
令和３年度第２回総合教育会議 (R4.3.29開催)に関する取組状況等について

№ 協議事項

1 ○さいたま文化を支える人材の育成について【文化政策室】

【協議内容】
・アーティストを教育機関に派遣するアウトリーチ事業や、ワークショップ事業の積極的な活用
・国際芸術祭における中高生サポーターとしての協力
・タブレットを活用した国際芸術祭の映像作品等の鑑賞の提供

・

・

・

・

・

アウトリーチ事業については、市内小・中・特別支援学校にプロの演奏家を派遣するプラ
イマリーコンサートを実施している（令和４年度１５校予定［６月末時点７校実施］）ほか、国
際芸術祭レガシー事業として、小学校（下落合小学校、鈴谷小学校）・幼稚園（さくらアート
幼稚園、染谷幼稚園）に本市ゆかりのアーティストを派遣し、空き教室等を活用して児童・
園児とともに作品制作を行うプログラムの実施を予定している（９月以降）。また、７月から
１２月にかけて、旧中央消防署でのイベントや本市ゆかりのアーティストによるワーク
ショップや演奏会など、児童・生徒が参加できる多様なプログラムの実施を予定している。
大宮盆栽美術館では、大宮盆栽村や盆栽の国際化に関する講義や大宮盆栽美術館での
展示を目標としたひとり一鉢の盆栽づくりを体験する小学校への出張授業の準備を進め
ている（１０月以降実施予定）ほか、館内において、毎月、盆栽をつくる子ども向けワーク
ショップを開催している（各６人※オンライン参加含む／４月から毎月１回※７、８月は特別
講座を実施）。
漫画会館では、子どもたちの創造・発表機会の提供を目的に、北沢楽天漫画大賞にジュ
ニア部門(中学生まで)を設け、８月からの作品募集に向けた準備を進めている（募集８～
９月、展覧会１１～２月）。
大宮盆栽美術館及び岩槻人形博物館では、教育普及事業として小中学校の校外授業の
受入を行っている（盆栽美術館令和４年度１８校予定［６月末時点６校実施］、岩槻人形博
物館令和４年度３４校予定［６月末時点８校実施］計５４校受入予定※６月末時点の市内
学校受入見込数）。
国際芸術祭における中高生サポーター事業及び学校教育用タブレットへの映像作品等の
配信については、令和５年度の実施に向けて検討を行っている。

2 ○不登校等児童生徒への支援の充実について【総合教育相談室】

【協議内容】
・Growth を拠点にした不登校等児童生徒への支援において、教育委員会だけでは支援が困
難なケースに対する支援
・学校から依頼されたケース会議の参加、電話での情報共有、教職員やスクールソー
シャルワーカーとの連携、関係部局による家庭訪問への同席、関係部局それぞれの機能、強
みを生かした連携

・
・

・

・

・

・

４月に不登校等児童生徒支援センター（通称：Ｇｒｏｗｔｈ)を開設。
不登校児童生徒支援センター（通称：Growth）について、会場説明会を３回実施し、合計７
１名の保護者が参加。また、市のホームページ上に説明動画を配信し、６月３０日現在の
動画視聴回数は、延べ１１１６回。
不登校児童生徒支援センター（通称：Growth）の６月３０日現在の申込者数は、９４名（小
学生３４名、中学生６０名）。
不登校等児童生徒支援センター（通称：Ｇｒｏｗｔｈ）については、校長会、教頭会、教育相談
主任研修会、初任者研修会、ＳＣ，ＳＳＷ，さわやか相談員の研修会、市内６室の教育相
談室の会議等において、周知、支援内容等について説明を行った。
各学校と不登校等児童生徒支援センター（通称：Growth）との連携については、毎月、児
童生徒の活動状況報告書（ログイン状況等）を作成し送付。
今後、スクールソーシャルワーカーや６室の教育相談室等との連携や関係部局による家
庭訪問等について、進めていきたいと考えている。

主な取組状況・成果等

資料１



運動部活動改革の在り方について

令和４年度第１回総合教育会議

令和４年７月２１日（木）

教育委員会事務局 指導１課・高校教育課

スポーツ文化局 スポーツ振興課・スポーツ政策室

資料２



運動部活動を取り巻く現状①（国の議論の流れ）

時期 発表元 内 容 備 考

平成30年3月 スポーツ庁
「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライ
ン」通称：ガイドライン

平成30年8月
さいたま市ガイド
ライン制定

平成31年1月 中央教育審議会
「新しい時代の教育の向けた持続可能な学校指導・運
営体制の構築のための学校における働き方改革に関す
る総合的な方策について（答申）」

必ずしも教員が担う
必要のない業務とし
て､「部活動」が明記
された。

令和元年11月
(12月)

参議院文部科学
委員会

「部活動を学校単位から地域単位の取組とし、学校以
外の主体が担うことについて検討を行い、早期に実現
すること」が指摘された。

※給特法改正の国会
審議

令和2年9月 スポーツ庁

「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」
※令和５年度以降、休日部活動の段階的な地域移行を図
る
※休日の部活動の指導を望まない教師が休日部活動に従
事しない

地域運動部活動
推進事業

令和4年6月
スポーツ庁他
有識者会議

「運動部活動の地域移行に関する検討会議」提言
～少子化の中、将来にわたり我が国の子供たちがスポーツに継続し
て親しむことができる機会の確保にむけて～

休日の部活動の
段階的地域移行
令和５年度～令和７年度末
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従来のスポーツ指導における課題

学校種や発達段階に応じた
実証実験（Ｒ２ Ｒ４）

◆浦和南高校
◆内谷中学校、植竹中学校
◆沼影小学校、植竹小学校

・DXによる実証実験を通じて、
＊運動部活動の指導法モデル
＊STEAMS TIMEの授業モデル

を作成する。

D X
【目指す児童生徒像】
〇 データを根拠に話し合う
〇 積極的にコミュニケーションを取る
〇 自ら考え、戦術や作戦を立てる
〇「なぜこうなるのか」「なぜこう

なったのか」を分析し最適解を見
つけ出す

〇 自らの状態を適切に把握し調整する

スポーツにおける探究的な学びの充実

・アプリ等でデータを共有・活用し、個別最適化されたトレーニングを実現する生徒
・自らコンディショニング管理等を行い、自己の心身の状況を的確に把握し活動に取り組む生徒

・自ら学びに向かい、自己管理・自己選択・自己決定する児童生徒
・多様なもの・ことを受け入れ、つなぎあわせ、調整する児童生徒
・実社会で新しい価値を生み出す児童生徒さいたまSTEAMS教育の学び

スマート部活動の実現

科学的な指導への転換

【部活動】
●勝利至上主義
●根性論、経験則
●⾧時間
【授業】
●デジタル化、オンライン

教育の遅れ
●発達段階に応じた個別の

教育的ニーズ

運動部活動を取り巻く現状②-1（さいたま市の部活動における取組）

スポーツを科学する生徒の育成事業
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運動部活動を取り巻く現状②-2（さいたま市の部活動における取組）

 競技経験のない競技を指導せざるを得ない
 休日も含めた運動部活動の指導や大会への引率
 大会における審判や会場設営等の運営 など

教員の負担増

◎教員の勤務時間の縮減
◎持続可能な部活動の在り方を検討

【成果】

部活動指導員等派遣事業 部活動指導員 専門的な知識・技能を有する者。単独で指導・引率ができる
部活動サポーター 顧問の協力者として地域の人材の中から専門的指導力を備える者

＜部活動指導員＞
【R2】 【R3】 【R4】

38校に51名派遣 41校に53名派遣 46校に62名派遣

＜部活動サポーター＞
【R2】 【R3】 【R4】

小学校 89名 小学校 74名 小学校 95名
中学校 234名派遣 中学校 230名派遣 中学校 165名派遣

○顧問教諭の「校務や教材研究をする時間」や「子供と向き
合う時間、校務や教材研究をする時間」が増加

○学校全体として在校時間が減少
○生徒の能力向上や技能の習得の面でも部活動指導員の派遣
は大きく貢献

ガイドラインの策定
平成30年3月「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」（スポーツ庁）

 平成30年8月「さいたま市部活動の在り方に関する方針」を策定
・週当たり２日以上の休養日を設ける（平日は少なくとも１日、土日も少なくとも１日休養日とする）
・１日の活動時間を平日２時間程度、休業日は３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的

効果的な活動を行う。など

部活動が、地域、学校、競技種目等に応じた多様な形で最適に実施されることを目指す。
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〇まずは、休日の運動部活動から段階的に地域移行していくことを基本とする。
（地域移行の目標時期 令和５年度の開始から３年後の令和７年度末を目途）

〇平日の運動部活動の地域移行は、できるところから取り組むことが考えられ、地域の
実情に応じた休日の地域移行の進捗状況等を検証し、更なる改革を推進。

〇受け皿となる、地域におけるスポーツ機会の確保、生徒の多様なニーズに合った活動
機会の充実、地域スポーツの振興についても、着実に取り組む。

〇地域のスポーツ団体等と学校との連携・協働の推進。

２．改革の方向性

１．運動部活動の意義と課題

※本提言は公立中学校等における運動部活動を対象とするが、国立及び私立の中学校等でも、学校等の実情に応じて積極的に取り組むことが望ましい。
※高等学校等については、義務教育を修了し進路選択した高校生等が自らの意思で選択している実態等を踏まえ、各学校の実情に応じて改善に取り組むことが望ましい。

これまで
の対応

〇運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン（平成30年３月） 学校と地域が協働・融合した形での地域におけるスポーツ環境整備を進める
〇学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について（令和２年９月）  令和５年度以降、休日の部活動の段階的な地域移行を図る
〇中教審や国会等 「部活動を学校単位から地域単位の取組とする」旨指摘

※様々な事情を抱える学校現場や地域において運動部活動改革を推進するための「選択肢」を示し、諸課題を解決していくために「複数の道筋」があることや、
「多様な方法」があることを強く意識

R5 R6 R7 R
8

休日の運動部活動の地域
移行に向けた改革集中期間

進捗状況を検
証し、更に改革

３．運動部活動の地域移行に関する課題への対応
新たなスポーツ環境

スポーツ団体等

スポーツ指導者

スポーツ施設

大会

会費や保険

学習指導要領等

・地域の実情に応じ、多様なスポーツ団体等が実施主体
特定種目だけでなく、生徒の状況に適した機会を確保

・先進的に取り組んでいる事例をまとめ提供
・スポーツ振興くじ（toto)助成を含む多様な財源確保の検討

・指導者資格の取得や研修の実施の促進
・部活動指導員の活用、教師等の兼職兼業、人材バンク

・施設活用に係る協議会の設置、ルールの策定・調整
・スポーツ団体等に管理を委託

・大会主催者に対し、地域のスポーツ団体等の参加も認めるよう要請
・地域のスポーツ団体等も参加できる大会に対して支援

・困窮する家庭へのスポーツに係る費用の支援方策の検討
・スポーツ安全保険が、災害共済給付と同程度の保障となるよう要請

・部活動の課題や留意事項等について通知、学習指導要領解説の見
直し、次期改訂時の見直しに向けた検討

・部活動から伺える個性や意欲・能力を入試全体を通じて多面的に評価
・教師の採用で部活動指導の能力等を過度に評価していれば、見直す

○生徒のスポーツに親しむ機会を確保。自主的・
主体的な参加による活動を通じ、責任感・連
帯感を涵養、自主性の育成にも寄与。

○参加生徒の状況把握や問題行動の抑制。学
校への信頼感、一体感や愛校心の醸成。

意義

〇近年、特に持続可能性という面で厳しさを増しており、中学校生徒数の減少が加速化するなど深刻
な少子化が進行。 ＜生徒数 昭和61年589万人→令和３年296万人に半減、出生数 令和３年84万人＞

〇競技経験のない教師が指導せざるを得なかったり、休日も含めた運動部活動の指導が求められたり
するなど、教師にとって大きな業務負担。＜土日の部活動指導 平成18年度1時間６分→平成28年度２時間９分に倍増＞

〇地域では、スポーツ団体や指導者等と学校との連携・協働が十分ではない。

課題

（公立中学校等における運動部活動を対象）

・ガイドラインの改訂
・地方自治体における推進
計画の策定・実施

・公的な支援

運動部活動の地域移行への流れ①（国の検討会議提言１）
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参 加 者 全ての希望する生徒を想定。

実 施 主 体
地域の実情に応じて、実施主体として多様なスポーツ団体等（総合型地域スポーツクラブやスポーツ少年団、クラブチーム、プロスポーツ
チーム、民間事業者、フィットネスクラブ、大学等）を想定しながら対応。学校関係の組織・団体（地域学校協働本部や保護者会等）も
想定。

活 動 内 容 競技志向で特定の運動種目に専念する活動だけでなく、休日等におけるスポーツ体験教室やレクリエーション活動、複数の運動種目を経
験できる活動、障害の有無に関わらず誰もが参加できる活動など、生徒の状況に適した機会を確保。適切な活動日数や活動時間とする。

活 動 場 所 既存のスポーツ団体の施設や公共の運動施設の他、地域の中学校をはじめ学校の体育施設なども積極的に活用。

構築方法等
まずは休日について着実に進めた上で、次のステップとして平日に取り組むことを基本とする。地域の実情等に応じて平日と休日を一体とし
て構築するなどもあり得る。市町村において、地域スポーツ担当部署や学校の設置・管理運営を担う担当部署、地域スポーツ団体、学校
等の関係者からなる協議会を設置し、活動の実施主体やスケジュールなどを検討し実行。 ＜令和４年度から令和６年度の取組を例示＞

○地域における新たなスポーツ環境の在り方とその構築方法等（第２章）

［具体的課題への対応］
現 状 と 課 題 求 め ら れ る 対 応

スポーツ団体等
の整備充実
（第３章）

・どの地域においても、受け皿となるスポーツ団体等の整
備充実が必要だが、地域スポーツ団体と中学校等との
連携が十分でないところが多い。

○ 国は各地方自治体における取組の参考となるよう、連携や支援の在り方について先進
的に取り組んでいる事例をまとめ提供。

○ 中学生を受け入れるスポーツ団体等について、体制の立ち上げ等に際してスポーツ振
興くじ（toto）助成を含めた多様な財源の確保による支援も検討。地域の実情に
応じた支援体制の整備。

スポーツ指導者の
質・量の
確保方策

（第４章）

・専門性や資質を有する指導者の量を確保する必要
がある。

・教師等の中には専門的な知識や技量、指導経験が
あり、地域でのスポーツ指導を強く希望する者もいる。

○ 指導者資格の取得や研修の実施の促進。JSPOは、競技団体等が主催する大会に
おいて、公認スポーツ指導者資格の取得を義務付ける。

○ 部活動指導員の活用や、教師等による兼職兼業、企業・クラブチームや大学からの指
導者の派遣、地域のスポーツ団体等と連携した人材バンクの設置など、様々な事例を
参照しつつ取組を進める。

○ 希望する教師が円滑に兼職兼業の許可を得られるよう、国は許可の対象となり得る
例を周知するとともに、教育委員会は兼職兼業の運用に係る考え方等を整理。

スポーツ施設の
確保方策

（第５章）

・公共スポーツ施設やスポーツ団体・民間事業者等が
有するスポーツ施設だけでは足りない地域も想定される。
・スポーツ団体等が学校体育施設を利用する場合、施
設管理を学校が行うと負担が増大するおそれがある。

○ 学校体育施設の活用を促進するため、地方自治体やスポーツ団体等が連絡・調整す
るための協議会を設立し、利用ルール等の策定や、利用の割り当ての調整を行う。

○ 施設利用の促進・学校の負担軽減のため、放課後や休日の学校体育施設の管理を、
指定管理者制度を活用するなどしてスポーツ団体等に委託。

運動部活動の地域移行への流れ①（国の検討会議提言２）
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運動部活動の地域移行への流れ②（さいたま市の取組１）

Ｒ３地域部活動推進事業

（R３年度 ）

R3(スポーツ庁事業：140万）(5校)
・県野球協会から派遣された指導者が土日に指導
・土日は学校部活動ではなく、地域部活動として活動

Ｒ４地域部活動推進事業

管理･運営 ：さいたま市教育委員会
指導者派遣：市スポーツ協会,県野球協会

R4(スポーツ庁事業：220万）（13校）
野球・バスケットボール・ソフトボール・バレーボール
陸上・バドミントン・剣道

Ｒ3地域部活動推進事業(スポーツ庁より委託) R4地域部活動推進事業(スポーツ庁より委託)

・市スポーツ協会から派遣された指導者が土日に指導
・土日は学校部活動ではなく、地域部活動として活動

R５地域部活動推進事業（予定）

令和５年度以降の休日部活動の段階的な地域移行に向けて、地域人材の確保や費用負担の在り方、
運営団体の確保などの課題に総合的に取り組むために、「さいたま市地域部活動推進事業」においてモデ
ル校５校で実践研究を実施し、研究成果を普及することで、休日の地域部活動の全市展開につなげる。
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運動部活動の地域移行への流れ②（さいたま市の取組２）

未来の教室（「未来のブカツ」）実証事業（経済産業省）

①について 
市立中学校の教員・生徒・保護者に対するアンケート

（約8,500件を回収）
②について 
・市立大成中バスケットボール部に、さいたまブロンコスの選手・指導者を派遣
（10月~12月）
・同部の部員・顧問教員に対するヒアリング

※SSC、スポーツ文化局、教育委員会、事業者による
定例ミーティング開催（おおむね週1回）

①「新しい放課後スポーツ」を想定したニーズ検証
②プロスポーツクラブから部活動の現場への指導者提供の実証

実施目的

実施内容

実施年度 令和３年度

受 託 者 一般社団法人さいたまスポーツコミッション
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実証成果

実証事業で確認できたこと 今後の課題等

指導者の確保
（量・質）

費用負担

今より質の高い指導が受けられるのであれば、保
護者は一定の受益者負担は許容する傾向
一方、プロスポーツチームが想定する指導者派遣
の費用感とは、乖離あり

保護者の費用負担軽減
指導者への謝礼（対価）の確保

派遣できる地域の指導者人員が十分ではなく、
地域移行に向けた大きな課題

量 教育の兼職兼業のあり方
多様な人材が参画しやすい環境づくり
教員の負担軽減／モチベーションへの影響

質 研修制度や指導力の指標づくりなど

①「新しい放課後スポーツ」を想定したニーズ検証
→レベル別、複数部活など、実施形態の多様性へのニーズはあった。

②プロスポーツクラブから部活動の現場への指導者提供の実証
→外部指導者から専門的指導を受けられたことに高い満足度があった。

学校の顧問と外部指導者の役割分担（共存）を求める意見が多かった。

ヒト

カネ

検討課題 「新しい放課後スポーツ」の実現には、下表の課題について整理する必要がある。

施設利用
学校施設利用方法の検討
（優先利用・無償利用の是非）
学校施設外での活動可能性

学校の完全下校時間や学校施設開放事業との
両立が必要

教育的意義 部活動は、生徒の居場所、人間関係構築、思
い出づくりなどの多面的機能あり

部活動の「教育的意義」の深掘り
生徒や保護者への理解促進

モノ

その他
8



・さいたま市教育委員会からの委託を受けた統括団体が指導者派遣と
管理責任を負う。
・学校と部活動は切り離す前提で改革を推進する。

さいたま市地域部活動統括団体

総合型地域SC スポーツチーム

スポーツ協会
競技団体

指導者登録した教員
(勤務時間外)

選手OB・OG

その他

 関 係 団 体

さいたま市教育委員会の目指す地域移行①（イメージ）

教育委員会・学校

・教員の兼業許可
・学校施設の提供
・大会の外部委託化

 会費の支払い

部活動に参加する生徒

(保護者)

国

 指導者ライセン
ス制度の検討

 国庫補助

学校施設利用者

 正当な利用
料の支払い さいたま市  SDGs達成を目的とした寄付（企業版ふるさと納税）

 人材派遣（人材派遣型企業版ふるさと納税）

 協賛金の支払い

企業・地域企業

 スポーツくじ等から運営費一部負担

・統括団体として指導者の質と量の
確保

・指導者の適性試験、講習の実施
・自治体との調整
・参画企業・スポーツチーム等との

調整
・学校施設の指定管理
・大会運営受託

関連企業
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指導者の募集・登録

さいたま市スポーツ協会 他
総合型地域スポーツクラブ・NPO法人・スポーツチーム・競技団体・スポーツ関連企業 等

教員の兼職・兼業手続き

さいたま市教育委員会

①指導者への謝金の支払い ②指導者への研修
③指導者・生徒の保険管理 ④管理者の派遣、支払い
⑤受益者の活動費の集金 ⑥運営管理全般

統括団体 ※委託先を検討

・統括団体から派遣された指導者が休日に指導（指導者は保険に加入）

指導者・管理者派遣

さいたま市教育委員会の目指す地域移行②（統括団体イメージ）

各学校

役割

登録

指導者・管理者派遣 指導者・管理者派遣 指導者・管理者派遣指導者・管理者派遣

登録
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さいたま市教育委員会の目指す地域移行③（ロードマップ）
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意見交換

スポーツ団体

有識者

学校関係者

地域

■体制 様々なステークフォルダーによる意見交換と実効的な推進体制の構築

■論点 「スポーツのまち さいたま」にふさわしい運動部活動改革の実現

より実効的な
推進体制へ移行

（仮称）部活動地域移行に関する推進協議会

意見交換への参加団体等

スポーツ
団体

学校
関係者

地域・
有識者

事務局
（委託含む）

スポーツ文化局

教育委員会事務局

地域移行に向けた課題やそれぞれの想いの共有 さいたま市における地域移行の在り方検討、
ビジョンの共有、計画内容の検討・承認等

・中学校における委託事業の
推進

・保護者等への説明
・コミュニティスクール等を活用し
た地域との連携

・学校施設の活用策検討

・学校と地域をつなぐ機関・
人材の育成・発掘

・地域の指導人材の充実
（指導力・人間力）

・地域側における対価確保
の検討

地域の
スポーツ団体等 学 校連携・協働

地域におけるスポーツ機会の確保

生徒の多様なニーズに合った活動機会の充実

地域スポーツの振興

スポーツのまち さいたま

市⾧部局
（スポーツ文化局）

教育委員会
（事務局）

＜運動部活動の改革の方向性（国の検討会議提言より）＞
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