
令和３年６月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

１ 日 時  令和３年６月２８日（月）午後１時３０分～午後２時５０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、江原勝美学校教育部長、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、吉

田謙治社会教育担当参事兼社会教育課長、肥沼位昌保健給食

担当参事兼保健給食課長、中村啓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、大島光治教育総務

課主幹兼教育企画室長、遠山秀仁教育施設課長、廣谷貴紀ス

ポーツ振興課長、稲田里織文化財保護課長、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

教育課主幹兼健やかかがやき支援室長、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３号から議案第６号までの４件。ま

た、協議事項が１件。 

          なお、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、学校及び個人が特定される恐

れがあるため、また、「所沢市パークゴルフ場の管理運営に

ついて」は個人に関する情報及び捜査情報が含まれるため、

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３号 所沢市社会教育委員の解嘱および委嘱について 

  資料に則り、吉田社会教育担当参事兼社会教育課長から以下のとおり説明がなさ

れた。 

  議案第３号については、社会教育法および所沢市社会教育委員条例に基づき社

会教育委員を置くもので、ここで藤巻 裕 委員を解嘱し、新たに古山 智啓 委員

および関 直規 委員を委嘱するものである。 

 以下、質疑 

（寺本委員） 

  ＰＴＡ連合会の方は交替になるかと思います。社会教育関係者の関 直規 委員は

新任と記載がありますが、退任された方はいるのでしょうか。 

（吉田社会教育担当参事） 

  関委員につきましては、以前に社会教育委員をお願いしていましたが、ご自身の

研究活動を理由に委員を辞退しておりました。ここで研究が終了されたということ

であらためて委嘱するものになりますので、どなたかが辞められたことでの補充で

はありません。 

※大岩教育長の採決により、出席委員全員が賛成し、原案どおり可決された。 

 

●議案第４号 所沢市公民館運営審議会委員の委嘱について 

  資料に則り、吉田社会教育担当参事から以下のとおり説明がなされた。 

  議案第４号については、任期満了に伴い委嘱するものである。新たにお願いす

る委員は７名となり、委員１５名中女性委員は２名となるものである。 

 質疑なし 

※大岩教育長の採決により、出席委員全員が賛成し、原案どおり可決された。 

 

●議案第５号 所沢市就学支援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なされた。 

  議案第５号については、本年度の教育委員会会議４月定例会で議決された所沢

市就学支援委員会委員の追加委嘱であり、知識経験を有する４名について委員就

任の内諾を得られたため委嘱するものである。委員の人数については、所沢市就



 

 

学支援委員会条例に「委員７０人以内で組織する」と規定されており、本年度は

既に委嘱されている委員を含めて６９名となる。 

 以下、質疑 

（宮本委員） 

  ４月の教育委員会会議定例会でも幼稚園から小学校進学の際の接続について確

認しましたが、今回委嘱される委員の中に私立幼稚園の関係者はいるのでしょうか。 

（関根学校教育部次長） 

  今回委嘱する委員に私立幼稚園の関係者はおりませんが、再任となる３名の委員

については、幼稚園・保育園の部会に入っていただき、十分な就学相談の体制が組

めるようにする予定です。 

※大岩教育長の採決により、出席委員全員が賛成し、原案どおり可決された。 

 

●議案第６号 所沢市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

  資料に則り、肥沼保健給食担当参事から以下のとおり説明がなされた。 

  議案第６号について、所沢市立学校給食センター運営委員会委員の任期が令和

３年６月３０日をもって満了となるため、新任・再任含めて２０名の委員を委嘱

するものである。 

  １号委員の校長は小中学校校長会にて給食担当の方を、２号委員の食育主任は

小学校と中学校から各１名、３号委員から７号委員まではそれぞれの出身団体か

推薦をいただいた方である。８号委員の知識経験者は元校長や淑徳大学の特任教

授の方であり、９号委員の「市民その他の教育委員会が必要と認めた者」につい

ては市民公募者とし、定員数ちょうどの応募であったため無抽選で委嘱するもの

である。 

 以下、質疑 

（寺本委員） 

  ９号委員の市民公募の方に、小中学校に子どもが通っている保護者の方はいるの

でしょうか。 

（肥沼保健給食担当参事） 

  現時点で子どもが市内小中学校に通っているかどうかは把握しておりません。 

 



 

 

（吉本委員） 

  ２号委員の食育主任とは、何か資格を有しているのでしょうか。また、３号委員

のＰＴＡ会長３名はいずれも小学校ですが、中学校の方がいないのは理由があるの

でしょうか。 

（肥沼保健給食担当参事） 

  食育主任については、各学校において校務分掌の一つとして教員が選任されてお

り、選任にあたって資格を要するものではありません。３号委員のＰＴＡ会長が小

学校のみとなっていることについては、給食センターの給食を喫食する学校数が小

学校のほうが多いということがありますが、次回以降、中学校のＰＴＡ会長も含ま

れるよう検討します。 

（吉本委員） 

  ３号委員のＰＴＡ会長については今回３名が候補となっているので、次回以降は

ぜひ中学校ＰＴＡ会長も選任してもらいたいと思います。２号委員の食育主任につ

いては、学校現場ではアレルギー対応が重要になるかと思いますので、今後はアレ

ルギーに関する知識を有しているか留意し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、原案どおり可決された。 

 

８ 協議事項 

 ○令和４年度所沢市立所沢第二幼稚園園児募集について 

  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なされた。 

  保育料については、一昨年の１０月から「国による幼児教育・保育の無償化」

が実施されたことに伴い、無償としている。募集に関する日程については、昨年

度から変更はない。募集人員については、ここ数年は３５人を超えることがない

こと、また、現在の職員体制を考慮し、昨年度までの７０人から３５人に変更す

る。今後、広報ところざわ１０月号等で周知を行い、健康診断、親子面接を経て、

１２月中旬に入園決定通知書を発送する流れである。 

  令和４年度の入園児は、平成２９年４月２日から平成３０年４月１日に生まれ

た幼児が対象となる。令和４年度の市全体幼児数は２，５３０人であり、そのう

ち、所沢第二幼稚園の通園範囲である荒幡・山口地区の対象幼児は１２２人であ



 

 

る。過去３年度の該当地区幼児数における所沢第二幼稚園の入園率は、令和元年

度の１０．７％が一番高く、令和３年度の５．６％が一番低く、平均は７．５％

である。これらの数字に基づき推計を出した結果、令和４年度の新入園児数は、

７人から１３人と予想される。 

 以下、質疑 

（宮本委員） 

  ここ数年の入園児数の推移を見ると、かなり少ない人数であると思います。入園

児が減ってきているのは、通園時間を徒歩２５分程度と範囲を限定していることも

理由の一つと思いますので、公共交通機関を利用して周辺地域から通えるようにす

るなど、募集要項を変更できるかどうか検討するのも一つの方法かと考えます。 

（寺本委員） 

  同様の意見ですが、募集要項の応募資格③の「通園時間は、幼児が歩いて最大２

５分程度であること」について、要件はこのままとしたうえで、柔軟に運用して範

囲を拡大することはできないのでしょうか。電車やところバスの利用も含めて徒歩

２５分とするなど、運用面を変更することで第二幼稚園に通える子どもがいるので

あれば、せっかく園を運営しているのだから杓子定規に考える必要はないと思いま

す。公共交通機関を利用してまで第二幼稚園に通いたいということであれば、私立

幼稚園との関係においても影響は無いのではないでしょうか。 

（関根学校教育部次長） 

  現時点で直接、教育委員会事務局に通園範囲の拡大について要望が来ているとい

うことはありません。今後、検討する必要はあるかと思いますが、一方で、第二幼

稚園は私立幼稚園がない地域に補完的に設置したという背景もございます。市全体

の幼児数が減少している中で通園範囲を拡大することについては、やはり私立幼稚

園との関係性において考慮する必要はあると考えています。 

（宮本委員） 

  確かに私立幼稚園の補完的な意味で設置したと思いますが、私立幼稚園は多数あ

り、市民も自由に選択できる状況になっていると思います。その中で、公立園とし

ての役割、存在意義もあるのではないかと思っています。 

（清水委員） 

  地域の幼児数のうち１０％ほどが第二幼稚園に通っているということは、その他



 

 

の幼児は私立幼稚園や保育園に通っている子どもが多いということになるかと思

います。この１０％をどのように考えるかですが、営業面にとらわれずにフラッグ

シップ、旗艦的な役割を持つ公的な幼稚園があってもいいのではないかという気持

ちもあります。しかし、コスト、費用対効果も重視しなければならず、そこのバラ

ンスをしっかりと検討する必要があると思います。 

（吉本委員） 

  本日の協議事項は、令和４年度の園児募集についてであったかと思います。第二

幼稚園の在り方については、予算の執行も含めて、監査委員や市議会、市長がどの

ように評価しているのか、一度、市全体として総合的に考える機会を別に設けても

いいのではないでしょうか。 

（大岩教育長） 

  それでは、募集のスケジュールもありますので、令和４年度の募集要項としては、

募集人数の変更も含めてこの案を基本に進めていきたいと思いますが、今後、別途、

第二幼稚園についてあらためて協議を行いたいと思います。 

 

９ 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６月から９月までの主な行事予定について（教育総務課） 

 ○第３２回所沢シティマラソン大会の開催について（スポーツ振興課） 

 ○東京２０２０オリンピック・パラリンピック学校連携観戦チケットについて 

（スポーツ振興課） 

 ○「令和の新指定文化財展」の開催について（文化財保護課） 

 ○ＧＩＧＡスクール構想＠ＴＯＫＯＲＯＺＡＷＡ（ＴＧＳ構想）について 

（教育センター） 

 以下、質疑 

 （寺本委員） 

  所沢シティマラソン大会について、参加料振込後にコロナの感染拡大等で開催中

止が決定した場合は、参加料の払い戻しはあるのでしょうか。 

 （廣谷スポーツ振興課長） 

  現在、実行委員会の部会で検討を行っていますが、中止決定のタイミングによっ



 

 

て払い戻しの割合がどれくらいになるか、参加要項に記載してランナーに周知した

いと考えております。 

 （寺本委員） 

  ＧＩＧＡスクール構想のクロームブック端末について、夏季休業期間中は全ての

小中学校で家庭に持ち帰ることになるのでしょうか。 

 （中村教育センター担当参事） 

  現在、ログインの方法など基本的な使い方やオンラインドリルの活用などの周知

を進め、土日を利用して家庭のインターネット環境の確認を行っています。１学期

終業日までには全家庭へ持ち帰りを行う予定です。 

 （清水委員） 

  インターネット環境は各家庭によって異なると思いますが、スマートフォンなど

を利用したテザリングでの接続も可能でしょうか。 

 （中村教育センター担当参事） 

  テザリングでの接続も可能です。インターネット接続が困難な家庭については、

モバイルＷｉ-Ｆｉルータを５００台用意して貸し出しを行う予定です。 

 （清水委員） 

  インターネット検索の履歴の取り扱いやフィルタリング機能はどのようになっ

ているのでしょうか。また、メールのやり取りは可能なのでしょうか。 

 （中村教育センター担当参事） 

  検索の履歴は残りますが、管理者のみ確認可能としています。フィルタリングに

ついては、クロームブックのフィルタリング機能のほか、フィルタリングソフトも

導入し、二重にフィルタリングをかけています。メールのやり取りは想定しており

ません。 

（宮本委員） 

  クロームブックを家庭に持ち帰るにあたって、オンラインドリルは宿題となるの

か、それとも宿題とは別にプラスアルファの自習用としての活用になるのか、どち

らでしょうか。 

 （中村教育センター担当参事） 

  現在は、クロームブックにログインしてみること、端末内のソフトを動かしてみ



 

 

ること、オンラインドリルを使ってみること、ＮＨＫ ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏｌを見て

みること、これらにチャレンジしてみましょうと伝えています。この理由としまし

ては、やはり各家庭のインターネット環境が異なること、Ｗｉ-Ｆｉルータの貸し

出しを行うのですが５ギガの制限があることがあげられます。このようなご家庭に

対しても、各学校でクロームブックを利用できる教室を用意したり、教育センター

内にも一定期間はインターネット接続できる部屋を用意する予定です。それでもな

かなか利用できないという家庭がある可能性がありますので、宿題という形ではな

く、まずはチャレンジして慣れてもらう、そのうえで二学期以降、授業でスムーズ

に利用できればと考えております。 

（清水委員） 

  ＡＣアダプターは各端末とセットで貸し出しをするのでしょうか。 

（中村教育センター担当参事） 

  ＡＣアダプターもセットで持ち帰る予定です。 

（寺本委員） 

  端末を持ち帰ることについては、パソコンが得意な子や環境が整っている子にと

っては有益なことである一方で、やろうと思ったけど上手くいかなかったという

事例も出てくるかと思います。そうった事例をしっかりと研究して今後に活かし

てほしいと思います。失敗したことを子どもたちが隠すことなく、しっかりと報

告できる環境を各学校で作ってもらいたいと思います。 

 

 ○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） 

 以下、質疑 

（寺本委員） 

  蔓延防止重点措置の対象地域から所沢市が解除されたことで、小中学校の水泳の

授業はどうなっているのでしょうか。 

（関根学校教育部次長） 

  水泳の授業については、距離を保ち、可能な限り声を出さないよう配慮をしたう

えで、各学校で実施しています。 

 



 

 

（宮本委員） 

  マスクの着用について少し緩和されたことは、これからは熱中症の心配もありま

すのでありがたいと思っています。体育の授業はマスク着用不要となり、他の授業

はマスク着用とありますが、他の授業とは体育以外の授業全てということでしょう

か。 

（関根学校教育部次長） 

  音楽も含めてですが、その他の教科についてもグループで話し合いをすることが

ありますので原則はマスク着用としています。ただし、一定の距離を確保できる場

合や熱中症の危険がある場合はマスクを外すこともできるとしています。現在は各

教室でもエアコンが利用できますので、それぞれの状況を確認しながら各教員が判

断することとなります。 

（清水委員） 

  子どもたちのワクチン接種について、所沢市の方針はあるのでしょうか。 

（大岩教育長） 

  １２歳以上がワクチン接種の対象となりますので、大人と同様にクーポン券を

発送します。教育委員会としてワクチン接種を推奨するあるいは推奨しないとい

うものではなく、接種するかどうかは各ご家庭での判断になります。 

 

 ○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） 

【非公開】 

《 削 除 》 

 

○所沢市パークゴルフ場の管理運営について（スポーツ振興課）【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 》 

 

   



 

 

１０ その他 

 ○今後の日程 

 ・教育委員会会議７月定例会：７月２８日（水） 

・教育委員会会議８月定例会：８月２０日（金） 

 

１１ 閉 会 午後２時５０分 

 


