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令和２年第３回 新座市教育委員会 定例会

会 議 録

招 集 期 日 令和２年３月２４日 午後３時 場所 市役所本庁舎４０１会議室

開 閉 日 時

及び宣告者

令和２年３月２４日 午後３時 開会 宣告者 金子 廣志

令和２年３月２４日 午後４時２５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５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

委員

教育総務課長

委員

令和２年第３回新座市教育委員会定例会の開会を宣す

る。 午後３時００分

令和２年第２回新座市教育委員会定例会及び第１回臨

時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定例会及び第１回臨

時会の会議録は承認された。

議案第５号「新座市教育委員会教育長の権限に属する

事務の決裁規程の一部を改正する教育長訓令について」

を教育総務課長から説明願う。

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、令和

２年４月１日から本市においても会計年度任用職員制度

が導入されることとなるが、本規程の第４条で定めてい

る部長及び課長の専決事項に関して、別表第１に「臨時

的職員の任免に関すること」とあるものを「会計年度任

用職員の任免に関すること」に改正するものである。

議案第５号について、質疑はあるか。

会計年度任用職員制度とはどのような制度か。

これまで地方公共団体によって、臨時職員や非常勤職

員の待遇にばらつきがあったが、これを統一するために

新たに会計年度任用職員制度が創設された。これまでの

待遇との変更点としては、例えば、６５歳までとされて

いた年齢制限が撤廃される。また、会計年度任用職員は、

地方公務員法上の服務に関する規定が適用され、懲戒処

分の対象となること、また、期末手当が支給されること、

人事評価の対象になることなどが挙げられる。

会計年度ということは、原則１年間の任用ということ

か。
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議案第６号

議案第７号

議案第８号

議案第９号

議案第１０号

議案第１１号

議案第１２号

議案第１３号

議案第１４号

議案第１５号

教育総務課長

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

そのとおりである。

ある資料によると、地方公共団体の臨時的任用職員と

非常勤職員は、平成１７年が４５．６万人のところ、平

成２８年では６４．３万人にも膨れ上がってきていると

いうことである。本来、臨時的任用職員は、緊急の場合

に選考等の過程を経ずに採用されるもので、例外的な採

用として法的には位置付けられていたにも関わらず、常

勤職員の代わりに採用しているケースが非常に増えてき

たため、総務省が法律を改正して、会計年度任用職員制

度を導入したものである。

ほかに質疑がなければ承認としてよいか。

承認

議案第５号は、承認する。

議案第６号「新座市英語指導助手設置規則を廃止する

規則について」、議案第７号「新座市英語指導助手の勤

務条件等に関する規則について」、議案第８号「新座市

教育相談員設置規則を廃止する規則について」、議案９

号「新座市教育相談員の勤務条件等に関する規則につい

て」、議案１０号「新座市さわやか相談員設置規則を廃

止する規則について」、議案１１号「新座市さわやか相

談員の勤務条件等に関する規則について」、議案第１２

号「新座市スクールソーシャルワーカー設置規則を廃止

する規則について」、議案第１３号「新座市スクールソ

ーシャルワーカーの勤務条件等に関する規則について」、

議案第１４号「新座市日本語指導員設置規則を廃止する

規則について」、議案第１５号「新座市日本語指導員の

勤務条件等に関する規則について」の１０件の審議をお

願いしたい。教育総務課長から説明願う。

これらについても、議案第５号と同様、会計年度任用

職員制度の導入に伴うものである。これまで本市で非常

勤特別職として位置付けてきた英語指導助手、教育相談

員、さわやか相談員、スクールソーシャルワーカー、日

本語指導員の５つの職種についても、４月から会計年度

任用職員に移行することとなる。現行ではこれらの職を

設置することを趣旨とした規則を職種ごとに定めている

が、今後は地方公務員法に会計年度任用職員としての設

置根拠が示されることから、今回の議案では職の設置規

則を廃止するとともに、新たな勤務条件等を定める規則

を制定することを提案する。

なお、会計年度任用職員制度の導入後においても、従

来の職務内容や勤務条件等に大きな変更はない。

議案第６号から議案第１５号までについて、質疑はあ

るか。

承認

議案第６号から議案第１５号までを承認する。
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議案第１６号

議案第１７号

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

教育長

委員

生涯学習スポ

ーツ課長

教育長

各委員

教育長

議案第１６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、社会教育法に基づき設置され

ており、市の社会教育事業全般に対して御意見を伺って

いる。現在、定数上限の１０名に委嘱しており、任期が

令和２年３月３１日で満了となることに伴い、改めて議

案に記載の候補者を提案するものである。

なお、委員の任期は、令和２年４月１日から令和４年

３月３１日までの２年間とし、１０名のうち小中学校長

会、ＰＴＡ保護者会連合会及び婦人会連合会から選出さ

れる３名については、決定次第改めて報告する。

議案第１６号について、質疑はあるか。

承認

議案第１６号は、承認する。

議案第１７号「新座市スポーツ推進委員の委嘱につい

て」を生涯学習スポーツ課長から説明願う。

新座市スポーツ推進委員は、市民体育祭など様々なス

ポーツ事業運営に積極的に協力する立場にあり、本市の

スポーツの推進に広く従事している。新座市スポーツ推

進委員に関する規則では、定数５４名以内と規定してい

るが、現在３３名に委嘱しているところである。令和２

年３月３１日で任期満了となるが、諸事情により２名の

退任意向があったため、３１名に対し再任とするととも

に、北村由佳氏及び髙橋立氏の２名を新任として、計

３３名の方を候補者として提案する。

なお、任期は、規則第５条に基づき、令和２年４月１

日から令和４年３月３１日の２年間である。

議案第１７号について、質疑はあるか。

新たに委嘱される２名は推薦か自薦かを教えてほしい。

また、ベテランの方たちの経験をどのような形で新任の

方々に伝えていくのか。

新任の２名は推薦である。いずれもスポーツ活動に大

変活発な方ということで、現在のスポーツ推進委員の皆

様の中でも大変評価が高かった。

長きに渡って会長職をお務めいただいている山野辺氏

としても、世代交代をすべきというお考えである。ニュ

ースポーツ活動を中心に広げていきたいというお話も頂

いているので、幅広い世代の委員の皆様に御理解いただ

くとともに、人材の確保を図り、スポーツ活動の普及推

進に努めていきたい。

ほかに質疑がなければ、承認としてよいか。

承認

議案第１７号は、承認する。
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議案第１８号

議案第１９号

教育長

生涯学習スポ

ーツ課長

教育長

委員

委員

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

議案第１８号「片山富士の市指定文化財への指定につ

いて」を生涯学習スポーツ課長から説明願う。

道場１丁目地内法台寺にある富士山を模して築かれた

高さ７．２メートル、直径３５．２メートルの円墳状の

片山富士は、地域庶民信仰の象徴的な塚として江戸時代

末期に築かれたものである。この貴重な文化財を保護す

るため、過去の経緯の調査や測量等を行った結果、新座

市文化財保護審議委員会において出席委員全員の同意を

得ることができたため、片山富士を新座市指定民俗文化

財有形に指定したいというものである。

議案第１８号について、質疑はあるか。

私も文化財保護審議委員会の委員である。本委員会で

は、５０件を超える文化財の指定候補をリストアップし、

それらの優先順位を検討した。片山富士については、指

定する前に測量をする必要があると委員から担当課に伝

え、昨年度測量を実施した。２センチ単位の等高線の図

面があると、塚が地震で崩れたり、心ない人が削ってし

まった場合に、ほぼ現状復元できる。文化財に指定する

ということは、市が責任を持って保存、管理していくと

いうことであるため、何年もかけて必要な準備をして答

申に至るということなのである。

また、富士塚については、志木市にある田子山富士が

国の重要有形民俗文化財になった。江戸時代の農民は様々

な山岳信仰を持っていて、近いところでは秩父の三峯山

や神奈川の大山がある。富士の信仰というのは、農業の

安定、自分たちの生活の安定を祈念する最もふさわしい

山ということで各地にあるのだが、市が指定すれば、い

ずれは県の指定になり、国の指定になっていく。その階

段を上る第一歩になっているのである。

私も何度か法台寺に行ったことがあるが、改めてもう

一度見てみたいと思う。一般の人も自由に出入りするこ

とはできるのか。

市の指定文化財は、原則公開をお願いしている。私有

地なので一言お断りいただくことも必要かと思うが、市

からもお願いしていきたい。

ほかに質疑がなければ、承認としてよいか。

承認

議案第１８号は、承認する。

議案第１９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」を生涯学習スポーツ課

長から説明願う。

新座市立学校校庭夜間照明施設規則、新座市スポーツ

施設規則及び新座市生涯学習センター規則では、去る消

費税等の引上げ時の使用料の改定に伴い、併せて使用料

を減免措置するに当たって、１０円未満の端数が生じた
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議案第２０号

教育長

各委員

教育長

教育長

中央公民館長

教育長

委員

教育長

際は、これを切り捨てた額を減額するという規定になっ

ている。しかしながら、減額時の端数処理にあっては、

利用者側を優位にすることが本来の趣旨であり、これま

でもその趣旨に沿った取扱いを行っているため、使用料

減免措置の表現に関して全庁的に改正することとなった

ものである。例えば、使用料１，０３０円の２分の１の

減免の場合、５１５円という数字が出てくるが、端数の

５円の部分を利用者優位にするために５１０円を徴収し

ている。しかし、現行規則の表現では５１０円を減額し、

５２０円の支払いを求めるということになってしまうた

め、改正するものである。

議案第１９号について、質疑はあるか。

承認

議案第１９号は、承認する。

議案第２０号「新座市コミュニティセンター規則及び

新座市立公民館規則の一部を改正する規則について」を

中央公民館長から説明願う。

新座市コミュニティーセンター規則と新座市立公民館

規則について同様の改正を行うことから、一つの議案と

して提案するものである。内容としては、現在運用で行

っていることに合わせるための改正である。

１点目は、コミュニティーセンター規則第６条、公民

館規則第７条の遵守事項についてだが、利用者が社会教

育活動をスムーズに行えるよう、これまでも御協力を頂

きながら活動の支援をしてきたが、一部の利用者に指示

や指導を行う際に根拠が不明確なことから、生涯学習セ

ンターやスポーツ施設等と同様に、遵守事項を規定する

ものである。

２点目は、コミュニティーセンター規則第９条、公民

館規則第１０条の使用料の減免についてだが、児童室に

ついて、幼児を伴った団体、サークルがコミュニティセ

ンターや公民館の部屋を利用し、かつ、その活動中に託

児のために利用する児童室の使用料を免除するというこ

とである。これまでも教育委員会が公益上特に必要と認

める場合として、免除として運用しているものだが、子

育てをしながらの活動できる環境を今後も継続をしてい

くべきであるため、改めて明文規定とするものである。

次に、同じ使用料の減免のところで「その減額の額に

１０円未満の端数があるときは、これを切り上げた額」

とあるが、議案第１９号で改正されているものと同様の

改正を行うものである。その他条ずれ等、所要の規定の

整備を行っている。

議案第２０号について、質疑はあるか。

この改正の周知はどのように進めていく予定か。

各公民館、コミュニティーセンターの利用者懇談会を
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議案第２１号

議案第２２号

議案第２３号

教育長

各委員

教育長

教育長

学務課長

教育長

各委員

教育長

教育長

学務課長

教育長

委員

学務課長

委員

教育長

各委員

教育長

教育長

通じて周知していきたいと考えている。

ほかに質疑がなければ、承認としてよいか。

承認

議案第２０号は、承認する。

議案第２１号「新座市立学校医（耳鼻科）の委嘱につ

いて」を学務課長から説明願う。

前任者の辞職に伴い、後任として、朝霞地区医師会か

ら推薦いただいた新座駅前耳鼻咽喉科院長 田部哲也氏に

委嘱することを提案する。

議案第２１号について、質疑はあるか。

承認

議案第２１号は、承認する。

議案第２２号「新座市入学準備金・奨学金貸付条例施

行規則の一部を改正する規則について」を学務課長から

説明願う。

本市では、効率的な会議の運営を進めており、様々な

会議の削減、時間短縮を行っているところである。その

一環として、会議の回数等を削減するものである。

本規則第１８条第４項を「委員会は、審査基準に従い、

資格の審査を行う。この場合において、貸付けを受けよ

うとする者が、その資格を備えていることが明らかであ

るときは、委員に個別に承認を得ることにより、審査を

行うことができるものとする。」に改正することを提案

する。

議案第２２号について、質疑はあるか。

個別に審査を行うことができるようにするということ

だが、具体的にどういう方法かを教えてほしい。

個別に承認を得て審査を行うのは、貸付け等に関する

申請について、事務局が資格要件や所得基準等を確認し、

明らかに条件を満たしている案件を想定している。

会議を開催して承認を得るのではなく、書面の決裁を

もって承認をしていただくという方法である。

１件につき１人の委員に承認を依頼するということで

はなく、委員全員が決裁をするという意味という理解で

よいか。その場合、改正後の「委員」という部分を「全

委員」とした方がよいかもしれない。

１人の委員が審査するのではなく、全員で行うので、

御指摘のとおり「全委員」や「全ての委員」と入れた方

がよい。ほかに質疑がなければ、この部分を適切な文言

に修正して承認としてよいか。

承認

議案第２２号は、承認する。

議案第２３号「新座市立小、中学校管理規則の一部を
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学務課長

教育長

委員

学務課長

学校教育部長

委員

教育長

改正する規則について」を学務課長から説明願う。

本市では、平成３０年４月１日から市内全２３校に学

校運営協議会を設置し、コミュニティースクールとして

いる。学校運営協議会の役割として、当該学校の運営全

般について、教育委員会または校長に意見を述べること

が挙げられる。これは従来学校評議員が務めていた、学

校の教育目標、計画など、校長が行う学校運営に関して

意見を述べ、助言を行うということと重複することが多

い。そのため、今後は学校運営協議会が学校評議員の役

割も担うことで発展的に一本化していくことが分かりや

すく明瞭であるとの考えから、学校評議員の職務内容に

ついて学校運営協議会としての内容に改め、管理規則に

位置付けるものである。

議案第２３号について、質疑はあるか。

学校評議員の場合は、改正前は「学校評議員を置く。」

ということで、全校に置くということだったが、改正後

は「置くことができる。」となっているのは、置かなく

てもよいという解釈でよいか。その場合、第１９条の３

の「学校運営協議会を置くことができる。」というのも、

置かなくても構わないという意味か。

学校評議員は学校教育法の施行規則、学校運営協議会

は地方教育行政の組織及び運営に関する法律で「置くこ

とができる。」という表現になっているため、そちらに

合わせたという経緯がある。

補足説明をさせていただく。

実際には学校評議員、若しくは、学校運営協議会のど

ちらかを置かなければならないが、文言として「学校評

議員または学校運営協議会を置く。」と並べることはで

きない。今回、全校に学校運営協議会が設置されたこと

から、その表記を学校評議員に置き換えることを考えた。

しかしながら、学校評議員という役割の内容もあるため、

苦しいところではあるが、新しい項を入れさせていただ

き、必ずどちらかは置くようにするという解釈ができな

いかというものである。

学校運営協議会は、法律では「置くことができる。」

とされているが、本市の場合は全ての学校が置いている

ため、「学校運営協議会を置く。」と言ってもよいので

はないか。

学校運営協議会ができたので、学校評議員は置かなく

てもよいと私も思う。しかしながら、学校評議員と学校

運営協議会の役割が違うところがあるので、学校評議員

を置きたい学校は置いてもよいという考えから、このよ

うな表現になったのだと思う。学校運営協議会を置かな

くてもよいと解釈すると、地域の方々と学校運営を協議

していくというコミュニティースクールの規定からずれ

てしまうため、例えば、学校運営協議会の方は「置く。」
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専決処分

委員

教育長

各委員

教育長

委員

教育長

委員

学校教育部長

教育長

各委員

教育長

教育長

とするのも一つかと思う。以前は、市教育委員会がコミ

ュニティスクール対象校を指定していたが、現在は、全

ての学校がコミュニティースクールを実施するという方

向になっているので、本市においては、「置く。」と言

い切ってもよいのではないか。学校運営協議会は「置く。」

にして、学校協議員については「置くことができる。」

とすることでどうか。

現状では教育長、教育委員、担当課の合意があって条

文改正がスムーズにできているが、このメンバーがいず

れ全員入れ替わって条文が独り歩きするときに、「置く

ことができる。」という表現では、別の解釈が誕生する

余地があるので、やはり１０年先などを見据えて誰が見

ても同じ見解が出るような表現にしておいたほうがよい

と私は思う。「学校運営協議会を置く。」とすることに

賛成である。

ほかに質疑がなければ、議案第２３号は、第１９条の

３を「学校運営協議会を置く。」と修正し、承認として

よいか。

承認

議案第２３号は、承認する。

議案第２２号に戻って恐縮だが、先ほど改正後の文言

を「全委員」に修正するという話が出たが、「各委員」

とした方が、万が一、委員のうちどなたかがいない場合

に対応できるのではないかと思う。

一つ質問だが、決裁は持ち回りで行うのか、それとも

電子メール等を使うのか。

委員となっている市の各部長が集まるのはスケジュー

ル的にも非常に難しいので、例えば、年収や住居の状況、

家族構成などの貸付要件に合致しているかを担当課がし

っかり調べた上で、個別に決裁を持ち回り、説明をして

承認を得るという形にしたいというものである。

決裁は対面であれば安心だが、電子決裁で誤送して個

人情報が漏れるケースもあるので気になった。

年に４回程度会議を開催してきたが、担当課が基準に

照らし合わせて審査した内容と違う結果が出るというこ

とはまずなかった。配慮する事項があって相談したいと

いう案件については、当然会議を開いて確認をしていた

だくが、そうではない場合は、持ち回りの決裁でお願い

したいと考えている。

「全委員」ではなく、「各委員」とすることについて

はいかがか。

賛成

それでは、「各委員」に修正をお願いする。

専決処分「新座市立学校医（内科）の委嘱について」
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諸報告

学務課長

教育長

各員

教育長

教育総務部長

を学務課長から説明願う。

前回の定例教育委員会にて学校医の橋本啓一氏の辞職

と後任の堀ノ内病院の香坂隆夫氏の委嘱について上程し

ていたが、橋本氏が令和２年２月１５日に逝去されたた

め、香坂氏に遡って委嘱をお願いするよう調整したいと

いうことで取下げをした。こちらについて、朝霞地区医

師会との調整が整ったため、令和２年２月１６日より委

嘱することとなったものである。

本件について、質疑等はあるか。

なし

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、教育総務部長及び学校教育部長から報告願う。

教育総務部の対応を報告する。本市では、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大に関して、新座市新型インフルエ

ンザ等対策庁内調整会議を随時開催し、その対応を協議

するとともに、情報共有を図っているところである。２

月２１日（金）に開催された庁内対策会議において、本

市の主催事業の自粛内容について定めたものを本日配布

した。各所管で行われている主催事業は、この基準に基

づいて、それぞれの所管部で判断をして、感染の拡大防

止に努めているところである。また、貸し館業務等にお

いて民間団体等が主催する事業についても、これらの市

の基準をお示しし、それぞれ団体の判断ではあるが、感

染拡大防止に努めていただくということで周知をしてい

る。市主催事業の中止の内容等については、市ホームペ

ージに一括して随時掲載をしているところである。

３月２日（月）から市内小中学校を臨時休業としたこ

とに伴い、教育総務部関連の施設の状況について報告す

る。

まず、１点目として、市民総合体育館のトレーニング

室、卓球室、中央図書館の学習室、閲覧スペース、ほっ

とぷらざの情報交流コーナー等、密室内で長時間滞留が

予想される部分については、現在、施設の閉鎖、利用サ

ービスの中止をしている。また、福祉の里図書館、福祉

の里体育館については、福祉の里が障害者と高齢者が利

用する複合施設となっているため、福祉部局と歩調を合

わせ、全館閉館という措置をとっている。この中で、福

祉の里図書館については、ウェブ予約した資料の貸出、

返却のみを可能としている。

また、学校休業に伴う児童生徒の利用中止措置につい

ては、３月２６日（金）の終了式までの取扱いであるが、

公民館、コミュニティーセンター、市内のスポーツ施設、

学校開放事業、ココフレンド事業等について、児童生徒

の利用を中止している。３月２７日（土）の春季休業日

以降については、学校の部活動再開に歩調を合わせ、小
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学校教育部長

教育長

委員

中学生、児童生徒の利用は可能となるように現在準備を

進めているところである。

続いて、学校教育部の対応について報告する。

月下旬の対応については、第２回定例会で報告したと

おりである。現在、市内小中学校は、３月２日（月）か

ら２６日（木）まで臨時休業を実施している。

卒業式については、中学校では１３日（金）、小学校

では本日、卒業生、教職員のみの参加で実施した。終了

式は中止とするが、２６日（木）を登校日として、学年

の最終日とする。この間、部活動は中止している。

児童受入れについては、小学校１、２年生の児童、特

別支援学級の児童を対象に、今月３日（火）から午前８

時３０分から午後３時までの間、資料に記載している条

件をもとに受入れを行っている。日によって異なるが、

毎日約３０名前後の児童を受け入れているところである。

小中学校の校庭開放については、児童生徒の心身の健

康面を考慮し、１９日（金）からの平日午前９時から午

後４時まで在校生を対象として実施している。

児童生徒の学習については、未指導部分の学習内容を

確認し、補充授業の準備に現在取り組んでいるところで

ある。

学校給食関係については、臨時休業に伴い学校給食を

停止したため、給食費を返金した。また、国から補助金

の交付があったため、現在、確認作業を進めている。

中止、延期する主な行事としては、県費教職員辞令交

付・着任式を中止とさせていただく。また、１４日（火）

には三者合同の歓送迎会を予定しているところだが、６

月に延期を考えている。

次年度当初の行事についは、入学式においても参列者

を保護者（２名まで）、新入学児童生徒、教職員に限定

する。

今後の課題としては、本日、午後４時半から臨時校長

会議で伝達するものだが、先ほど学校教育部内で話し合

い、今のところ部活動は春休みから再開したいと考えて

いる。始業式等の集会などは、換気、大勢でないという

こと、近距離での会話や発声がないということの３つの

条件が重ならないよう工夫をしながら進めていく。学校

給食は再開する。４月中の学校公開は延期をしていただ

こうと思っている。また、離任式や歓送迎会等があると

思うが、各学校の事情に合わせて工夫をして、短時間で

考えていただければと思っている。また、２学期の始業

を３日早めていきたいと考えている。以上のような形で

この後の校長会で確認を取りたい。

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、質疑等はあるか。

報道では、自覚症状の出ない若者が自宅に戻って高齢
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学校教育部長

教育長

教育総務課長

委員

教育総務課長

生涯学習スポ

ーツ課長

中央公民館長

者と接することによって感染するということも言われて

いる。そのため、学校現場では年配の先生方が自主的な

防衛対策をとらなければならないと思う。

教職員が感染をするということは当然考えられる。そ

の場合の服務についても文部科学省から通知が来ている

ので、校長会では伝えていきたいと思う。

それでは、各課からの諸報告をお願いする。

イル・カント・デル・クオーレ主催の「みんなで楽し

くうたいましょう」を始めとして、９件の事業に対して

名義後援の承認を行った。

新型コロナウイスる感染症の関係で、名義後援を受け

ている事業で中止になったものはあるか

手元に集計した資料はないが、中止の連絡は多数入っ

ている。次回定例会で件数を報告する。

２件の報告をする。

①大和田カミ遺跡第１３地点現地調査の終了について

報告する。大和田二・三丁目土地区画整理事業に伴い、

埋蔵文化財調査のうち、昨年６月に開始した大和田カミ

遺跡第１３地点の発掘調査は、２月末をもって現地の調

査を終了した。中世の古銭、埋葬された人骨、８世紀頃

の蔵骨器が出土するとともに、第２次世界大戦の空爆跡

と見られる遺恨を確認され、全体では縄文時代の竪穴式

住居跡が４３棟、古代の竪穴式住居跡が１８棟、遺物は

収納コンテナで９４箱となった。また、現在作業中の第

１４地点でも古代の竪穴住居跡、また、鉄製品が出土し

ているところである。本発掘調査は次年度まで作業を予

定しているが、全体整理と分析を進めた上で、展示会、

報告会の場を設けたいと考えている。

②生涯学習センター非常用発電機設備交換工事の工期

延長についてある。生涯学習センター屋上に設置してい

る非常用発電機は、老朽化による交換のため、本年３月

３１日までを工期として工事請負契約を行ったが、東京

オリンピック・パラリンピックと昨年９月の台風１５号

など、災害需要から機器の供給不足の事態となっている

ため、その状況を確認した上で、本年７月末まで工期を

延長した。繰越明許については、現在開会中の新座市議

会定例会に提出する。

公民館・コミセンまつりは、各館で活動するサークル

等の利用者団体の成果の発表や作品展示を行うもので、

例年４月から５月の間に開催しているが、令和２年度は、

新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を考慮し、

中止することとなった。



- 12 -

学務課長

教育支援課長

教育相談セン

ター室長

２件の報告をする。

①２月第５週目に第四小学校で１学級で３日間インフ

ルエンザによる学級閉鎖を実施した。

②転出、転入の多い年度末及び年度初めの窓口業務の

混雑を緩和するため、３月２９日（日）に市の休日開庁

に合わせて学務課においても実施する。時間は８時３０

分から午後５時１５分までである。

３件の報告をする。

①令和元年度文化面表彰等一覧については、資料のと

おりである。

②令和元年度中学校卒業予定者進路状況について報告

をする。今年度は、国公立高校への進学者の減少してい

る。また、県外私立高校への進学者が増加している。進

路未定者１２名については、資料のとおりである。

③授業力向上セミナーについて報告をする。令和元年

１０月３０日（水）に第三中学校を会場として実施した。

管理職１９名、教職員３９名、計５８名の参加となった。

数学の一次関数の単元において、富士山頂、山中湖、甲

府市などの気温を一次関数とみなし６合目の気温を予測

するといった問題解決型の授業を展開された。体育館を

会場に、小グループでの話合いやタブレットを活用した

授業を行った。指導者の東京学芸大学教授中村光一先生

からは、豊富な事例から御示唆いただくとともに、懇切

丁寧に御指導いただいた。

なお、本授業は、今年度で終了する。今後は、学校訪

問や研究発表の充実を図ることで、教員の授業力向上を

進めていく。

３件の報告をする。

①県スクールソーシャルワーカーの配置について報告

をする。本年度までは市の推薦を受けて県から派遣され

ていたが、次年度は県が直接採用することになり、２名

配置と連絡があったものの、そのうち１名については未

定となっている。４月から１人当たり週２日の配置が予

定されている。

②会計年度任用職員及び謝礼金対応職員の配置につい

て報告をする。

教育相談員については、新たに増田 裕子氏を配置した。

増田氏は、令和元年度末で和光南特別支援学校を退職さ

れる。ふれあいルームや各学校において困り感が高かっ

た、集団に対しての不適応や発達障害のある児童生徒等

への対応について、力を発揮していただけると期待して

いる。

新座市スクールソーシャルワーカーについては、これ
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閉会 教育長

までの１名から、令和２年度予算では２名の計上となっ

た。新たな人員として、これまで県のスクールソーシャ

ルワーカーと新座市教育相談員を兼務していた坂川 亜紀

氏を配置する。これにより、毎週１日ずつスクールソー

シャルワーカーが各中学校区を巡回することができるよ

うになった。

学校カウンセラーについては、これまで２名、計１００

回の配置をしていたが、令和２年度は１名増員して３名、

計１５０回を予算計上した。新たに軸屋 江利子氏を配置

する。こちらの学校カウンセラーは、新座市教育相談室

への配置となる。

さわやか相談員・子どもと親の相談員については、年度

当初より全校に配置することができた。

特別支援教育関係職員については、第六中学校の介助員

が未定となっているが、会計年度任用職員となったことで

週３０時間の制限がなくなり、中澤 知子氏が毎日介助で

きる見込みとなっている。

③特別支援教育支援員の配置については、現時点では多

くが未定となっている。引き続き募集を行う。日本語指導

員については、変更はない。

最後に、次回の会議予定を確認する。

令和２年第４回定例会は、４月２３日（木）午後３時

から第二庁舎１階の会議室２で開催する。

これをもって、令和２年第３回新座市教育委員会定例

会を閉会する。

午後４時２５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


