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１ 日  時 令和４年７月１１日（月） 午後１時３０分～午後３時４５分 

２ 場  所 教育委員会室 

３ 議 題 （１）令和４年度における点検・評価の対象及び方法について 

（２）各施策についての点検・評価 

（３）今後のスケジュールについて 

（４）その他 

４ 資  料 次第、さいたま市教育行政点検評価委員会設置要綱、座席表、出席 

者名簿、点検評価委員会審査日程、令和４年度教育委員会の点検・ 

評価報告書（案）、令和３年度教育行政方針 

５ 出 席 者 平澤奈古委員長、橋本正晴委員、溝口景子委員 

（関係所管出席者）髙木教育総務課長、田口学校施設整備課長補佐、

大友学校施設管理課長、菱沼学事課長、田中教職員人事課長、藤田

指導１課長、鴨志田高校教育課長、宮野健康教育課長、深津教育研

究所長、新堀舘岩少年自然の家所長 

（事務局）玉崎管理部参事、丹教育政策室長、片倉教育政策室長補

佐、鐘ケ江教育政策室主任、野田教育政策室主任 

６ 欠 席 者 ０人 

７ 議 事 

＜開 会＞ １３時３０分開会 

 

 ※会議を非公開とはしないことを決定した。傍聴者なし。 

 

議題（１）令和４年度における点検・評価の対象及び方法について 

事務局から、令和４年度における点検・評価の対象及び方法について説明後、各

委員へ意見を求めた。  

※意見なし 

事務局の原案のとおり、評価の対象は「令和３年度教育行政方針」に記載された

５３事業とする。 

評価の方法は、「令和４年度教育委員会の点検・評価報告書（案）」における教

育委員会の自己点検・評価の記載に沿って各所管課から説明を行い、それに対して

委員が意見を述べる、という方法で了承された。 

 

議題（２）各施策についての点検・評価 

令和４年度教育委員会の点検・評価報告書「Ⅱ 教育委員の活動状況（令和３年

度）」、「Ⅲ 新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた主な対応」、「Ⅳ 点検・評

価の結果（令和３年度事業対象）」において、「１ １２年間の学びの連続性を生か

した『真の学力』の育成」の１４事業と「５ 『未来を拓くさいたま教育』推進の
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ための基盤整備」の９事業について、各所管課から説明を行い、各委員へ意見を求

めた。 

【説明】 

 [Ⅱ 教育委員の活動状況（令和３年度）]（教育総務課） 

【主な意見及び質疑】 

  なし 

【説明】 

 [Ⅲ 新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた主な対応]（教育政策室） 

【主な意見及び質疑】 

 なし 

【説明】 

 [Ⅳ 点検・評価の結果（令和３年度事業対象）] 

＜１ １２年間の学びの連続性を生かした「真の学力」の育成＞ 

1(1)「さいたま市 GIGA スクール構想」における ICT を活用した学びの改革 

1(2)全ての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びの実現 

1(3)アクティブ・ラーニングの推進 Plan The Next 

1(4)読解力向上教育のための Plan The Next 

1(5)「さいたま STEAMS 教育」の推進 

1(6)学校への訪問を通じた授業力向上 Plan The Next 

1(7)さいたま市学習状況調査等の結果を活用した教育指導の充実 

1(8)高い志を持ち世界で活躍する人材を育成する市立高等学校「特色ある学校づくり」 

1(9)舘岩少年自然の家を活動拠点とした自然体験活動の推進 

1(10)保育所・幼稚園等・小学校の連携の推進 

1(11)「さいたま市小・中一貫教育」 Plan The Next1(12) 

1(12)個別最適な学びと協働的な学びを実現する小学校 35 人学級の推進 

1(13)中・高の連続性を持った教育の推進 

1(14) 児童生徒一人ひとりへきめ細かな支援を行うスクールアシスタントの配置  

◆教育委員会の自己評価（教育政策室） 

＜５ 「未来を拓くさいたま教育」推進のための基盤整備＞ 

5(1)持続可能で質の高い教育環境整備の推進 

5(2)学校における働き方改革の推進 

5(3)教員の資質能力の向上 

5(4)部活動指導員配置の推進 

5(5)セーフコミュニティと連携した学校安全の推進 

5(6)学校安全体制の推進 

5(7)自転車免許制度等の推進 

5(8)学校のリフレッシュ計画の推進 

5(9)学校トイレの洋式化等の推進 
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◆教育委員会の自己評価（教育政策室） 

【主な意見及び質疑】 

＜１ １２年間の学びの連続性を生かした「真の学力」の育成＞ 

1(1)「さいたま市 GIGA スクール構想」における ICT を活用した学びの改革 

（溝口委員） 

・タブレットの故障についてどのような状況なのか説明してほしい。 

（教育研究所） 

・タブレットの修繕状況について、活用が進むにつれて非常に修繕が増えている。ま

た、全国的な故障の集中に伴い、業者による修繕期間が長くなっている。（半年程度）

その期間については、児童生徒には代替機を貸与している。 

（溝口委員） 

・タブレットの故障が故意でない場合は、市の負担と聞いているが、数が増えてもそ

の状況は変わらないのか説明してほしい。 

（教育研究所） 

・故障の数が増えても市が負担することについては変わらない。 

（溝口委員） 

・タブレットの貸与については、故障が増加しても子どもたちの学びが止まらぬよう

引き続き、１人１台端末に関わる ICT 機器の整備を行ってほしい。 

（平澤委員長） 

・エバンジェリストはさいたま市が全国に先駆けているものなのかと、配置すること

によって期待できる効果やメリットの 2点について説明してほしい。 

（教育研究所） 

・他の自治体では、エバンジェリストではなく ICT 支援員や GIGA スクールサポーター

という名称が使用されている場合が多い。 

・エバンジェリストについては、各教職員に対して ICT 活用指導力の向上に貢献し、

各学校が自走して GIGA スクール構想を推し進めていくことの一助を担っていると

考えている。 

1(4)読解力向上教育のための Plan The Next 

（橋本委員） 

・OECD が実施する PISA の学校向け調査の令和３年度について大宮南中学校、浦和中

学校、大宮国際中等教育学校で実施とあるが、結果について説明してほしい。 

（指導 1課） 

・OECD が実施する PISA の学校向け調査に学校が協力した形になるが、結果のフィー

ドバックについて教育委員会に具体的な通知はない。ただし、数学的リテラシー、

科学的リテラシー、読解力向上については、全て OECD の平均より高かったと聞いて

いる。 

（平澤委員長） 

・今後の方向性記載の「読解力チャレンジカップ」は市内全校実施予定なのか。 
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（指導 1課） 

・1月に CBT 方式により実施予定で、小学校 5年生と中学校 2 年生を対象としている。 

（平澤委員長） 

・引き続き、「読解力チャレンジカップ」の開催などを通じて、児童生徒がより高いレ

ベルの読解力に挑戦できる学びの機会を提供に努めてほしい。 

1(5)「さいたま STEAMS 教育」の推進 

（平澤委員長） 

・教育フォーラムの開催について、対象と参加人数に説明してほしい。 

（指導 1課） 

・各学校から 1名以上で先生または管理職を対象としている。200 名弱が参加したと

記憶している。 

（溝口委員） 

・「さいたま STEAMS 教育」の予算の状況について説明してほしい。 

（指導 1課） 

・さいたま STEAMS を学習するにあたって子どもたちが、プログラムを組んで社会に役

立つものを作ろうという取組がある。特に、マイクロビット※と呼ばれるセンサー

について予算をかけている。現在調達中で、小・中学校に教材用として配布予定で

ある。そのほか、研究委嘱校への研究費や講師代にも費用がかかっている。 

※マイクロビットとは、子共向けのプログラミング用小型マイコンボードのことで、プログラミングによって動作を制御できるチップを

積んでいる基盤です。LED・加速度センサー・温度センサー・地磁気センサーなどさまざまなものが埋め込まれており、マイクロビ

ット間で無線通信機能を利用してメッセージの送受信などもできます。 

（溝口委員） 

・ある小学校では、ロボットのプログラムを組んで動せるようにする授業があると聞

いており、費用がかかると想像する。 

（指導 1課） 

・その取組については、いろんな企業から無償で協力をいただいており、なるべく学

校の負担にならないよう配慮しているところである。 

（平澤委員長） 

・企業の協賛について募集はしているのか。 

（指導 1課） 

・現在のところ、校長会等で企業側から提案してもらうことが多い。 

（溝口委員） 

・STEAMS 教育の宇宙科学館との連携について説明してほしい。 

（指導 1課） 

・宇宙科学館で進めているプログラムのサイエンスやテクノロジーの分野で連携をと

っている。 

（平澤委員長） 

・企業からの提案が増えた場合、選択するにあたって公平性の現状と今後について説
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明してほしい。 

（指導 1課） 

・現状は企業の社会奉仕活動を教育分野で発揮したいという提案が多い。今後につい

てもしっかりと提案内容を吟味していきたい。 

（平澤委員長） 

・今後の企業選定にあたっては、各企業の理念等を十分に確認し選定してほしい。 

1(6)学校への訪問を通じた授業力向上 Plan The Next 

（平澤委員長） 

・学校訪問を通じて確認できた全体を通しての課題の傾向について説明してほしい。 

（指導 1課） 

・教育委員会として求めていることは、子どもたちが自ら学び、課題を解決していく

主体的な学びについて、コンピュータを使って取り組むことである。昨年度は、コ

ンピュータが導入されたばかりで、各教員において効果的な活用について未熟な面

もあった。本年度は随分改善され、コンピュータを使ってみるという段階からコン

ピュータを効果的に使うという段階にステップが上がったと認識している。昨年の

課題でいうと、やはりコンピュータの活用について課題であったと考えている。 

（平澤委員長） 

・学校訪問を通じて確認できた課題について、専門的な指導・助言を行い、教員の指

導力の一層の向上を図ってほしい。 

1(8)高い志を持ち世界で活躍する人材を育成する市立高等学校「特色ある学校づくり」 

（溝口委員） 

・現在 2期目であると思うが、大宮北高校の SSH※は審査あるのか。 

※ＳＳＨとは・・・文部科学省の認定を受け、先進的な理数教育を実施するとともに、高大接続の在り方について大学

との共同研究や、国際性を育むための取組を実践する高等学校等のこと。 

（高校教育課） 

・文科省により審査がある。引継ぎ 5 年間認定された。 

（溝口委員） 

・全国で何校程度なのか。 

（高校教育課） 

・100 校程度と認識している。 

1(9)舘岩少年自然の家を活動拠点とした自然体験活動の推進 

（橋本委員） 

・舘岩少年自然の家は現在、中規模修繕中であるが状況について説明してほしい。 

（舘岩少年自然の家） 

・今年度、来年度の 2年間かけ中規模修繕の予定である。現在使用できないため、南

郷、たかつえの 2カ所に分かれ「自然の教室」を実施している。再来年 4月から元

に戻る予定である。現在、新型コロナウイルス感染症が再び増加傾向にあるが、教

員、所員については、感染症対策、熱中症対策に努めながら業務にあたっている。 



令和４年度 
第１回さいたま市教育行政点検評価委員会 会議録 

- 6 - 

（橋本委員） 

・建物以外の山や広場は使用できるのか。 

（舘岩少年自然の家） 

・低地については、工事車両が頻繁に行き来するので、子どもたちは立ち入ることが

できない。また、登山道の荒れを維持管理するため、週に 1 度程度点検し、再来年

の開所に備え準備をしている。 

（橋本委員） 

・中規模修繕の後も全ての市立小・中学校が舘岩少年自然の家を活動の拠点として、

「自然の教室」を実施するため、引き続き、適切な管理を行ってほしい。 

1(10)保育所・幼稚園等・小学校の連携の推進 

（平澤委員長） 

・幼稚園、保育園のお子さんをお預かりして、中学校で生徒と触れ合う活動があった

と思うが、現在のその状況とコロナでできていない場合に代替となる取組はあるの

か。 

（指導 1課） 

・昨年度は、落ち着いた時期にできた学校もあった。今年度は計画通り順調に進んで

いる。 

1(12)個別最適な学びと協働的な学びを実現する小学校 35 人学級の推進 

（溝口委員） 

・中学校の教員不足はひしひしと感じている。３５人学級にするにあたって、先生方

の不足を心配している。そのあたりの対応について説明してほしい。 

（教職員人事課） 

・教員の不足については、全国的に問題になっている。教員の採用に当たっては、例

えば採用試験において、新たな選考区分を設けたり、大学で説明会を実施したり、 

様々な方法で実施している。 

（溝口委員） 

・小学校 35 人学級の実施にあたっては、人材の確保に努めるとともに、教室不足を

解消するための環境整備等、適切な対応を行ってほしい。 

（溝口委員） 

・武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校の学区について説明してほしい。 

（教育政策室） 

・学区の設定については、昨年度の説明会でも様々な意見をいただいている。現在教

育委員会内にプロジェクトチームを立ち上げ、検討を行っている。 

（橋本委員） 

・説明会は市内だけでなく地方でも実施しているのか。 

（教職員人事課） 

・今年度については、市内と近隣の大学にて説明会を実施している。地方については

一般向けの説明会は実施していない。オンラインでの説明会では九州や四国からの 
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参加者はいた。今後も工夫をして実施していきたい。 

 

＜５ 「未来を拓くさいたま教育」推進のための基盤整備＞ 

5(1)持続可能で質の高い教育環境整備の推進 

（橋本委員） 

・新設大和田地区小学校の開校の目標年度についてと桜木中の水泳授業の概要につい  

 て説明してほしい。 

（学校施設整備課） 

・現段階では令和 7年 4月を目途に開校を予定しているが、社会状況を鑑み、建設局

と協議しながら、開校時期を定めていきたい。 

（教育政策室） 

・桜木中学校の水泳授業の民間委託については、パレスホテル内のプールで実施した。 

今年度はジェクサーでの実施を予定している。 

5(2)学校における働き方改革の推進 

（溝口委員） 

・働き方改革を進めるにあたって、家庭での教育の質の向上で、学校教育で助かる部

分について聞きたい。例えば、親御さんにこういう風にしてほしいとかあれば知り

たい。 

（教職員人事課） 

・例えば、勤務時間外の電話での対応はしていないなど、各家庭においても働き方改

革を推進していくうえで、ご理解・ご協力していただけるとありがたい。 

（平澤委員長） 

・ICT が不得手の教員にとってのケアはあるのか。 

（教職員人事課） 

・ICT が不得手の教員にとっては、使いこなすまでは時間がかかることは認識してい

る。それを乗り越えていけば、かなり業務が効率化され、現在は過渡期であると考

えている。また、そういった方の研修については、校内でエバンジェリストによる

研修等を実施している。 

（平澤委員長） 

・教職員用コンピュータの活用にあたっては、ICT が不得手の教員にも十分なケアを

行い、能力を最大限に発揮して働くことができる職場環境をつくるなど、引き続き

学校における働き方改革を推進してほしい。 

5(4)部活動指導員配置の推進 

（橋本委員） 

・部活動指導員配置の推進については、予算の関係もあると思うが、部活動の充実・

活性化と学校現場における教員の業務の適正化を図るため、引継ぎ継続してほしい。 

（溝口委員） 

・部活動については技能を学ぶだけでなく、他の学年との交流等を通じて社会性やコ
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ミュニケーションを養う場として重要であり、部活動指導員研修会でもそういった

要素を取り入れてほしい。 

（指導 1課） 

・近年、コーチング研修も取り入れ実施している。 

（平澤委員長） 

・部活動指導員の応募状況について説明してほしい。また、部活動指導員と教員との

連携について説明してほしい。 

（指導 1課） 

・部活動指導員は年々増加している。来年度の方向性は、申し込んだ学校には必ず１

人は配置するようにしている。また、学校の先生との連携はノートによるやりとり

や口頭によるコミュニケーションを図る等、連携について工夫していると考えてい

る。応募について人数は足りているが、部活の種目や地理的要件でマッチングでき

てない場合もある。 

5(5)セーフコミュニティと連携した学校安全の推進 

（橋本委員） 

・慈恩寺小での具体的取組について説明してほしい。 

（健康教育課） 

・平成 29 年の 1月に慈恩寺小学校はインターナショナルセーフスクールの認証を取

得した。怪我は予測できるという考え方に基づき、保健室での怪我の記録を分析し

原因を明らかにし、具体的に対策を講じている。例えば、校庭から道路に出る際に

カラーコーンやバーを設置したり、通学路の危険個所を安全マップと称し、作成す

るほか、校舎内の廊下の角にカーブミラーを設置に加え、児童の中で委員会を設置

し、怪我の状況を分析し対策を講じる等、児童自らが実施し安全防止に努めた。 

（橋本委員） 

・具体的な安全確保の事例について共有し、児童生徒の安全確保に関する更なる研究

に取り組み、全ての市立学校で学校安全の機運を高めてほしい。 

（平澤委員長） 

・慈恩寺小学校については、校内の怪我が減少しているデータはあるのか。 

（健康教育課） 

・慈恩寺小学校の単独でのデータはないが、全ての小・中学校の管理下のデータを分

析した結果、例えば、骨折は令和元年度比較で減少している。ねんざ、打撲等も同

様に減少している。 

（平澤委員長） 

・慈恩寺小学校についての取組をどれだけ他の学校に広められるかが、この計画の肝

だと思うので、引き続き取り組んでほしい。 

5(6)学校安全体制の推進 

（溝口委員） 

・各校に AED は 1 台あると思うが、例えば離れた場所にプールがあるなど各学校への
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配慮について説明してほしい。 

（健康教育課） 

・市の予算では、各学校に 1 台の設置ではあるが、健康教育課に貸出用の AED があり

必要に応じて貸出をしている。 

（平澤委員長） 

・AED の充電など点検状況について説明してほしい。 

（健康教育課） 

・毎月点検している。また、事業者に遠隔で AED の状態が通信されている。何かあれ

ば事業者が察知できる仕組みとなっている。引き続き、職員が目視でインジケータ

を確認する等しっかりと対応していきたい。 

5(8)学校のリフレッシュ計画の推進 

（橋本委員） 

・小学校の体育館の空調設備の設置計画について聞きたい。 

（学校施設整備課） 

・まず、中学校について令和 7 年までに全学校に設置を目標としている。小学校につ

いては、全学校に設置を目標としているが、計画としては、まずは、中学校を先行

的に整備しその後、小学校を実施していきたいと考えている。 

5(9)学校トイレの洋式化等の推進 

（平澤委員長） 

・学校訪問をした経験で、多機能トイレのある所とないところがあるが、学校トイレ

の洋式化にあたって多機能トイレの設置は含まれているのか。 

（学校施設整備課） 

・和式を様式化にする工事なので、多機能トイレの設置は含まれていない。但し、児

童・生徒で車椅子のお子さんがいるところは 1 階のトイレは機能トイレにする等配

慮はしている。 

（平澤委員長） 

・心の性と体の性の不一致のお子さんへの対応と、学校の制服をゆるやかにしていく 

動きがあるがその点について説明してほしい。 

（学校施設整備課） 

・LGBT のお子さんへの配慮は、新設の校舎については、全てのフロアに多機能トイレ

を設置している。また、リフレッシュ計画による校舎の建て替えの場合も全てのフ

ロアに多機能トイレを設置している。既存の校舎の改修では、やはりスペースの都

合により設置はできていない。 

（管理部参事） 

・制服に関しては、指導 2 課で学校の校則を生徒による見直し等、自分事として自分

たちの生活を良くしていこうと取り組んでいる。その中で、制服についても LGBT を

含む多様化する性のマイノリティを尊重していこうとする姿勢が広がっている。例

えば、女子生徒がスラックスを履いて登校する等、多様化に対応した動きが各校で
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みられる。今後もこの動きは拡大していくと考えている。 

（平澤委員長） 

・学校トイレの洋式化の推進については、和式から洋式に変えることに加え、児童生

徒たちが安心して学校生活を送ることができるよう多機能トイレの設置の検討も含

め、良好な学習環境を確保に努めてほしい。 

 

議題（３）今後のスケジュールについて 

事務局より、本日から８月にかけて計３回の会議を開催し、９月定例会期間中に

議会へ報告書を提出、その後、各区の情報公開コーナー、市の公式ホームページに

て報告書を公開する旨説明をした。 

 【各委員】了承 

 

＜閉 会＞ １５時４５分閉会  

 

【問合せ先】教育委員会事務局管理部教育政策室 ８２９－１６２６ 


