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１ 期     日  令和２年７月３０日（木）

２ 場     所  教育委員会室

３ 開     会 午前１０時００分

４ 出 席 委 員 教  育   長      細 田 眞由美 

教育長職務代理者   大 谷 幸 男

委 員      石 田 有 世

委 員          野 上 武 利

委 員          武 田 ちあき

委 員          柳 田 美 幸

５ 議場に出席した者 副教育長              高 崎  修 

管理部長              長 畑 哲 也 

学校教育部長            平 沼  智

生涯学習部長            竹 居 秀 子

管理部参事兼学校施設課長      渋 谷 貴 之

学校教育部参事兼教職員人事課長   清 水 一 司

学校教育部参事兼特別支援教育室長  内 河 水穂子

学校教育部参事兼高校教育課長    山 本 康 義

学校教育部参事兼健康教育課長    小 椋 和 彦

学校教育部参事兼教育研究所長    玉 川  徹

生涯学習部参事兼文化財保護課長   青 木 文 彦

生涯学習部参事兼青少年宇宙科学館長 引 間 陽 子

教育財務課長            石 原 和 己

教職員給与課長           井 出 浩 史

           ひまわり特別支援学校長       長谷場 明 博 

           さくら草特別支援学校長       石 橋 慎一郎

６ 会議録署名委員  大 谷 幸 男
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７ 議事等の概要 

細田教育長 

書記 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

石田委員 

細田教育長 

それでは、ただいまから教育委員会会議を開会いたします。

本日は、傍聴を希望する方は、いらっしゃいますか。

１名いらっしゃいます。

本日は、会議の傍聴を希望する方がいらっしゃいますが、許可して

よろしいでしょうか。

＜異議なし＞

 それでは、傍聴を許可します。

本日の会議録の署名委員は、大谷委員にお願いいたします。

議事を進める前に、本日は、私と石田委員が再任されてからの、初

めての教育委員会会議であることから、それぞれ挨拶をさせていただ

きたく存じます。

それでは、まず私から御挨拶申し上げます。

この度、さいたま市議会６月定例会におきまして、再任の同意をい

ただきました細田でございます。１期目の教育長としての任務は、ま

さにここにおいでの教育委員の皆さまにお支え頂き、そして教育委員

会事務局職員、１６８校の６，５００名の学校職員の方々の御協力を

得て、何とか無事に職務を果たさせていただいたところでございま

す。６月２８日から私の２期目がスタートいたしました。これまで同

様、是非皆さまの御協力を得まして１０万３千人の子どもたちのため

に、そしてさいたま市民のために、全力を尽くす所存でございますの

で引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、石田委員より御挨拶をお願いします。

再任のお話をいただき、年齢や体力的なこともあり私でよいものか

と考えましたが、喜んでお引き受けすることを決断いたしました。今

まで、あっという間の６年間でした。教育長も先ほどおっしゃったよ

うに、色々なことがありました。特にこの度の新型コロナウイルス感

染症は、本当に大変な事態だと思っています。引き続き、皆様から御

協力、御指導、御鞭撻をいただき、頑張る所存でございます。

それでは、皆様引き続きよろしくお願いいたします。

それでは議事を進めさせていただきます。

本日の会議に、報告第１０号「さいたま市教職員の人事について」

及び報告第１１号「さいたま市教職員の退職手当について」を追加提
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各委員 

細田教育長 

出いたします。

本日の議案第４２号から４４号までは議会に係る案件、報告第１０

号、報告第１１号及び議案第４５号は人事に係る案件であることか

ら、非公開とすることをお諮りしたいと思いますが、委員の皆様いか

がでしょうか。

＜異議なし＞

それでは、出席委員全員の賛成をいただきましたので、ただ今申し

上げた議案は非公開といたします。 

会議の順番ですが、議案第４６号、報告第８号、報告第９号、議案

第４１号、４７号、４２号から４５号まで、報告第１０号、報告第１

１号の順に審議を行うことといたします。 

なお、本日の議案のうち、報告第８号から報告第１１号までは、緊

急に処理する必要があると認められ、かつ、会議を招集するいとまが

ないことから、さいたま市教育委員会教育長に対する事務委任規則第

４条の規定により臨時代理いたしましたので御報告するものでござ

います。 

議案第４６号 令和３年度使用さいたま市立各特別支援学校教科用図書の採択につ

いて

細田教育長 

特別支援教育室

長 

 それでは、議案第４６号について、事務局から説明をお願いします。

議案第４６号、令和３年度使用さいたま市立各特別支援学校教科用

図書の採択について御説明いたします。 

はじめに、特別支援学校で使用する教科書につきまして御説明申し

上げます。特別支援学校におきましては、いわゆる文部科学省検定済

み教科書、文部科学省が著作権を有する著作教科書、児童生徒の実態

に応じて教育課程を編成する場合に活用する、学校教育法附則第９条

に基づいた一般図書、この３種類を教科用図書として使用しておりま

す。本市の特別支援学校においては、文部科学省が著作権を有する著

作教科書、そして一般図書の２種類を使用しております。 

学校教育法附則第９条に基づいた一般図書については、子どもの実

態に応じた図書を活用する関係上、毎年度、学校ごとに採択すること

になり、今年度も委員の皆様には採択の御審議をお願いすることとな

ります。 

市立各特別支援学校においては、６月から７月までの期間、校長を

中心に教科書選定委員会において、学校の特色や児童生徒の実態に即
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細田教育長 

ひまわり特別支

援学校長 

しながら、綿密な調査・研究を実施し、令和３年度に使用を希望する

教科用図書を選定しました。 

次に、資料について御説明いたします。 

資料１「令和３年度使用さいたま市立各特別支援学校教科用図書の

採択について」を御覧ください。採択して頂くための調査資料をひま

わり特別支援学校、さくら草特別支援学校の順に綴じてございます。

学校ごとに、選定方針を示しました。続いて教科用図書一覧表、次に、

それぞれの教科用図書の選定理由書を示しております。続いて資料２

についてですが、教科用図書採択に係る根拠法令、さいたま市立特別

支援学校の教科用図書採択のスケジュール、そして文部科学省及び教

育委員会からの通知をまとめました。参考として御覧ください。 

それでは、この後、学校ごとに資料の説明を致します。説明の順番

については、ひまわり特別支援学校、さくら草特別支援学校の順でよ

ろしいでしょうか。 

はい、結構です。それでは、ひまわり特別支援学校長から説明をお

願いします。 

本校の教科用図書選定の経緯について説明させていただきます。 

さいたま市教育委員会から「令和３年度使用教科用図書の採択にと

もなう調査研究結果の提出について」の通知を受け、教科用図書の選

定に関する調査研究を行いました。 

各教科による教科用図書の選定作業に際し、校長として資料に掲載

させていただいた次の５点を選定方針として職員に周知し、「令和３

年度さいたま市立特別支援学校教科用図書の選定基準等について」の

通知に基づき、慎重な選定作業を進めました。１、特別支援学校学習

指導要領、さいたま市特別支援学校教育課程編成要領、埼玉県特別支

援教育教育課程編成要領等の趣旨を踏まえていること。２、本校の学

校教育目標『かがやく子 ～今も未来も～ 明るい子（豊かな情操）

元気な子（丈夫な体） 学ぶ子（自ら取り組む意欲）』を達成するた

めには、生きてはたらく確かな学力が必要である。その定着のために、

導入や題材、論の工夫がなされていること。３、市教育委員会通知「令

和３年度さいたま市立特別支援学校教科用図書の選定基準等につい

て」を踏まえ、小・中学部においてはさいたま市選定の小中学校用検

定教科書を十分に考慮し、その上で児童生徒の実態に即し、文部科学

省著作教科書や学校教育法附則第９条の規定による一般図書を選定

すること。４、高等部教科用図書は、すべて学校教育法附則第９条の

規定による図書として選定する。小・中学部と同様に、生徒の実態に

即し、教育目標の達成上適切な図書として一般図書を選定すること。
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細田教育長 

さくら草特別支

援学校長 

５、選定にあたっては、公正かつ適正の確保に万全を期すること。今

年度６月から期間を定めて、教科用図書の内容について十分な調査・

研究を行ってまいりました。その結果、本校として３ページから５ペ

ージの一覧表にある教科用図書を選定しました。 

選定理由につきましては、６ページから１２ページに掲載してござ

います。 

採択に向けて御審議をお願いします。 

それでは、次にさくら草特別支援学校長から、説明をお願いします。

本校の教科用図書選定の経緯について説明させていただきます。 

さいたま市教育委員会から「令和３年度使用教科用図書の採択にと

もなう調査研究結果の提出について」の通知を受け、教科用図書の選

定に関する調査研究を行いました。 

各教科による教科用図書の選定作業に際し、校長として資料に掲載

させていただいた次の５点を選定方針として職員に周知し、「令和３

年度さいたま市立特別支援学校教科用図書の選定基準等について」の

通知に基づき、慎重な選定作業を進めました。１、特別支援学校学習

指導要領、さいたま市特別支援学校教育課程編成要領、埼玉県特別支

援教育教育課程編成要領等の趣旨を踏まえていること。２、本校の学

校教育目標「ノーマライゼーション社会において、もてる力を発揮し、

共に生きる子どもを育てる」を達成するために、児童生徒一人ひとり

の実態に沿い、個々の学習課題に基づく指導目標の達成に適した教科

用図書であること。３、市教育委員会通知「令和３年度さいたま市立

特別支援学校教科用図書の選定基準等について」を踏まえ、小・中学

部においてはさいたま市選定の小中学校用検定教科書及び文部科学

省著作教科書の採択を十分考慮すること。その上で児童生徒の実態に

即し、学校教育法附則第９条の規定による図書として一般図書を選定

すること。４、高等部用教科用図書は、すべて学校教育法附則第９条

の規定による図書として選定する。小･中学部と同様に、生徒の実態

に即し、教育目標の達成上適切な図書として一般図書を選定するこ

と。５、選定にあたっては、公正かつ適正の確保に万全を期すること。

今年度６月から期間を定めて、教科用図書の内容について十分な調

査、研究を行ってまいりました。その結果、本校として１５ページか

ら１７ページの一覧表にある教科用図書を選定しました。 

選定理由につきましては、１８ページから２９ページに掲載してご

ざいます。 

採択に向けて御審議をお願いします。 
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細田教育長 

大谷委員 

ひまわり特別支

援学校長 

さくら草特別支

援学校長 

何かありますか。 

選定委員会のメンバーはどのような立場の方々で構成されている

のか、また、審議、選定経過での議論の内容について確認をさせてく

ださい。

次に、さくら草特別支援学校の選定方針にありました「ノーマライ

ゼーション社会において、もてる力を発揮し、共に生きる子どもを育

てる」という考え方はとても大事であろうと個人的には思います。こ

の目標を達成するための教材の選定、教科書選定が行われていると考

えますが、選定のプロセスにおいて配慮した点等について具体的に教

えてください。

本校における教科用図書選定委員については、委員長に校長、副委

員長に教頭１名、委員として教頭、主幹教諭、小学部主任、中学部主

任、高等部主任、特別支援教育コーディネーター２名の９名で構成し

ております。

教科書選定にあたっては、まず、文字や絵や図などが大きく見やす

いもの、色使いがはっきりしているもの、視覚、触覚、聴覚を刺激し、

より分かりやすいものを基本として選定しています。

本校における教科用図書選定委員については、委員長に校長、副委

員長に教頭２名、委員に教務主任、小学部低学年、小学部高学年、中

学部、高等部の各ブロックの長、教科書担当教諭をメンバーとした９

名で構成しております。

選定にあたっては、本校の児童・生徒の実態に即して、それぞれの

教科書をどのように使っていくのかということを中心に、各ブロック

から必要な情報を集め協議を行い選定いたしました。

続きまして、２点目の御質問にお答えします。

本校の学校教育目標に定めているとおり、子どもたちには社会に出

て、生きていける力を身に付けてほしいと考えております。そして、

本校の子どもたちの状況を考慮しますと、実際に子どもたちが社会に

出て生きていくためには、コミュニケーションが何らかの方法で取れ

ることが非常に大事かと思っています。そこで、こちらからのアプロ

ーチに、子どもたちから何らかの応答が得られるような授業を目指し

ており、子どもたちに色なり形なりを示して、応答を得られるような

授業を行うにあたって有効と思われる教科書を選定しています。具体

的には、子どもによっては目が見えないことから、触って分かるよう

なものを使って働きかけ、そして返事をもらうことを積み重ねていく

ことが大事だと考えております。ただ、子どもたちの実態が様々なの
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野上委員 

特別支援教育室

長 

細田教育長 

石田委員 

ひまわり特別支

援学校長 

で、担任としては日々模索しながら積み重ねているというのが現状で

すが、教員には、高等部卒業時の個々の子どもたちの成長の姿を見据

えながらやらなければならないと指導もしているところでございま

す。

コロナ禍において、日本の教育はデジタル化に立ち遅れたという指

摘もあると認識しています。先生方はそれぞれ異なる状況のお子さん

方に対応していかなければなりませんが、デジタル化に対応した教科

書の活用が今後考えられると思います。そのお子さんの感性をくすぐ

るには、本だけじゃなくてデジタルコンテンツ等、色々なことと結び

つけていくようなことも考えるとよいと思います。これからの教科書

選びには、そのような視点が必要かと考えますが、いかがでしょうか。

特別支援学校の教科書採択でございますけれども、これまでもＣＤ

で音が出るものとか、スイッチを押すと音楽が出るものなど、デジタ

ルと融合した、紙だけではないような教科書なども、子どもに分かり

やすいということで使用しているところでございます。また、現在進

めているＧＩＧＡスクール構想において、特別支援教育においても、

ＩＣＴを活用した授業を進めており、本市においては、特別支援教育

の学習コンテンツを特別支援学校の先生方に作っていただきホーム

ページに掲載し、保護者の方にはこのコンテンツを利用し、臨時休業

中は保護者と子どもとで勉強していただく、また他の学校とも共有し

てお互いに活用し合うようなことを進めているところでございます。

今後も、学校での学びの中でのデジタルの活用、家庭でのデジタルの

活用を複合させながら、教科書だけに留まらず、ＩＣＴの特別支援教

育のコンテンツを活用した授業作りというものについて教育委員会

からも提案をしながら、学校、家庭と一緒に進めていきたいと思って

おります。

今、野上委員からの御指摘のとおり、これからの教科書採択はＧＩ

ＧＡスクールを意識したところが大変重要になってくると思います。

特別支援学校２校においても、その部分について意識しながら進めて

いるところでございます。

 新しく選定した教科書があるようですが、理由を教えてください。

 本校が選定した教科書のうち、小学部の音楽の教科書として、「お

手本のうた付き！どうよううたのえほん」というものがございます。

この教科書は、実際に音が鳴ったり、歌詞が出たり、または歌詞が出
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さくら草特別支

援学校長 

武田委員 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

ないでメロディだけというように、目と耳から楽しめ、五感を駆使す

ることができることから選定しました。

 本校では新しく採用した教科書が７冊程ありますが、多くは一般図

書であり、廃刊になったものが新しい教科書として出されたものでご

ざいます。

 子どもたちの実態に即した本を１冊ずつ丁寧に選んでくださって

いると思います。例えば、ひまわり特別支援学校の１１ページ、中学

校の道徳において、「ピーター・スピアーの絵本１ せかいのひとび

と」というものを選定されており、これはすばらしい選択だと思いま

した。これは絵本の名作でして、美術の教科書にして良いくらいの本

当に子どもたちの感性が豊かになるもので、道徳に限らない教科横断

的な効果をもつ本を選んでくださっていると思います。そして、選定

理由にもあるように、道徳の枠を超えて国際教育に開かれた本でもあ

りますので、夢をもつさいたま市の子どもとして学んでいくことを可

能にしてくれると思います。また、各国のいろいろな文化や生活に触

れるということは、やはり行動範囲の限られている子どもたちにとっ

て、自分の多様性や個性などを肯定することにつながる本だとも思い

ます。いつも子どもたちを思い、より良い選択をする先生方の気持ち

を感じました。これからもよろしくお願いいたします。

 ほかに御質問等はございませんか。

それでは、議案第４６号につきましては、原案のとおりとしてよろ

しいですか。

＜異議なし＞

出席委員全員の賛成により、議案第４６号は原案のとおり可決され

ました。ここで事務局の入替えを行います。準備ができ次第、再開い

たします。

報告第８号 令和２年度さいたま市一般会計補正予算（教育費）について

細田教育長 

教育財務課長 

 それでは、再開します。報告第８号につきまして、事務局から説明

をお願いします。

それでは、報告第８号「令和２年度さいたま市一般会計補正予算（教

育費）について」御説明させていただきます。 
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この報告の内容は、令和２年さいたま市議会６月定例会に追加提出

した、さいたま市一般会計補正予算の教育費部分についてですが、

緊急に処理する必要があり、教育委員会会議の招集をするいとまがな

かったことから、臨時代理させていただいたものでございます。 

提案理由でございますが、今回の補正予算は、６月定例会に追加送

付する、国の令和２年度第２次補正予算に伴う、新型コロナウイルス

感染症の影響を踏まえた学校における感染症対策及び学びの保障に

必要な人的・物的体制の強化に必要な経費等について、市長に申出す

るものです。 

別表の歳入歳出予算補正でございますが、まず上の表「歳入」につ

きましては、国庫補助金を２億６６６万６千円、雑入を６８万５千円

増額するものでございます。下の表「歳出」につきましては、教育費

全体で５億４１万６千円を増額するものでございます。 

次に事項別明細書を御覧ください。上の表の歳入予算は、先ほど申

し上げました国庫補助金で、正式名称は「教育支援体制整備事業費補

助金」と「学校保健特別対策事業費補助金」、その他雑入で「雇用保

険被保険者負担分」となります。下の表の歳出につきましては「事務

事業概要」で説明いたしますので、そちらを御覧ください。 

先ほども申し上げましたが、今回の追加提出の補正予算は、国の令

和２年度第２次補正予算を活用し、新型コロナウイルス感染症への対

応を行うものでございます。上段の教職員人事課所管の「スクールア

シスタント配置事業」でございますが、学校の臨時休業によって生じ

た授業の未実施分を補うために、スクールアシスタントを追加配置す

る経費について、補正を行ったものです。下段の教育研究所所管の「教

育情報ネットワーク推進事業」でございますが、学校再開に際して感

染症対策・学習保障等を学校長の判断で迅速かつ柔軟に対応できるよ

う、それらに係る備品の購入経費について補正を行ったものです。次

に教職員人事課所管の「小学校管理運営事業」と「中学校管理運営事

業」でございますが、新型コロナウイルス感染症対策の強化を図るこ

とで純増する学校職員の負担を軽減するため、スクール・サポート・

スタッフが未配置の小・中学校に、新規に配置する経費について、補

正を行ったものです。次に高校教育課所管の「高等学校管理運営事業」

でございますが、保健衛生用品や備品等の購入及び感染症対策と学習

保障の両立を図るため、非常勤講師、スクール・サポート・スタッフ

を配置する経費について補正を行ったものです。次に健康教育課所管

の「学校保健事業」でございますが、学校再開に際して感染症対策・

学習保障等を学校長の判断で迅速かつ柔軟に対応できるよう、それら

に係る保健衛生用品や備品等の購入経費について補正を行ったもの

です。次に教職員人事課所管の「特別支援学校管理運営事業」でござ
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細田教育長 

大谷委員 

教職員人事課長 

学校教育部長 

大谷委員 

教職員人事課長 

柳田委員 

いますが、小・中学校と同様に特別支援学校に、スクール・サポート・

スタッフを新規に配置する経費について補正を行ったものです。 

私からの説明は以上でございます。 

何かありますか。

補正予算を計上した各事業について、概略を説明いただいたところ

でございますが、具体的な事業内容について教えてください。

教職員人事課所管のスクールアシスタント配置事業について説明

いたします。スクールアシスタントは、小、中、特別支援学校全校へ、

基本的に１校当たり１日８時間配置しており、また、学校の状況に応

じて追加配置もしております。業務内容は、主に教科等の授業におけ

る支援、児童生徒の学校生活における支援などです。個々の児童生徒

の実態に応じたきめ細かな指導や支援を行っております。

今回の補正予算に関しましては、学校の臨時休業によって生じた未

実施の授業日数が、４月が１５日分、５月が１８日分、合わせて３３

日分、これを補填する意味で、現在配置している１６４校に対して、

追加配置をしようとするものです。

只今の説明への補足ですが、新型コロナウイルスの感染拡大で学校

は休業となりましたが、その分、夏休みや土曜日を授業日にすること

となっており、その日数が概ね３３日間となります。この補正予算は、

新たに授業日にした日数分について、アシスタントを配置する予算で

ございます。

学級担任の教員は、その間は授業をせずにスクールアシスタントの

先生が授業をするのですか。

 スクールアシスタントは、あくまでも授業補助を行うために配置す

るものでありまして、単独で授業を行うことはできません。スクール

アシスタントの業務としましては、担任が指導している中で、個々の

児童生徒の進度に応じ、きめ細かな指導を行うということを想定して

います。

 授業日数の不足分についてスクールアシスタントを配置すること

は理解できましたが、休業日のときに授業は無かったと思いますが、

スクールアシスタントの方たちの勤務体制について確認をさせてく

ださい。
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教職員人事課長 

教育研究所長 

教職員人事課長 

高校教育課長 

細田教育長 

スクールアシスタントは年間で３５週配置しており、４、５月の休

業期間中も勤務を割り当てておりましたことから、勤務はしておりま

した。そのため、夏季休業期間中や土曜日の授業日数分の勤務に充て

られない状況なので、改めて補正で充てられるようにするということ

です。

 続きまして、教育研究所所管の「教育情報ネットワーク事業」につ

いて説明いたします。

この事業は、プロジェクターとスクリーンを各学校に増設させるも

ので、特別教室を使用して、一つの授業を分散させ、ライブで授業が

できるようなシステムを整備するものでございます。

 続きまして、教職員人事課所管「小学校管理運営事業」「中学校管

理運営事業」「特別支援学校管理運営事業」について説明いたします。

この事業は、学校の消毒や登下校時の健康観察など、コロナ対策の

ため純増した教員の負担を少しでも軽減するため、すでに配置済みの

１０校を除いた他の小、中、特別支援学校、中等教育学校に一人ずつ

スクール・サポート・スタッフを配置するものでございます。

 続きまして、高校教育課所管の「高等学校管理運営事業」について

説明いたします。

この事業は、学校再開に伴う感染症対策学習補償等のため、衛生用

品として使い捨ての手袋、アルコール消毒液等々、プロジェクターや

スクリーン等を購入いたします。また、学習補助に必要な人的体制に

対する強化の部分として、３年生の進路指導を意識し、放課後の補習

に充てるための人材として、非常勤講師の配置を考えております。な

お、先ほど教職員人事課長より説明がありましたとおり、スクール・

サポート・スタッフを中等教育学校１校に配置してまいります。

ほかに御質問等はございませんか。それでは、この件は終了といた

します。

報告第９号 令和２年度さいたま市一般会計補正予算（教育費）について

細田教育長 

教育財務課長 

 続きまして、報告第９号につきまして、事務局から説明をお願いし

ます。

それでは、報告第９号「令和２年度さいたま市一般会計補正予算（教
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細田教育長 

大谷委員 

育費）について」御説明させていただきます。

この報告の内容は、７月２７日付で市長による補正予算の専決処分

を行った「さいたま市一般会計補正予算」の教育費部分についてです

が、緊急に処理する必要があり、教育委員会会議の招集をするいとま

がなかったことから、臨時代理させていただいたものでございます。

提案理由でございますが、今回の専決処分による補正予算は、国の

令和２年度第２次補正予算に伴う、新型コロナウイルス感染症の影響

を踏まえた学校における感染症対策及び学びの保障に必要な物的体

制の強化に必要な経費等について、市長に申出するものです。

別表「歳入歳出予算補正」でございますが、まず上の表「歳入」に

つきましては、国庫補助金を１億６,２７５万円増額するものでござ
います。下の表「歳出」につきましては、教育費全体で３億２,５５
０万円を増額するものでございます。

次に事項別明細書を御覧ください。上の表の歳入予算は、先ほど申

し上げました国庫補助金で、正式名称は「学校保健特別対策事業費補

助金」となります。下の表の歳出につきましては、「事務事業概要」

を御覧ください。

今回の専決処分による７月補正予算は、埼玉県が特定警戒都道府県

に指定されていることから、加算地域として国庫補助金の加算措置の

適用が示されたため、加算分について補正するものでございます。教

育財務課所管の「小学校管理運営事業」、「中学校管理運営事業」、高

校教育課所管の「高等学校管理運営事業」及び教育財務課所管の「特

別支援学校管理運営事業」でございますが、国の令和２年度第２次補

正予算に伴い、感染症対策等を徹底しながら児童生徒の学習保障をす

るため、学校長判断で迅速かつ柔軟に対応できるよう、それらに係る

消耗品や備品等の購入経費について、専決処分による補正を行ったも

のです。

私からの説明は以上でございます。

埼玉県が特定警戒都道府県に指定され国が補助金を加算したこと

から、６月補正に加えてさらに取組みを充実させることを目的に予算

を補正するものでございます。 

また今、教育財務課長が説明したように、学校長の裁量により消耗

品等を整備するものであることから、教育委員会として各校種の校長

に聞き取りをし、精査したものとなっています。

委員の皆様、御質問等はございますか。

 各学校における子どもへの検温などは、どのように取り組まれてい

ますか。
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健康教育課長 

細田教育長 

 基本的には各家庭で毎朝検温をしていただき、観察票を学校に提出

していただいております。また、ようやく非接触型体温計を各校に配

ることができまして、学校において活用しているところです。

 それでは、この件は終了といたします。

議案第４１号 市長と教育委員会との地方自治法第１８０条の２及び第１８０条の

７の規定に基づく協議の一部を改正する協議について 

細田教育長 

教育総務課長 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

 続きまして、議案第４１号につきまして、事務局から説明をお願い

します。

議案第４１号「市長と教育委員会との地方自治法第１８０条の２及

び第１８０条の７の規定に基づく協議の一部を改正する協議につい

て」御説明させていただきます。

さいたま市与野郷土資料館整備基金は、与野郷土資料館の整備費用

に充てるために設置されていたものでございますが、与野郷土資料館

整備事業が令和２年３月１５日に完了したことから、さいたま市与野

郷土資料館整備基金条例は、令和２年３月２７日を以って廃止されて

おります。これに伴い、改正案のとおり、市長が副教育長その他の教

育委員会職員に補助執行させることとされている「与野郷土資料館整

備基金の管理」について削除するよう、協議するものでございます。

説明は以上となります。御審議のほどお願いいたします。

御質問等はございますか。

それでは、議案第４１号につきましては、原案のとおりとしてよろ

しいですか。

異議なし。

出席委員全員の賛成により、原案のとおり可決されました。

議案第４７号 さいたま市指定文化財の一部指定解除について

細田教育長 

文化財保護課長 

 続きまして、議案第４７号につきまして、事務局から説明をお願い

します。

議案第４７号「さいたま市指定文化財の一部指定解除について」御
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細田教育長 

大谷委員 

文化財保護課長 

大谷委員 

野上委員 

説明させていただきます。

本議案は、さいたま市大宮区吉敷町から高鼻町に所在する、市指定

天然記念物「氷川参道の並木」のうちの３本について、主幹部の腐朽

により文化財としての価値を失ったため、さいたま市文化財保護条例

第４０条の規定により指定を解除するものです。

５３ページを御覧ください。樹皮が欠損し、その内部の主幹の腐朽

が進行しています。外観から観察できる以上に腐朽が進んでいること

が、音波を使用した精密診断、いわば樹木のＣＴスキャンを行うこと

で判明いたしました。５４ページ、５５ページでは、樹皮の欠損は少

ないものの、内部の腐朽が進み、空洞化が著しく進んでいます。これ

らはいずれも、樹高２０ｍを越える、見事な大木ですが、主幹の腐朽

等はこの樹高を維持することができない状態に至ってしまっており、

他の補強措置も不可能との御判断を、市の文化財保護審議会の植物専

門の委員よりいただきました。その上で、さいたま市文化財保護審議

会に諮問いたしまして、指定解除すべき旨の答申をいただいておりま

す。

説明は以上でございます。

何かありますか。

この樹木が市の所有ではないとなると、安全を確保するため、どの

ような対応が考えられますか。

この樹木は基本的には神社の所有ですが、一部、市が土地を借り受

け、その樹木については都市局が管理しています。文化財の指定が解

除された場合には、その後の安全確保は、所有者もしくは管理者が行

うこととなり、そのために必要な伐採等の判断、措置については、所

有者及び管理者である市の部局で対応いたします。私どもといたしま

しても、指定解除になったらそれで終わりということではなく、安全

措置について、迅速に対応いただくよう協議していきたいと考えてい

ます。

通行の方々に何も害が及ばないことを願っています。

戦後７０～８０年経つと、木も相当大きくなる一方で、傷んでいる

木もあり、管理するのは大変だとは思いますが、氷川神社はある意味

で、日本の歴史的遺産でもありますので、文化財の指定替えを行うこ

となどは考えられますか。
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文化財保護課長 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

示唆に富んだ御指摘ありがとうございます。私どもといたしまして

も、氷川参道の並木が年々傷みを進めていることに大変苦慮しており

ます。ここ数年、氷川参道の並木の樹木を１本、２本と解除してまい

りまして、これで指定が１１本となってしまう状況でざいます。そう

した状況に対して氷川神社を特徴づける、また大宮という街と深くか

かわる長い並木、さらに日本一長いとも言われております並木をさい

たま市の宝として、保存していくことは私どもの責務であると考えて

おりますが、天然記念物の指定ということで、樹木としての価値を保

存することが今の時点では判断基準となっております。

神社の側でも指定が解除された木の後には、若い苗木を植えて次の

木を育てるという取り組みをなさっておりますが、残念ながら、それ

らを天然記念物として追加で指定するところには至っておりません。

また、周辺は経済的な中心地でございますので、既存の住宅地の商

業施設等への転用なども進み、従来通りの樹木の保存を行っていくた

めの、根や枝がはるスペースを確保できないような状態も生じており

まして、樹木としての保存のあり方そのものを考えなければならない

状況となっております。そうした中で天然記念物という概念とはまた

違う文化財の種別なども研究いたしまして、並木としての景観やあり

方をさいたま市の文化的な宝として、後世に伝えていけるような取り

組みを是非進めて参りたいと考えております。

ただ、そのためには、神社も維持管理で大変御負担をいただいてお

り、市でも補助金を支出させていただいておりますが、そういった新

たな取り組みを進める上では、樹木のオーナーのような方を募ること

等も研究して参りたいと思います。

それでは、議案第４７号につきましては、原案のとおりとしてよろ

しいですか。

＜異議なし＞

出席委員全員の賛成により、原案のとおり可決されました。

ここで事務局の入れ替えを行います。準備ができ次第、再開いたし

ます。

また、傍聴の方に申し上げます。会議の冒頭で決まりましたとおり、

ここからの審議につきましては、非公開となりますので御退室くださ

い。

議案第４２号 さいたま市立大戸小学校東校舎（普通教室棟）改築（建築）工事請負

契約について
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細田教育長 

学校施設課長 

細田教育長 

大谷委員 

学校施設課長 

 それでは再開します。議案第４２号につきまして、事務局から説明

をお願いします。

議案第４２号「さいたま市立大戸小学校東校舎（普通教室棟）改築

（建築）工事請負契約について」御説明いたします。

本議案は、令和４年４月の供用開始に向け、中央区内にあります大

戸小学校の老朽化した校舎の建て替え工事に関するもので、「さいた

ま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例」第２条の規定に基づく工事契約議案でございます。

工期につきましては、議会の議決日から令和４年２月１１日までで

ございます。

契約の方法は一般競争入札で、入札の結果、「田中・ハイシマ特定

共同企業体」と４億３，２４１万２，２００円の契約金額をもって契

約を締結するものでございます。

次に、工事の概要について御説明いたします。大戸小学校はＪＲ埼

京線の南与野駅から北東に約６００メートル、北浦和駅から西側に約

８００メートル向かった場所にございます。周辺には北浦和公園、鈴

谷小学校、与野南中が立地しております。敷地面積は、１万１，７７

２.５６㎡でございます。今回の建設工事は、既存東校舎の老朽化に
伴い行うもので、資料の３０ページ、配置図において敷地東側の網掛

けとなっている普通教室棟の改築と、敷地北東にあります受水槽・ポ

ンプ室を更新いたします。資料の３１ページは北東側の上空から見た

校舎の外観図でございますが、手前にございます校舎が東校舎普通教

室棟で、鉄筋コンクリート造地上３階建て、延べ面積１，２４２．７

９㎡でございます。１階につきましては、普通教室３教室、児童用ト

イレ、多目的トイレを配置しております。２階、３階につきましても、

１階と同様となります。

議案第４２号の説明は以上でございます。

 何かありますか。

契約の相手方は、さいたま市内業者となっているようです。地元優

先というのも大事な視点だと思いますが、入札参加資格などを確認さ

せていただけますか。

このような工事の場合は、市内に本店・支店を有する業者を入札の

参加条件としており、地元の企業が共同体を組み、今回ですと１１共

同体が入札をした結果、田中・ハイシマ特定共同企業体が落札してい

ます。
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武田委員 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

 大戸小学校はついこの間、創立以来あったヒマラヤ杉が伐採される

ということで、地域の私どもが気落ちしていましたが、新しい校舎が

できることで、また子どもたちも張り合いを持って勉強出来ると思い

ます。この度の大きな工事が長期間続くことになると思いますので、

安全対策に関しては、抜かりなくしていただきたいと思います。

それでは、議案第４２号につきましては、原案のとおりとしてよろ

しいですか。

＜異議なし＞

出席委員全員の賛成により、原案のとおり可決されました。

議案第４３号 学校給食センター中規模改修（機械設備）工事請負契約について

細田教育長 

健康教育課長 

細田教育長 

野上委員 

 続きまして、議案第４３号の説明を事務局からお願いします。

議案第４３号「学校給食センター中規模修繕（機械設備）工事請負

契約について」御説明いたします。

本議案は、令和２年９月議会において、学校給食センターの中規模

修繕（機械設備）工事について工事請負契約を締結するため、市長に

申出するものでございます。

本工事は、老朽化した学校給食センターの中規模修繕工事を実施す

るもので、契約の方法は一般競争入札で、入札の結果、「大クマ・ア

ステ特定共同企業体」と３億３，５９８万４千円の契約金額をもって

契約を締結するものでございます。

次に、工事の概要について御説明いたします。敷地面積は１，９７

９．８１㎡、改修建物でございますが、鉄筋コンクリート造地上２階

建て、延べ面積が１，６０２．７９㎡でございます。工期につきまし

ては、議会の議決日から令和３年７月１５日まででございます。改修

内容につきましては、空気調和設備工事、換気設備工事、計装設備工

事、ボイラー設備工事、衛生設備工事、コンテナ消毒庫制御設備更新、

ガス設備工事、厨房器具設備更新、排水処理設備更新となります。

議案第４３号の説明は以上でございます。

 何かありますか。

学校給食センターは、自校方式の学校が給食室を使えない場合にフ
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健康教育課長 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

ォローする大切な機能をもっていると思いますが、稼働率はどの程度

でしょうか。

学校給食センターは、各学校の給食室が老朽化により改修等を行う

際に、当該学校へ給食を提供いたします。予算が順調に付けば、今の

ところ、令和７年度までは給食室の改築等の予定があることから稼働

率としては１００％となります。

 それでは、議案第４３号につきましては、原案のとおりとしてよろ

しいですか。

＜異議なし＞

出席議員全員の賛成により、原案のとおり可決されました。

議案第４４号 青少年宇宙科学館空調設備改修工事請負契約について

細田教育長 

青少年宇宙科学

館長 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

 続きまして、議案第４４号につきまして、事務局から説明をお願い

します。

 議案第４４号「青少年宇宙科学館空調設備改修工事請負契約につい

て」御説明いたします。

 本議案は、青少年宇宙科学館空調設備改修工事について、請負契約

を締結するため、市長に申出するものでございます。

契約の方法は一般競争入札で、契約金額は、４億５４６万円でござ

います。契約の相手は、「積田・渡邉特定共同企業体」でございます。

次に青少年宇宙科学館空調設備改修工事概要について御説明しま

す。工期につきましては、議会の議決を得たる日から令和３年６月３

０日までとなります。改修内容につきましては、地下にある空調設備

一式を更新するほか、換気設備、排煙設備、自動制御設備、動力設備

等、１２項目の工事内容となっております。

 御質問等はございませんか。

それでは、議案第４４号につきましては、原案のとおりとしてよろ

しいですか。

＜異議なし＞

出席委員全員の賛成により、原案のとおり可決されました。
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議案第４５号 さいたま市立学校給食センター運営委員会委員の任命について

＜非公開案件につき内容は省略＞

＜議案は原案どおり可決＞

報告第１０号 さいたま市教職員の人事について 

報告第１１号 さいたま市教職員の退職手当について  

＜非公開案件につき内容は省略＞

細田教育長   以上をもちまして、本日の教育委員会会議の議事を終了いたしま

す。

これにて、教育委員会会議を閉会いたします。

８ 閉     会      午前１１時４５分


