
 

令和３年３月教育委員会会議（定例会）会議録 

１ 日 時  令和３年３月１５日（月）午後１時３０分～午後４時３０分 

２ 場 所  市役所７階 研修室 

３ 出席者［教育長］大岩幹夫 

［委 員］吉本理(教育長職務代理者)、寺本彰、清水国明、宮本陽子 

     ［事務局］千葉裕之教育総務部長、出居正之学校教育部長、市川雅美教

育総務部次長、関根祐一学校教育部次長兼学校教育課長、森

田幸夫教育施設担当参事兼教育施設課長、肥沼位昌文化財保

護担当参事兼文化財保護課長、池田隆人保健給食担当参事兼

保健給食課長、長谷川陽子教育センター担当参事兼教育セン

ター所長、糟谷苗美教育総務課長、清水康雄教育総務課主幹

兼教育企画室長、稲田里織社会教育課長、廣谷貴紀スポーツ

振興課長、酒井忠夫生涯学習推進センター所長、古田晃一所

沢図書館長、伊東真吾学校教育課教育指導担当主幹兼健やか

輝き支援室長、德増由美子教育センター主幹兼教育センター

副所長 

     ［書 記］武政直行教育総務課主査、名雪晋祐教育総務課主査 

４ 前回会議録の承認 

５ 会議の傍聴者  なし 

６ 開 会     本日の議案は、議案第３３号から第３８号、及び追加議案

第３９号から第４０号の８件。 

なお、議案第４０号は人事に関する審議のため、協議事項

は率直な意見交換を行うため、また、報告事項のうち「新型

コロナウイルス感染症への対応について」の一部、及び「市

内小中学校での事案について」は個人に関する情報が含まれ

るため、「所沢市パークゴルフ場の指定管理者の指定議案の

進捗について」及び「令和２年度教育委員会予算（３月補正・

追加分）及び令和３年度教育委員会予算（当初補正）決定の

教育長臨時代理について」は開会中の市議会第 1 回定例会に

て審議される議案に関する報告のため、「地方教育行政の組織

及び運営に関する法律」第１４条第７項に基づき、非公開とし



 

 

たい旨の発議があり、出席委員全員が賛成し、非公開で審議さ

れることに決定した。 

７ 議題 

●議案第３３号 所沢市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則制定について 

●議案第３４号 所沢市立小中学校事務共同実施運営規程制定について 

※関連する議案のため、一括して審議 

資料に則り、関根学校教育部次長から以下のとおり説明があった。 

  議案第３３号については、埼玉県教育委員会から通知された『埼玉県公立小・

中学校等事務の共同実施に関する方針』に基づき、市立小中学校における教育目

標の実現及び学校経営のより一層の充実を図るとともに、業務の効率的かつ効果

的な処理及び学校事務職員の資質の向上を目指した、学校事務職員による学校事

務の共同実施を導入するため、所沢市立小・中学校管理規則について、所要の改

正を行うものである。なお、施行期日については、学校への周知、実施に向けた  

準備のため、令和３年１０月１日としている。 

  議案第３４号については、議案３３号「所沢市立小・中学校管理規則の一部改

正」による第１９条の３の規定に基づき、共同実施組織の組織、運営及び業務等

に関して必要な事項を定めるため、所沢市立小中学校事務共同実施運営規程を制

定するものである。 

なお、施行期日については、所沢市立小・中学校管理規則の一部改正と同じく、

令和３年１０月１日としている。 

以下、質疑。 

（寺本委員） 

  共同実施校では、どれくらいの頻度で集まって、１回の時間はどれくらいを想定

していますか。 

（関根学校教育部次長） 

  月 1 回から２回の頻度で、１回の時間は半日を考えています。 

（吉本委員） 

  事務職員は、どれくらいの年数で異動していますか。 

（関根学校教育部次長） 

  ７年を１つの大きな節目として、積極的な異動の対象としています。 

 



 

 

（吉本委員） 

  長期に在籍することで、弊害が出る可能性もあると思うので、気をつけていただ

ければと思います。 

（関根学校教育部次長） 

  異動が最大の研修であるというのは、教員と同じですので、計画的に進めていく

考えです。また、共同実施のグループを組む際に、リーダーになれる者の配置も含

めて検討していきます。 

（宮本委員） 

  規程に文書の持出について記載がありますが、持ち出すときはもちろん、返却す

るときまで、しっかり管理してほしいと思います。 

（関根学校教育部次長） 

  徹底して行っていきたいと思います。 

（清水委員） 

  文書持出については、どこからどこへの移動を想定していますか。 

（関根学校教育部次長） 

  各グループの中の１校を会場にして行いますので、所属の学校と会場の学校との

往復になります。 

※大岩教育長の採決により、出席委員全員が賛成し、両議案とも可決された。 

 

●議案第３５号 所沢市文化財保護条例施行規則等の一部を改正する規則制定につ

いて 

資料に則り、肥沼文化財保護担当参事から以下のとおり説明があった。 

行政手続における押印の見直しに伴い、様式の「印」を削るとともに、平仮名

で表記されていた「あて先」を「宛先」に改めて文言の整備を行う。また、『所

沢市埋蔵文化財調査センター条例施行規則』の様式にある決裁欄の削除を行う。 

質疑は特になし。 

※大岩教育長の採決により、出席委員全員が賛成し可決された。 

 

 

 



 

 

●議案第３６号 令和３年度所沢市教育行政推進施策について 

資料に則り、清水教育総務課主幹兼教育企画室長から以下のとおり説明があった。 

   本件については、先月の教育委員会会議において協議を行い、その際にいただ

いたご意見も踏まえ、次のとおり修正を行った。 

５ページ、６ページの令和３年度の最重点施策の２「相談体制の充実と教職員 

の資質向上」について、６ページに重点事業及び主要事業を記載しているが、こ

こに、教員の授業力・指導力の向上に触れている「学び創造アクティブプラス学

力向上推進事業」を追加した。 

   ９ページの「ＩＣＴ推進事業」について、ＧＩＧＡスクール構想に関するリー

フレットを作成し、周知に努めている旨を追記した。 

１３ページの「ふるさと研究活動事業」について、前回の案では、この事業と

別に「ふるさと研究 常設展示・企画展示事業」という事業も記載していたが、重

なる部分が大きいため、今回の案では１つの事業として記載している。また、こ

の事業の研究対象について、前回は「自然・歴史・文化・産業」と記載していた

が、今回はこれに「人物」を加え、三ヶ島葭子以外の偉人等に関する研究にも取

り組んでいく姿勢を示した。 

１９ページの「未来へ羽ばたく人材育成のための Tokorozawa English Action 

Plan」について、各学校の取組みに関する情報共有について追記した。 

 同じく１９ページの「中学生海外文化交流派遣事業」について、前回の案では、

令和３年度の事業中止が決定しているため、事業そのものを記載していなかった

が、今回の案では、事業の趣旨等を記載している。 

３３ページの予算に関してですが、上段には当初予算額の円グラフ、下段には

予算額の推移の表を記載した。また、こちらの当初予算額は、会計上の分類によ

る「教育費」について記載しており、他部局の所管分も含んでいるので、その旨

をページの最下部に追記している。 

本日の審議にて議決後、市議会・政策会議に報告するとともに、市のホームペ

ージで公開する予定である。 

以下、質疑。 

（寺本委員） 

  『未来へ羽ばたく人材育成のための Tokorozawa English Action Plan』につい



 

 

てですが、他の人の授業を積極的に見るという視点を大事にしてほしいと思います。

授業を見てもらうために準備が煩雑になることは望んでいませんので、気軽に他の

先生の授業を見学できるような仕組みがあると良いと思います。 

（宮本委員） 

  読書がすべてのベースだと思いますので、将来的に、小学校にも図書館司書が全

校に配置されることを望みます。 

  ３３ページの予算に関して、教育費に教育委員会以外の所管分も含んでいるとあ

りますが、それはどの部分ですか。 

（清水教育総務課主幹） 

  『教育総務費』にこども未来部所管の『奨学事業推進費』、『幼稚園費』にこど

も未来部所管の『私立幼稚園費』、『社会教育費』に市民部所管の『公民館運営費』

等の一部をそれぞれ含んでいます。 

（宮本委員） 

  前年度と比べて、予算が大きく増えた部分については、理由が分かるように注釈

をつけるなどの工夫があると良いと思います。 

（吉本委員） 

  『歴史的建造物整備活用事業』についてですが、整備基本方針策定委員会は、整

備のことだけを検討するのか、それとも活用法についても話し合うのでしょうか。 

（肥沼文化財保護担当参事） 

  活用法も含めて整備を進めていく考えです。 

（吉本委員） 

  『ふるさと研究活動事業』について、今回から「人物」も対象に加えていただき

ましたが、具体的な人物名はあがっていますか。 

（酒井生涯学習推進センター所長） 

  現時点で、具体的な人物は定めていませんが、今年度発行した『所沢市史ダイジ

ェスト版 ところざわ歴史物語 増補改訂版』に新たに加えました、鹿島建設の創

始者・鹿島岩吉氏や俳優・左卜全氏などが考えられます。今後、注目されるべき人

物を調査し、企画展等で取り上げていければと考えています。 

（清水委員） 

  マネーリテラシーということで、海外では、子どもの頃からお金に関することを



 

 

教えている国があると聞きますが、日本ではあまり行われていないのではないかと

思います。子ども達の未来に向けて、今後、お金に関する授業が必要ではないかと

思いますが、主要事業の中で、そのようなことに関連した事業はありますか。 

（清水教育総務課主幹） 

  直接お金について学ぶというものではありませんが、『中学生社会体験チャレン

ジ事業』において、職場体験を通して、こういう仕事をしてお金をもらっているん

だ、ということを中学生に経験してもらうという事業を行っています。 

※大岩教育長の採決により、出席委員全員が賛成し可決された。 

 

●議案第３７号 所沢市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

資料に則り、廣谷スポーツ振興課長から以下のとおり説明があった。 

「所沢市スポーツ推進審議会」委員は、「所沢市スポーツ推進審議会条例」第

２条により、教育委員会が委嘱し、第３条でその任期は２年となっている。来年

度が改選期にあたるため、本会議にお諮りするものである。 

条例第２条第１項で、審議会は１５人以内をもって組織するとあり、現在１２

人で組織しており、今回も１２人とした。１号委員は、条例第２条第２項第１号

の知識経験者であり、早稲田大学スポーツ科学学術院や所沢市スポーツ協会、所

沢市スポーツ推進委員会などから推薦をいただいた方達を候補者に選出してい

る。２号委員は、公募による市民委員で、今回１８人の方から応募をいただき、

公開抽選により３人の方を選出した。新任が７人、再任が５人となっている。任

期は、令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの２年間である。 

なお、今までの審議会では、スポーツに関する事項として、スポーツ振興計画、

スポーツ団体に対する補助金、スポーツ振興のあり方などについて審議を行い、

ご意見、ご提言をいただいている。 

以下、質疑。 

（寺本委員） 

  公募の委員は、何か専門とするスポーツの種目はありますか。 

（廣谷スポーツ振興課長） 

  無作為抽出を行い、その中で応募のあった方の中から抽選で選ばれたので、特に

専門とする種目はありません。 



 

 

（清水委員） 

  委員の男女比は考慮していますか。 

（廣谷スポーツ振興課長） 

  『所沢市審議会等の委員選任要綱』に「委員数のうち、１０分の４以上は女性委

員とするよう努めるものとする」とあり、それに基づいて対応しています。 

（吉本委員） 

  スポーツ協会やスポーツ少年団に登録されている種目にはない新しいスポーツ

が、オリンピックに採用されてきていますので、そのような状況を事務局としても

注視していってほしいと思います。 

※大岩教育長の採決により、出席委員全員が賛成し可決された。 

 

●議案第３８号 所沢市教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱について 

資料に則り、古田所沢図書館長から以下のとおり説明があった。 

  所沢図書館分館の現在の指定管理者（株式会社ヴィアックス）との契約期間

が、平成２９年度から５年間となっており、令和４年３月３１日をもって満了す

る。それに伴い、新たに令和４年４月１日からの指定管理者の選定が必要となる

ことから、「所沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第１１条

第１項第６号」に基づき設置された所沢市教育委員会指定管理者選定委員会委員

の委嘱を本会議にお諮りするものである。委員の構成については、同条例第 

１３条の規定により「委員は８名以内で組織する」となっており、８名のうち４

名が外部委員である。そのうち、公認会計士及び司法書士の２名は、それぞれ会

計監査及び法令順守の観点から必置の職種となっていて、企画総務課から推薦を

いただいている。他の２名については、図書館の専門知識や専門的な観点から、

選任した。任期は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの１年間であ

る。 

質疑は特になし。 

※大岩教育長の採決により、出席委員全員が賛成し可決された。 

 

 

 



 

 

●議案第３９号 所沢市いじめ問題対策委員会委員の委嘱について 

資料に則り、関根学校教育部次長から以下のとおり説明があった。 

     所沢市いじめ問題対策委員会は、平成２７年度に発足し、本市のいじめ問題へ

の取組みや生徒指導上の諸課題について、様々な角度からご意見をいただいてい

る。今年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止による中止のほか、

臨時開催も含め、計４回開催した。 

所沢市いじめ問題対策委員会条例第３条に「対策委員会は、委員１５名以内で

組織する。」とあり、令和３年度の委員の委嘱をお願いするものである。本市で

は、３年連続で市内中学生のかけがえのない命が失われるという大変痛ましい事

案が発生している。今後、このような悲しい出来事を絶対に起こさないためにも、

来年度も引き続き、いじめ問題対策委員会の充実が必要であると考えており、い

じめ問題対策委員会の充実のため、次年度も１２名の構成としている。 

なお、条例上は１５名となっているが、定員の上限に達していないことについ

ては、いじめの重大事態等の発生に備えて、事例に応じた専門的な立場からの意

見をいただけるように、緊急に必要な分野の委員を委嘱できるよう配慮している。 

   令和３年度は、昨年同様、年３回の定例会に加えて、重大事態調査、報告のため

の臨時開催を予算上は３回予定している。 

以下、質疑。 

（清水委員） 

  LGBT に関わることがいじめに繋がることもあると思うので、そのことに知見の

ある方が求められると考えますが、委員の中に精通した方はいますか。 

（関根学校教育部次長） 

直接の専門家というわけではありませんが、委員の中には、人権擁護委員や弁

護士の委員がいますので、その知見が活かされると考えています。 

（清水委員） 

人権擁護委員や弁護士の方も、専門分野があると思いますので、LGBT に関連し

た知識や経験がどれくらいあるのか把握していただければと思います。これから

は、その角度からの知見も求められると思いますので、手厚くしていった方が良

いと思います。 

（寺本委員） 

  学校においては、担任の先生が集まって、意見を出し合う機会があると良いと

思います。その場に専門の方に入ってもらうのも良いと思いますし、そのような



 

 

場を作っていただきたいと思います。 

（清水委員） 

  学校で子ども達向けに LGBT の研修を行い、「１１人に１人の割合で LGBT の方

がいる」という話をすると、研修が終わった後に、子ども達の中で、誰がそうな

のかと当事者探しが始まる、ということがあるようです。それが当たり前なんだ

という住みやすい環境を作ることが目的であって、対象者を見つけることでも、

カミングアウトさせることでもなく、それがその人の一つの特徴であるというこ

とをみんなで認め合う環境を作ろう、という方向でやっていかないと、当事者探

しに陥る傾向があるようですので、慎重に専門の方の指導を受けて対応していく

必要があると考えます。 

（吉本委員） 

  公募による委員の枠が設けられると、より多様な意見を出してもらうことが可

能になると思いますので、検討していただければと思います。 

※大岩教育長の採決により、出席委員全員が賛成し可決された。 

 

８ 報告事項 

○所沢市教育委員会後援等名義使用許可について（教育総務課） 

 ○所沢市教育委員会の３月から６月までの主な行事予定について（教育総務課） 

 ○小学校の学級編制の標準の引下げについて（学校教育課） 

 ○学校給食センター整備に係る「特定事業の選定」について（保健給食課） 

 ○教育委員会職員の善行事例について（保健給食課） 

○新型コロナウイルス感染症への対応について（教育総務部・学校教育部） 

ここまでの報告に質疑は特になし。 

○新型コロナウイルス感染症への対応について（学校教育課）【非公開】 

《削 除》 

○市内小中学校での事案について（学校教育課）【非公開】 

《削 除》 

○所沢市パークゴルフ場の指定管理者の指定議案の進捗について 

（スポーツ振興課）【非公開】 

《削 除》 

 

 



 

 

○令和２年度教育委員会予算（３月補正・追加分）及び令和３年度教育委員会予

算（当初補正）決定の教育長臨時代理について（保健給食課）【非公開】 

 質疑は特になし。 

 

９ 協議事項  

教職員の不祥事根絶について【非公開】 

《削 除》 

 

１０ 議題 

●議案第４０号 所沢市教育委員会職員（管理職）の人事異動について【非公開】 

資料に則り、糟谷教育総務課長から説明があった。 

※大岩教育長の採決により、出席委員全員が賛成し可決された。 

 

１１ その他 

 ○今後の日程 

 ・教育委員会会議４月定例会：４月２３日（金） 

 ・教育委員会会議５月定例会：５月２６日（水） 

 ・学校視察：５月２６日（水） 

 

１２ 閉 会 午後４時３０分 


