡充していく予定である。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る対応につ

いての報告に関し、質疑、意見はあるか。

保護者から寄せられているリアクションについて、教

えてほしい。

本市の感染者が１名という状況だったため、当初は県

の指示に従い、４月１３日（月）から学校再開という通

知をしたのだが、それを受けて保護者から電話が１日約

１００本、メールも５０件近く寄せられた。内容として

は、東京都は５月の連休明けまで休校なのに、なぜ東京

都に隣接している新座市は１３日から再開するのかとい

うものであった。しかし、その後の２日間で市内感染者

が３人に増えたことから、本市では、独自に４月末まで
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委員

学校教育部長

教育総務課長

休校措置をとることにした。その後、緊急事態宣言が出

て、全国的に連休明けまでの対応となったわけである。

今後、５月７日（木）から再開できるのか非常に危う

い状況にあるため、更に様々な対策を図っていかなけれ

ばならないと考えている。

子供たちの自宅での学習はどのように行っているか。

３日間設けた登校日にプリントや課題を渡し、次に登

校するときに持ってくるという形で指示している。まだ

授業がスタートしていない段階であるため、これ以上休

校が長引いたときに、新たな課題というのがなかなか作

りにくいという問題がある。

２件の報告をする。

①関東学生卓球連盟主催の令和２年度春季関東学生卓

球リーグ戦 外７件の事業に対して名義後援の承認を行っ

た。このうち２件が新型コロナウイルスの関係で中止と

なっている。また、期日は決まっていないが延期された

事業が１件、５月６日（水）まで中止の事業が１件、日

程が未定で延期という事業が１件である。

令和元年度の名義後援事業は、１年間で１１４件であ

った。そのうち現在把握しているもので、コロナウイル

ス関係で７件が中止、６件が延期、１件が期間延長とい

う形になっている。ちなみに、前年度の名義後援事業は

合計１１５件であった。

②令和２年第１回新座市議会定例会について報告をす

る。会期は、２月２８日（金）から３月２７日（金）ま

での２９日間で、市長提出議案は、追加議案を含め３８

件であった。このうち教育委員会関連の議案は、補正予

算及び令和２年度当初予算が提出さた。

令和元年度新座市一般会計補正予算（第７号）及び（第

８号）の教育費の歳出については、小中学校施設整備費、

教育ネットワーク整備費を増額したものである。補正の

結果、令和元年度予算総額における教育費の占める割合

は８．７％となった。

また、補正予算については、繰越明許を実施している。

繰越明許の内容は、補正予算（第７号）で承認いただい

た小中学校施設整備費用として、池田小学校及び第二中

学校のベランダ等補修事業及び補正予算（第８号）の教

育ネットワーク整備費で、年度内の事業完了が困難なた

め、繰越明許を行ったものである。

次に、令和２年度の教育費については、合計４７億

３６４万３，０００円となり、前年度と比較して６億

１６４万４，０００円の増額となった。市の予算総額に

対して教育費の占める割合は９．０％となっている。

最後に、今議会の一般質問についてだが、２５名から

質問通告があった。そのうち教育委員会関係は、１２名



- 5 -

教育長

委員

教育総務課長

教育総務部長

委員

教育総務部長

学校教育部長

教育長

から２３件について質問があった。

教育総務課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

名義後援の承認をしている宮城復興支援センターの「国

際交流＆イングリッシュキャンプ」には新座市はどのよ

うな形で関わっているのか。

本市を会場としている事業ではないが、県内で実施し

ているため、様々な市町村に名義後援の依頼があったも

のである。

募集の範囲は分からないが、復興支援を兼ねて、県内

の子供たちに声をかけてイングリッシュキャンプを実施

するもので、本市からも参加する子供がいるのかもしれ

ないということで名義後援の申請があったものである。

申請すれば、どんな事業でも承認されるという状況に

ならないよう、後援する意義をきちんと把握して承認す

べきと考える。

生涯学習スポーツ課から大和田カミ遺跡第１４地点の

現地調査完了についての報告がある。

大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う埋蔵文

化財調査では、第１４地点の発掘調査が３月末をもって

完了した。この中では、古代の竪穴建物跡から極めてま

れな鉄製品が２点出土し、また、中世のものと思われる

井戸も確認され、第１４地点から出土した遺物は、保管

箱２０箱を数え、第１地点から第１４地点まで全て合わ

せると６００箱を超えている。

今年度の残りの発掘調査としては、１，０００平米を

予定しており、併せて整理作業と分析調査をする予定で

ある。

なお、成果をまとめた最終的な報告書の作成は、全て

整理作業を終えた令和４年度を予定している。

学務課から令和２年４月３日現在の児童生徒数につい

ての報告がある。

小学生は昨年度より１０名増加の８，９５５名、中学

生は昨年度より９０名増加の４，１３３名、合わせて昨

年度よりも１００名増加の１万３，０８８名である。

学級数は、小学校では昨年度より５学級増え３１３学

級、そのうち特別支援学級は３１学級である。特別支援

学級については、第四小学校及び栄小学校に新設した。

中学校は昨年度から増減なしの１２４学級、そのうち特

別支援学級は１４学級である。全体では昨年度より５学

級多い４３７学級となっている。

なお、今年度から児童生徒数の基準日が４月６日から

４月３日となっている。

今回、コロナウイルスの関係で３密ということが言わ

れている。本市の小学校１、２年生については、３５人
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学校教育部長

学校教育部長

学級であるが、中学校１年生は４０人学級である。中学

校についても３８人学級とすることが制度上可能だが、

変更は考えていないのか。

まだ各学校から意見聴取をしていないが、校長の考え

方としては、学級数は現状のままで教員の数を増やして

指導を充実させたいという思いが強い。今後、学校から

意見聴取をして、対応については検討していきたいと思

っている。

教育支援課から５件報告がある。

①令和２年度学校教育部グランドデザインについて報

告をする。昨年度からの変更が２点ある。文字のフォン

トをユニバーサルデザインフォントに変更した点と「学

校制度の改革」としていた部分を「時代の要請に応じた

教育施策の推進」とし、小学校学習指導要領の全面実施、

ＧＩＧＡスクール構想の展開、総合的な児童生徒支援体

制の確立、学校における働き方改革の取組の推進の４項

目を掲げた点である。本プランを基に今年度も引き続き

学校を支援するとともに、時代の要請に応じた施策を推

進することで、児童生徒の豊かな学びを実現し、学力向

上に努めていく。

②令和２年度行事予定（学校関係）について報告をす

る。新型コロナウイルス感染症の影響で現在も学校は休

校している。５月７日（木）から再開の予定であるが、

感染症の収束状況、休校時の授業時数を補うための授業

時数の確保の観点から、行事の削減が求められている。

本市としても、現段階で多くの行事について見直しを図

っている。

具体的には、１学期の小中学校の学校公開は全て中止

というような対応を６つほど図っている。多くの行事は

子供たちにとって価値のあるものだが、今年度は感染症

拡大防止と授業時数の確保が最重要課題であるため、御

理解いただきたい。

③令和元年度中学校卒業者の進路状況について報告を

する。４月８日現在の状況となるが、卒業者数１，３１８

名のうち、高校進学者数は公立、私立等合わせて１，３０２

名、専門学校が２名、就職その他が１１名、未定が３名

となっている。

④令和２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、中学校各教科の採択年度となり、第六

採択地区は、本市と志木市の２市である。５月１５日（金）

午後２時から志木市立いろは遊学館にて第１回第六地区

教科用図書採択協議会が開催される。

⑤令和２年度小学校運動会等について報告をする。先

ほど申し上げたとおり、１学期の学校公開は全て中止、

運動会は１学期については延期となっている。学校が再
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教育長

委員

学校教育部長

委員

学校教育部長

教育長

委員

学校教育部長

委員

学校教育部長

委員

教育長

委員

教育長

開し、各学校の年間行事予定の修正が整い次第、新しい

情報をお知らせする。

教育支援課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

令和２年度行事予定の８月に「サマーリフレッシュ」

と記載があるが、どのような意味か。

この期間はサマーリフレッシュウィークと称し、県が

推進しているものである。この期間中、学校への来訪者

はほとんどいないため、学校を閉庁して構わないという

ことである。職員に出勤を求めないことになっており、

積極的に年休や特別休暇を取得することとしている。

グランドデザインに第３期埼玉県教育振興基本計画の

推進期間が平成３５年度までと記載されている。令和５

年とすることはできないのか。

このように県が表記しているので、変更することはで

きないと理解している。

平成３５年は存在しないため、令和に変更して記載し

た方がよい。

グランドデザインの体力の向上の部分で、小学校は「ボ

ール投げ」、中学校は「握力」と記載されているが、こ

のように１つずつ挙げると、今年はこれだけを推進する

ように捉えてしまうので、例として記載したらどうか。

スポーツテストの結果で県との乖離が大きかったのが

小学校ではボール投げ、中学校では握力だったため、こ

ちらに記載したという経緯があるが、御指摘のとおりで

あるため、表現を工夫して修正する。

グランドデザインの国際理解教育の推進の部分につい

てだが、今年度から「英語」や「英会話」を「外国語」

という表現に変えていくことになっていると思うので、

例えば、小学校英語講師のような職名は小学校外国語講

師というように変更しなくてもよいのか。

学習指導要領では小学校外国語となっており、主に英

語を扱うことになるものだが、職名としては小学校英語

講師という名称を使っており、変更の必要はない。

グランドデザインに「学校ふるさと構想の充実」とあ

るが、新座市教育大綱にも同じ内容の項目があるため、

しっかり進めていかなければいけないと感じている。具

体的な計画などがあれば、次の機会にでも教えてほしい。

学校農園や学校教育林の活用について教育課程に位置

付けているが、実際にどのように進めているかをデータ

として把握はしていない。今後調査をして改善できると

ころは改善していきたい。

グランドデザインに「全小・中学校におけるオリンピ

ック・パラリンピック教育の充実」と記載があるが、延

期という状況のため、文言を残しているのか。

パラリンピック種目のボッチャや義足体験、あるいは

オリンピック選手から子供たちに講義をしていただいた
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学校教育部長

りとこれまで各学校で様々な取組をしてきたので、今年

度も引き続き力を入れていくというものである。

教育相談センターから５件報告がある。

①不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」に係る

ガイドラインについて報告をする。教育機会確保法や教

育基本方針を受け、令和元年１０月２５日に不登校児童

生徒への支援の在り方についてという通知が発出され、

これまでの不登校施策が整理されたところである。その

中では学校に登校するという結果のみを目標とするので

はなく、児童生徒が自らの進路を具体的に捉え、社会的

に自立することを目指すという基本的な考え方が周知さ

れるとともに、児童生徒が民間施設により相談指導を受

ける際の目安を設けることや、参考様式として示された

児童生徒理解・支援シートを作成し、児童生徒や保護者

と話し合って作成した支援策に沿って、組織的、計画的

に支援していくことが望ましいとされた。これらを受け、

本市でも、フリースクール等に通ったり、自宅で懸命に

努力を続けたりしている児童生徒を励まし、自己肯定感

を高めることで、社会的自立への支援につなげることと、

学校の的確な児童生徒把握を支援、カウントすることを

期待し、この不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」

に係るガイドラインを策定した。

このガイドラインによって周知していくことが大きく

２点ある。１点目がフリースクール等やＩＣＴを活用し

た学習について、「指導要録上の出席扱い」とする場合

の目安についてである。２点目は、これまで小中連携に

活用していたハートフル・シートを若干見直し、児童生

徒理解・支援シートを新たなハートフル・シートに位置

付けることである。ハートフル・シートは、学校だけで

立てる計画ではなく、児童生徒、保護者と相談して、そ

れぞれの状況を把握した上で、状況に合った支援計画を

立てることとした。これを引き継いでいくことで、学年

が変わっても継続した支援が可能となる。これらにより、

不登校児童生徒への対応を担当課員だけに任せることな

く、より組織的に対応し、各課の支援相談体制を充実さ

せていくことを期待している。

②教育相談関係職員勤務条件等について報告をする。

スクールソーシャルワーカーにつきましては、今年度１

名増員し、２名体制となった。

③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。特別支援学級については、今年度か

ら第四小学校と栄小学校に新設したことにより、小学校

は昨年度より４学級増の３１学級、中学校は昨年度と同

じ１４学級となっている。



- 9 -

閉会

教育長 他になければ、令和２年第５回定例会は５月１９日（火）

午後３時３０分から、市役所第二庁舎１階会議室１で行

う。

これをもって、令和２年第４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。
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