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１ 日  時 令和４年７月２６日（火） 午後１時３０分～午後４時００分 

２ 場  所 教育委員会室 

３ 議 題 （１）第１回さいたま市教育行政点検評価委員会の結果について 

（２）各施策についての点検・評価 

４ 資  料 次第、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４年度教育行政方針、第１回さ

いたま市教育行政点検評価委員会結果について 

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）指導１課大森副参事、長谷場特別支援教育室長、長

岡指導２課長、内野総合教育相談室長、鴨志田高校教育課長、宮野健康

教育課長、辰市生涯学習振興課長、釜人権教育推進室長、柴田文化財保

護課長、豊田青少年宇宙科学館長、高力博物館長、酒井うらわ美術館副

館長、中村生涯学習総合センター副館長、内田管理課長、水沢資料サー

ビス課長 

（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 

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）第１回さいたま市教育行政点検評価委員会の結果について 

事務局から、第１回さいたま市教育行政点検評価委員会の結果について説明後、各委員

へ内容等に誤りがないか確認を求めた。  

※意見なし 

事務局の原案のとおり、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「Ⅳ 点検・評価の結果（令和３年 

度事業対象）」のうち、「２ グローバル社会で活躍できる豊かな人間性と健やかな体の育成」

「３ 人生 100 年時代を輝き続ける力の育成」「４ スクール・コミュニティによる連携・協

働の充実」の３０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】 

 [Ⅳ 点検・評価の結果（令和３年度事業対象）] 

 ＜２ グローバル社会で活躍できる豊かな人間性と健やかな体の育成＞ 

2(1)「グローバル・スタディ」の充実 

2(2)中等教育学校におけるグローバル人材の育成 
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2(3) 小・中・高等学校の学びの連続性を意識した主権者教育の推進 

2(4) ＳＤＧｓの実現を目指した教育の推進 

2(5) オリンピック・パラリンピック教育を通じた国際性・社会性の育成 

2(6) キャリア教育の推進 

2(7) 道徳教育の推進 

2(8) 心のサポート体制の充実 

2(9) いじめ防止対策の推進 

2(10) 誰一人取り残さない人権教育の推進 

2(11) 子どもたちの体力向上の推進 

2(12) スポーツを科学する生徒の育成 

2(13) 学校・家庭・地域が連携した食育の推進 

2(14) 特別支援教育の推進 

2(15) 通級指導教室の整備 

2(16)「さいたま子ども短歌賞」の推進 

◆教育委員会の自己評価（教育政策室） 

＜３ 人生 100 年時代を輝き続ける力の育成＞ 

3(1)公民館を通じた生涯学習環境整備の推進 

3(2)図書館を通じた生涯学習環境整備の推進 

3(3)-1 博物館・美術館・科学館を通じた生涯学習環境整備の推進（博物館） 

3(3)-2 博物館・美術館・科学館を通じた生涯学習環境整備の推進（うらわ美術館） 

3(3)-3 博物館・美術館・科学館を通じた生涯学習環境整備の推進（青少年宇宙科学館） 

3(4)次世代に向けた歴史文化資源の保存・継承・活用 

3(5)さいたま市生涯学習「学びのネットワーク」の推進 

3(6)ＩＣＴ等を有効活用したさいたま市生涯学習の充実 

3(7)生涯学習人材バンクの推進 

3(8)-1 生涯学習関連施設と学校との連携事業の充実（博物館） 

3(8)-2 生涯学習関連施設と学校との連携事業の充実（うらわ美術館） 

3(8)-3 生涯学習関連施設と学校との連携事業の充実（青少年宇宙科学館） 

3(8)-4 生涯学習関連施設と学校との連携事業の充実（生涯学習総合センター） 

3(8)-5 生涯学習関連施設と学校との連携事業の充実（資料サービス課） 

3(9)公民館・図書館施設リフレッシュの推進 

 ◆教育委員会の自己評価（教育政策室） 

＜４ スクール・コミュニティによる連携・協働の充実＞ 

4(1)コミュニティ・スクールの充実 

4(2)スクールサポートネットワークの推進 

4(3)チャレンジスクールの充実 

4(4)学校安全ネットワークの推進 

4(5)「自分発見！」チャレンジ upさいたまの推進 
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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】 

＜２ グローバル社会で活躍できる豊かな人間性と健やかな体の育成＞ 

2(2)中等教育学校におけるグローバル人材の育成 

（橋本委員） 

・ニュージーランド語学研修の期間や費用について説明してほしい。 

（高校教育課） 

・中等教育学校では、３年次にニュージーランド語学研修を実施する予定であった。日にち

は、１０日間程度で、費用は約３０万円で自己負担である。 

（橋本委員） 

・入学時に説明はあるのか説明してほしい。 

（高校教育課） 

・入学時に６年間の教育課程について説明し、その中で海外研修についても説明している。 

2(3) 小・中・高等学校の学びの連続性を意識した主権者教育の推進 

（橋本委員） 

・選挙制度の学習については、学校と市や区の選挙管理委員会と連携を強化し、児童生徒が、

政治を自分事として捉え、国家・社会の形成者としての自覚を持てるよう、引き続き主体

的に取り組む学習の充実を図ってほしい。 

（平澤委員長） 

・模擬投票の実施校は小学校 24 校、中・中等教育学校 25 校では、やや少なく感じた。また、

バリアフリー対応の投票所も少ないと感じている。子どもたちにどういう工夫をすれば投

票率が上がるのかを考える機会を作るなど、発達段階に応じた体験活動等を充実してほし

い。 

（指導 1課） 

・引き続き、学校と市や区の選挙管理委員会と連携を図っていきたい。 

（高校教育課） 

・選挙権年齢が満 18 歳以上に引下げられたことを踏まえ、市立高校 3校で、模擬投票及び模

擬選挙を実施している。 

2(5) オリンピック・パラリンピック教育を通じた国際性・社会性の育成 

（平澤委員長） 

・東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会が日本で開催され、貴重な機会であ

った。今後もレガシーを活用するなど、チャレンジや努力を尊ぶ態度、ルールの尊重やフ

ェアプレーの精神等の様々な価値を学ぶことを通して、将来に向けて自信と決断力をもっ

た児童生徒をはぐくんでほしい。 

2(6) キャリア教育の推進 

（平澤委員長） 

・第一線で活躍する方々がいるのは、裏方が陰で素晴らしい仕事や準備をしていることが背

景にある。例えば、スポーツで言えば、選手がいて、それを支えるトレーナーなど、各々
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がそれぞれの役割を全力で全うすることで、素晴らしい仕事が出来る。職業に貴賎はない

ので、今後も、未来（みら）くる先生の講師の選定にあたっては、様々な視点から人選し、

児童生徒の望ましい勤労観や職業観を育成してほしい。 

（平澤委員長） 

・未来（みら）くるワーク体験の受入れ事業所は具体的にどういったところか教えてほしい。 

（生涯学習振興課） 

・主に販売業のコンビニエンスストアや公共施設の警察署や図書館、公民館、その他は保育

園等であった。 

（溝口委員） 

・未来（みら）くるワーク体験の受け入れについては、事業所だけでなく、例えば、漫画家

など、専門性のある「人」にフォーカスし、自分が成りたい職業を模索し、児童生徒一人

ひとりの社会的・職業的自立に向けた必要な基盤となる資質・能力を身につけてほしい。 

（橋本委員） 

・未来（みら）くるワーク体験の事業所の受け入れについては、コロナ禍で対応に苦慮して

いると思うが、様々な方法を模索しながら対応してほしい。 

2(8) 心のサポート体制の充実 

（溝口委員） 

・不登校の子を持つ保護者が、悩みなどを相談・共有するコミュニティが注目されていると

聞いている。今後、そういった機会やコミュニティがあればよいなと考えている。 

（総合教育相談室） 

・現在、市内の 6 室で「子育て学習会」を行っており、教育支援センターに通う不登校の子

をもつ親が専門家から話を聞いたり、親同士懇談する機会を設けている。グロウスについ

ても先日、オンラインで保護者会を行った。2学期以降も懇談できる機会を企画していきた

い。 

2(11) 子どもたちの体力向上の推進 

（平澤委員長） 

・beyond2020 マイベストプログラムなど、他者との競争だけではない、マイベストを目指す

取組を行うとともに、学校・家庭・地域・行政の連携・協力のもと、豊かなスポーツライ

フの実現に向け、児童生徒の体力向上を図ってほしい。 

2(12) スポーツを科学する生徒の育成 

（平澤委員長） 

・運動部活動にＩＴを活用し、効果的・効率的な指導法の確立やデータと理論に基づく個別

最適化された多様なトレーニングの実践などを図る「スマート部活動」については、素晴

らしい取組だと思うので引き続き、内容を充実させてほしい。 

2(13) 学校・家庭・地域が連携した食育の推進 

（平澤委員長） 

・学校教育ファームについて説明してほしい。 

（健康教育課） 



令和４年度 
第２回さいたま市教育行政点検評価委員会 会議録 

- 5 - 

・2種類あり、学校敷地内を畑としているケースと近隣の畑を借りているケースとあり、お米

やサツマイモを栽培している。 

（平澤委員長） 

・子どもたちが土に触れる機会が減ってきていると感じるので、学校教育ファームによる農

作業等の体験の機会の提供を充実させるなど、学校における食育の推進を図ってほしい。 

（溝口委員） 

・食育ナビに各学校のレシピが載っているが、例えば、地元シェフによる給食のレシピの紹

介や地元野菜を使ったレシピを紹介してもらえるとありがたい。 

（健康教育課） 

・検討していきたい。 

（橋本委員） 

・授業の中で、食育の扱いについて説明してほしい。 

（健康教育課） 

・食育については、あらゆる授業で取り入れることができる。例えば、理科や生物で、食物

の成長具合やの分類等が学習できると考えている。授業に取り入れ、食育に関連付けた取

組は実施している。 

2(14) 特別支援教育の推進 

（橋本委員） 

・特別支援教育の推進では各学校で整備していると思うが、人材や教室の確保が難しいと考

えている。今後の方向性について説明してほしい。 

（特別支援教育室） 

・特別支援学級については、全ての小・中学校で実施している。人材については、募集の枠

を増やすとともに各研修や、講習会を実施し、資質の向上に努めている。教室については、

各学校の都合を最優先し、校長、教頭に協力を得ながら、教室の確保に努めている。 

（橋本委員） 

・ひまわり特別支援学校の高等部について説明してほしい。 

（特別支援教育室） 

・ひまわり特別支援学校については、高等部に知的障害部門を来年の 4 月に開校する予定で

ある。1 学年 8人の 3学年 24 人の構成で、開校に向け説明会などを実施し準備を進めてい

る。 

 

＜３ 人生 100 年時代を輝き続ける力の育成＞ 

3(3)-1 博物館・美術館・科学館を通じた生涯学習環境整備の推進（博物館） 

（橋本委員） 

・新聞記事で読んだが、改正博物館法が施行され資料のデジタルアーカイブ化が明記された

ようだ。今後の博物館の取組の方向性について説明してほしい。 

（博物館） 

・デジタルアーカイブ化については、本市でも全庁的にデジタルトランフォーメーションの
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推進に取り組んでいる。博物館においても、博物館に足を運ばなくても、博物館に行った

さながらの見学ができるような手法はないか、関連する事業者と相談しながら、検討して

いる。 

（うらわ美術館） 

・美術館における資料のアーカイブ化については、資料の作品管理はシステム上で行ってい

るが、いかに発信できるかについては検討を進めているところである。 

（青少年宇宙科学館） 

・青少年宇宙科学館については、単独で Youtube チャンネルを開設した。若田宇宙飛行士の

５度目の宇宙飛行を応援する動画について JAXA と連携し、動画配信できるよう準備を進め

ている。 

（橋本委員） 

・博物館法の改正により資料のアーカイブ化を推進するとともに、人々が直に文化芸術に触

れる機会は重要なので、引き続き、常設展や特別展等を通じて、本市の歴史と文化を紹介

し、郷土に関する知識の醸成を図ってほしい。 

3(6)ＩＣＴ等を有効活用したさいたま市生涯学習の充実 

（平澤委員長） 

・各生涯学習関連施設が作成する講座の動画等の生涯学習コンテンツについては、クオリテ

ィが重要なので日々アップデートし、市民が楽しめるコンテンツの作成に注力してほしい。 

（平澤委員長） 

・生涯学習コンテンツの視聴にあたって、ICT が不得意の市民への取組があれば説明してほし

い。 

（生涯学習総合センター） 

・各生涯学習関連施設が作成する講座の動画等の生涯学習コンテンツについては、機材の充

実や職員のスキルアップによりクオリティを向上させたいと考えている。また、ICT が不得

意の市民への対応については、公民館と市長部局と連携し、初心者のためのスマートフォ

ン講座等を実施している。 

（溝口委員） 

・各公民館の Wi-Fi の設置状況と今後の計画について説明してほしい。 

（生涯学習総合センター） 

・今年度から拠点公民館の 10 館については、Wi-Fi を整備する予定である。その後は利用率

を見ながら検討する。 

3(8)-4 生涯学習関連施設と学校との連携事業の充実（公民館） 

（溝口委員） 

・地域の年配の方に話を伺うと、子どもたちと触れ合う機会を望んでいる声を聞くことが多

い。公民館の講座の実施にあたっては、多世代交流や地域の方々との交流の場となるよう

引き続き、地域の未来をつくる学びの拠点としての公民館づくりを推進してほしい。 

3(9)公民館・図書館施設リフレッシュの推進 

（橋本委員） 
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・公民館・図書館施設リフレッシュ計画については、地域の要望は配慮されているのか説明

してほしい。 

（生涯学習総合センター） 

・工事前年度に実施設計する際に、窓口等で利用者の声を聞き取り対応できる範囲内で対応

している。 

（中央図書館管理課） 

・図書館においては、利用者アンケートを実施し、利用者の要望等を聞き、可能な限り計画

に反映させている。 

（橋本委員） 

・公民館・図書館施設リフレッシュの推進にあたっては、地域の要望を踏まえ、施設の老朽

化対策、バリアフリー化等を推進し、利便性の向上に努めてほしい。 

（平澤委員長） 

・公民館の施設のバリアフリー化の推進状況について説明してほしい。 

（生涯学習総合センター） 

・新しい公民館を建てる場合は、エレベータや多目的トイレが設置され、現在改修している

公民館は昭和 50 年代に建築された古い館が多い。可能な限り、バリアフリーの整備を進め

たいと考えている。バリアフリー化の全体の数字は把握してないが、多目的トイレの設置

率は 78.3％である。 

（平澤委員長） 

・公民館の施設は、様々な形態があると思うが、入館さえ、難しい施設もある。引き続き、

施設の老朽化対策を進めるとともに、バリアフリー化等を実施し、安全・安心で快適な学

習環境を提供してほしい。 

＜４ スクール・コミュニティによる連携・協働の充実＞ 

4(1)コミュニティ・スクールの充実 

（溝口委員） 

・学校から出される学校評価アンケートの回答率について説明してほしい。 

（管理部参事） 

・地域や学校によって差異はある。地域、保護者の声をしっかりと把握し、教育活動に活か

すことが重要であると考えている。 

（溝口委員） 

・学校から出される学校評価アンケートについては、学校運営に関する当事者意識を持って

もらうため、保護者への周知を徹底し、学校・家庭・地域が目標やビジョンを共有し連携・

協働するコミュニティ・スクールを推進してほしい。 

４（２）スクールサポートネットワークの推進 

（平澤委員長） 

・学校地域連携コーディネーターについて説明してほしい。 

（生涯学習振興課） 

・学校地域連携コーディネーターは学校と地域との連携推進のため、全校に配置している。
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登録については、公募で面接等を実施している。 

（平澤委員長） 

・学校地域連携コーディネーター情報交換会（研修会）について説明してほしい。 

（生涯学習振興課） 

・情報交換会（研修会）を４回開催した。学校地域連携コーディネーターの更なる資質・能

力の向上のために、研修の充実を図っている。また、各学校においてスクールサポートネ

ットワーク協議会と学校運営協議会の連携・協働が図られるよう努めている。 

（平澤委員長） 

・学校・家庭・地域・行政が連携・協働し、地域全体で子どもたちをはぐくむために、学校

地域連携コーディネーターを要にして、より幅広い層の地域住民等が参画する多様な地域

学校協働活動を推進してほしい。 

4(3)チャレンジスクールの充実 

（橋本委員） 

・チャレンジスクールのボランティアの研修会の参加について謝金等を含め、参加しやすい

状況について検討してほしい。 

4(5)「自分発見！」チャレンジ upさいたまの推進 

（橋本委員） 

・体験活動やボランティア活動に関する市の主催・共催事業等の情報の収集について、やり

方を変更したと思うが、Web 入力に苦慮した方もいるので工夫・改善してほしい。引き続き、

青少年の可能性を伸ばすとともに、豊かな人間性を培い、社会性やコミュニケーション能

力の向上を図ることにより、青少年の主体的な社会参画を促進してほしい。 

 

＜閉 会＞ １６時００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 


