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１ 期     日  令和２年８月２７日（木）

２ 場     所  教育委員会室

３ 開     会 午後２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

生涯学習総合センター館長       田 治 士

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

学校教育部参事兼指導１課長     山 浦 麻 紀

学校教育部参事兼高校教育課長    山 本 康 義

学校教育部参事兼教育研究所長    玉 川  徹

生涯学習総合センター参事兼副館長  中 村 和 哉

教育総務課長            髙 木 泰 博 

教育財務課長            石 原 和 己

教職員給与課長           井 出 浩 史

           さいたま市立浦和高等学校長     吉 野 浩 一

           さいたま市立浦和南高等学校長    上 原 一 孝

           さいたま市立大宮北高等学校長    杤 原 正 浩

           さいたま市立大宮国際中等教育学校長 関 田  晃

６ 会議録署名委員  柳 田 美 幸 
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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 

各委員 

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。

３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＞

 本日の会議録の署名委員は、柳田委員にお願いいたします。

本日の議案第５１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、委員の皆さんいかがでしょう

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、議案第５１

号は非公開といたします。

会議の順番ですが、議案第５３号、５４号、報告第１２号、１３号、

議案第５０号、５２号、次第の４「その他」、議案第５１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１２号は、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５３号 令和３年度使用さいたま市立各高等学校用教科用図書の採択につい

て

細田教育長 

高校教育課長 

それでは議案第５３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、議案第５３号「令和３年度使用さいたま市立各高等学校

用教科用図書の採択について」御説明いたします。

まず、提案理由でございます。市立各高等学校におきましては５月

から７月までの期間、校長を委員長とする教科書選定委員会におい

て、学校の特色や生徒の実態に即しながら、綿密な調査、研究を実施
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細田教育長 

浦和高等学校長 

し、令和３年度に使用を希望する教科書を選定しました。

高等学校で使用する教科書につきましては、高等学校用教科書目録

に登載されているものの中から採択することとなっております。ま

た、小学校用及び中学校用の教科書の採択の流れとは異なり、採択地

区及び採択期間の定めがございません。採択権者である教育委員会

が、年度ごと、高等学校ごとに教科書を採択することとなっておりま

す。

次に、お手元の資料について御説明いたします。

まず資料１「教科書採択のための資料」を御覧ください。採択して

いただくための調査資料を、浦和高校、浦和南高校、大宮北高校の順

に綴じてございます。学校ごとに、初めに選定方針を示しました。続

いて教科書選定一覧表、次にそれぞれの教科書の選定理由書、最後に

教科書選定概要報告書を示してございます。高等学校におきまして

は、現行の学習指導要領が実施されてから今年度で８年目となりま

す。前年度と同じ教科書を継続して使用する場合は、選定理由書にそ

の継続年数を示してございます。

続きまして、資料２の「教科書採択に係る根拠法令・仕組み・スケ

ジュール等」についてでございます。１ページに教科書採択に係る根

拠法令等、２ページにさいたま市立高等学校の教科書採択の仕組み、

３ページに高校の教科書採択スケジュール、４ページ以降は文部科学

省や教育委員会からの通知等を綴ってございます。

続きまして、資料３については、市立各高等学校の令和３年度教育

課程表になります。

この後、３校の校長から説明をいただきます。説明の順番について

は、浦和高校、浦和南高校、大宮北高校の順でよろしいでしょうか。

はい、それでは、浦和高等学校長から説明をお願いします。

本校の教科書選定の経緯について、説明させていただきます。

はじめに、２ページの「令和３年度使用教科書選定方針」を御覧く

ださい。本校の教育理念や教育目標の実現に向け、生徒一人一人の能

力や個性の伸長を図り、高い進学希望を叶える教育課程を編成し授業

を展開しており、選定方針の作成に当たりましては、本校生徒の学習

に相応しい教科書を選ぶという視点で進めました。

 新規に選定した教科書は、コミュニケーション英語Ⅲの１冊で、継

続して選定した教科書４４冊と合わせて、合計４５冊の教科書を選定

いたしました。

次に、１７ページの「令和３年度使用教科書選定概要報告書」に基

づき、選定の手続きについて御説明いたします。３に記載したとおり
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細田教育長 

浦和南高等学校

長 

教科書選定委員会を組織し、選定をすすめました。なお、教科書等の

執筆に携わっている教職員は任命しておりません。１の学校教育目標

及び２の目指す学校像、また、学習指導要領を踏まえ大学入試にも対

応できる生徒の学力の向上を、教科書選定の際の大切な視点としてお

ります。そして、４の選定の経過にありますように教科書選定の方針

を職員会議で校長から全教職員に周知し、各教科から提出された選定

案及び選定理由を確認し、校長の責任の下、選定案を決裁いたしまし

た。

それでは、新たに選定した教科書について、具体的に御説明いたし

ます。

英語のコミュニケーション英語Ⅲですが、コミュニケーション英語

Ⅰで三省堂の「CROWN English Communication Ⅰ New Edition」、
コミュニケーション英語Ⅱで三省堂の「 CROWN English 
Communication Ⅱ New Edition」を継続して選定していることか
ら、コミュニケーション英語Ⅲについても三省堂の「CROWN 
English Communication Ⅲ New Edition」を新規に選定いたしまし
た。この教科書は、文化、医療、芸術、経済、科学、平和、環境等多

様なテーマを取り扱っており、文法も段階的に配置され、英語４技能

の育成にも適していると判断しました。また、各 Lessonの最後にあ
る「Optional Reading」では、学習した内容を別の角度から考えるこ
とができ、また各 Partの最後にある「Reading Skills」では、いろ
いろな種類の英文を読むためのスキルを学ぶことができ、かなり難し

い語彙も使われ、本校生徒が求める高いレベルの学習活動にふさわし

く、アクティブ・ラーニングにも活用できる構成であり、本校生徒の

学習に適していると判断しました。

他の継続させていただきたい教科書につきましても、審議を重ね、

校長決裁により、議案書の通り提出させていただいたところでござい

ます。採択に向けて御審議をお願いいたします。

それでは、次の学校の説明をお願いします。

本校の教科書選定の経緯について、説明させていただきます。

はじめに、２０ページの「令和３年度使用教科書選定方針」を御覧

ください。本校の学校教育目標の実現に向け、確かな学力の定着や大

学進学のための実力錬成のために記述や資料などが生徒に理解しや

すいものであるとともに、導入や題材、論の工夫がなされ、効果的な

内容になっていることを重視し、本校の生徒の学習に相応しい教科書

を選定する視点で取り組みました。

本校は、新規教科書を１冊、継続で４０冊の教科書を選定いたしま
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した。

３２ページの「教科書選定概要報告書」を御覧ください。中段の３

にございます教科書選定委員会を組織し、選定方針を伝え、各教科か

らの原案に基づき、選定理由の確認を行い、校長の責任の下、選定案

の決裁をいたしました。なお、教科書執筆等に係る教員は、本校には

おりません。

本校は、学校教育目標を「探究心旺盛な自主自立の精神に充ちた心

身共に健康な人材の育成」としており、目指す学校像は「文武におい

て高きに挑み、深く学び、地域社会・国際社会に貢献することができ

る知・徳・体の調和がとれた人材を育成する学校」であり、学習指導

要領を踏まえ、高大接続改革にも対応するため、主体的・対話的で深

い学びやＩＣＴを活用し、大学入試と大学入学後の学習にも対応でき

る学力の育成に取り組んでおります。

具体的に、この度新規に選定いたしました教科書として書道Ⅰ、継

続して選定した教科書としてコミュニケーション英語、家庭基礎を例

に御説明いたします。

まず、書道Ⅰは５種類の教科書の中から光村図書の「書道Ⅰ」を選

定しております。芸術という教科の特殊性から、見開きで一つの作品

に関して鑑賞することができること、筆の使い方のコマ送り写真が掲

載されて自主的に練習しやすい構成になっていること、見開きでも教

科書が閉じないような製本の仕様になっていることなどから選定し

ております。

コミュニケーション英語につきましては、桐原書店の「PRO-
VISION English Communication」をⅠからⅢまで継続して選定し
ております。この教科書は、英語の理解、内容の要約、さらには発表

へと活動が進められる構成と英語４技能を効果的に培うことができ、

いわゆるアクティブ・ラーニングにも十分対応できる内容でございま

す。また、取り上げられている題材がコミュニケーション英語Ⅰでｉ

ＰＳ細胞、コミュニケーション英語Ⅲで発酵食品、ＤＮＡの発見など

サイエンス分野の内容やＡＩ問題、コミュニケーション英語Ⅱで近代

オリンピックなど多面的多角的なテーマが取り上げられており、文理

融合的な視点を活用しております。

家庭基礎につきましては、東京書籍の「家庭基礎 自立・共生・創

造」を継続しております。家庭科学習と実生活を関連させた自主学習

や課題発見学習の切り口で構成されており、本校で重視して取り組ん

でいる課題解決能力の育成にも通じることから選定いたしました。本

校は進学重視型単位制を導入しており、多様な選択科目を設置してお

り、家庭科も２、３年次で３種類の選択科目を設置しております。毎

年生徒の２０名程度、約７％程度の生徒が家政系の大学・短大に進学
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細田教育長 

大宮北高等学校

長 

しております。家庭基礎は、その基礎となる科目でございます。

また、学習内容の前倒しにつきましては、高校教育課の指導のもと、

教科書の５科目で早期購入を実施しております。例えば、数学におい

ては、１年次に数学Ⅰと２学期末から数学Ⅱを実施し、数学Ⅲにつき

ましては、２年次２学期末から使用しております。

他の教科につきましても、審議を重ね、校長決裁により、議案書の

とおり提出させていただいたところです。採択に向けて御審議をお願

いいたします。

それでは、次の学校の説明をお願いします。

本校の教科書選定の経緯について、説明させていただきます。

資料３６ページをお開きください。選定方針２、３にございますよ

うに、生徒の生きる力を育み、生涯にわたって社会に貢献できる人材

の育成を実現するため、個々の能力の伸長、確かな学力の定着を図る

ことのできる教科書であること、また大学進学にも対応できる教科書

であることを重視し、３７ページから４８ページにありますとおり、

新規を４冊、継続で３５冊の教科書を選定いたしました。

次に、資料４９ページをお開きください。教科書選定委員会を４の

選定の経過のとおり開催いたしました。選定方針を伝え、各教科から

の原案に基づき、選定理由の確認を行い、校長の責任の下、選定案の

決裁をいたしました。なお、教科書等の執筆に係る教員は、任命して

おりません。

本校は御案内のように普通科、理数科の併置校でございます。理数

教育に係る素養は、普通科、理数科いずれの学科におきましても、こ

れからの時代を生きていく上で、より必要になると考えております。

また、２１世紀型能力を育成する観点から、論理的な思考力、そして

コミュニケーション能力を育成することは重要でございます。普通

科、理数科にかかわらず、こうした素養の修得・能力の向上を目指す

ことについて考慮いたしました。なお、こうした観点から、本校では

普通科と理数科では同じ教科書を使用しております。

次に、教科書の選定につきまして、新規に選定したものを中心に、

具体的に御説明申し上げます。

例えば、理科の基礎科目についてでございます。いずれの教科書も

記述が丁寧で詳しく、図表や写真なども多く使われており、生徒が学

習しやすくなっております。また、物理、化学、生物の教科書につき

ましては、基礎科目とのつながりもよい一方、大学入試にも十分な内

容を網羅しており、理数科を含め生徒は十分な学習ができると考えて

おります。
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細田教育長 

武田委員 

なお、物理基礎につきましては、解説、説明が論理的であり、演習

や復習がしやすいこと、全体を通じた難易度が本校生徒の実態に合っ

ていることを踏まえ、啓林館の「物理基礎 改訂版」を新規に選定い

たしました。

また、世界史Ｂにつきましては、各部の概観が明確で分かりやすく、

時代ごとのイメージを把握しやすいこと、テーマ史や現代史の内容も

詳しく丁寧で、欄外のコラムと合わせ新制度下の大学入試への対応が

しやすいこと、資料等も豊富で主体的な学習のための方法が提示して

あることを踏まえ、山川出版の「詳説世界史 改訂版」を新規に選定

いたしました。

書道Ｉにつきましては、文字の発生からの展開が非常にわかりやす

いこと、書道史年表や中国の地図が見やすく整理されていること等、

書道Ⅱにつきましては、漢字の発展・展開の説明が多彩で丁寧である

こと、書道Ⅱで扱うべき作品例が充実していること等を踏まえ、いず

れも教育出版の「新編 書道Ⅰ」「新編 書道Ⅱ」を新規に選定いた

しました。

なお、学習内容の前倒しにつきましては、高校教育課の指導のもと

教科書の早期購入を実施しております。１年生の後半から数学Ⅱを、

２年生の後半から数学Ⅲを使用しております。

他の教科につきましても、校内で審議を重ね、校長決裁により、議

案書のとおり提出させていただいたところでございます。採択に向

け、御審議をお願いいたします。

それでは各委員の皆様、御意見、御質問をお願いいたします。

３校とも、いろいろ考え、適切な教科書を選んでいただきありがと

うございます。

まず浦和高校の外国語についてですが、例えば、若田さんのことな

ど、英語のことを除いても興味がもてる題材を扱っていることや、形

式として、４つのセクションを読んだ後に非常に達成感があり、教科

書を読んでみようという学習意欲に繋がるものとなっています。Ⅰ、

Ⅱ、Ⅲと連続して進められ体系的に学べる教科書で、極めて適切な選

択だと思います。

それから浦和南高校の書道についてですが、光村図書の「書道１」、

資料の２８ページは、先ほど御説明がありましたとおり、筆の使い方

のコマ送り写真が掲載され、自主的に取り組むことができると思いま

す。これは、スマホで撮り、動画で調べるという今どきの子どもたち

の感覚にも馴染みがよいような作りであると思います。実際に教科書

をめくった時に、筆の動かし方が分かり易く示されており、生徒のラ
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大谷委員 

浦和高等学校長 

イフスタイルに適合したものであるように思いました。

最後に大宮北高校の書道についてですが、４６ページには、書道家

や書道史について年表を用いて示されており、文化や教養としての書

道を学ぶことができ、さいたま市がグローバルな子どもの育成を目指

しているということからも、良い選択であると思います。

 全体的に３校とも適切な選択をされたと思っていますが、何点か質

問させていただきます。

まず浦和高校についてですが、内進生と高入生とで使用する教科書

に差異をつけていると思いますが、その内容と、成果をどのように評

価し、どのような課題があるのか確認させてください。また、教科書

の早期使用の開始時期について、具体的に教えてください。

次に、浦和南高校につきましては、選定方針の３にありますように、

確かな学力の定着や大学進学のための実力錬成と記載がありますが、

その観点から、具体的にどの教科書を選定したのかについて伺いたい

と思います。もう一つ、家政科系への選択科目がかなりあるようです

が、大学進学、進路実現という意味において、この選択科目を設定し

ていることと実力錬成とが、どう直結しているかについて伺いたいと

思います。

最後に、大宮北高校については、数理探求という大変素晴らしい学

校設定科目がありますが、普通科と理数科ではどのような違いがある

か、また、どんな授業を展開しているか確認させてください。そして

今回、世界史の教科書を変更したようですが、その狙いについても教

えてください。

 御質問の１点目、教科書の差異についてでございますが、内進生と

高入生で差異のある教科は、物理基礎と化学基礎でございます。物理

基礎につきましては、内進生は中学校の時に早い段階で取り組んでお

り、内進生の方が難しい物理基礎を扱っております。高入生の場合は、

高校に入学して初めて物理に接することから、内容を理解しやすいも

のにしているところです。化学基礎につきましては、中学校段階で先

取りしておらず、高校１年生の時に化学基礎を初めてやりますが、中

学校段階で高校の教師が教えている関係から、難しい教科書を使用し

ております。高入生につきましては、高校２年生で、文系、理系に分

かれたところでの文系の教科書につきまして、より理解しやすいもの

ということで、生徒の実態に合わせた選択をしております。この成果

につきましては、本校はもともと、伝統的に英語の学力に優れており

ますが、理数科にも力を入れてまいりました。そして今年度は、生徒

の５人が、医学部医学科の大学に現役で合格しましたことから、生徒
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浦和南高等学校

長 

大宮北高等学校

長 

の進路実現が図られているということが一つの成果と言えるものと

考えております。

２点目の御質問でございますが、科目としては、９科目について教

科書の早期使用をしております。時期については、数学Ⅰと数学Ａ、

生物基礎を、中学校３年の４月から、それ以外の科目につきましては、

概ね２年生のものを半年程度早い時期から使用し始めております。 

課題としましては、中高一貫校であるため高校入試が無い関係から

高校入学時に、数学において学力差が多少出ていることです。その解

消のために、内進生は、高等学校１年において、２クラスを３展開に

して手厚く指導をしております。また今後の課題としましては、令和

４年から高校の教育課程が全面改訂となりますので、これまでの取組

を精査し、課題を整理しながら、新しい教育課程の編成に取り組んで

いるところであります。

御質問の１点目、確かな学力の定着や大学進学のための実力錬成に

向けた教科書の選定についてでございますが、数学を例に御説明申し

上げます。数学につきましては、継続しての選定となっておりますが、

本校では習熟度別の授業とともに、生徒が基礎基本の定着から大学入

試に対応できるための応用問題に広く対応でき、高校卒業後も、探究

心やプレゼンテーション能力が伸ばせるような観点から選定いたし

ました。

次に家庭科の選択科目についてでございますが、この春に卒業した

３年生のうち２０名の生徒が、家政系の大学や短大に進学しておりま

す。割合としましては、全体の６．５パーセントでございます。高校

在学中に、大学での学びに継続できるような形で、選択科目を３科目

設定し、高大接続の観点から科目の設定をしております。

３点の質問にお答えいたします。まず１点目の数理探究でございま

すが、１年生は全員が２単位履修しております。２年生は理数科と普

通科で、課題探究を希望する生徒が選択しております。３年生は、理

数科１クラスでございます。その内容といたしましては、１年生の目

標は、情報リテラシーとして、ワードやエクセル、パワーポイントを

習熟すること。また、それを踏まえて、自分で課題を設定した課題研

究、そして最後にプレゼンテーションを行います。具体的には、情報

系の内容を勉強した後に、「北高紹介プログラム」というものを作り、

自分の母校の中学校に持って行って説明することを行い、その後に課

題研究を行い、最後に発表いたします。また、理数科との違いでござ

いますが、理数科の１年生は、さいたま市内の小学生に対して、「自

由研究サポートプログラム」として、夏休みの自由研究の材料の提供
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大谷委員 

大宮北高等学校

長 

野上委員 

をさせていただいておりますが、それがあるかないかという点でござ

います。２年生については、理数科と普通科の選択の内容は全く同じ

で、課題研究をさらに深化させること、プレゼンテーションを行うこ

と、先進的な理数関係の大学に向けての取り組みを行うこととなって

おります。３年生は課題研究、プレゼンテーションの仕上げですが、

最後のプレゼンテーションは英語で行っています。なお、理数科と普

通科の教科書に違いはなく、全て同じです。これは、本校は文系にも

理系の、理系にも文系の素養が大切だと捉え、なるべく同じように学

ばせたいと考え、難度が高いものを選択し、補足を問題集やプリント

等の活用や、授業の工夫で対応しております。また、本校の生徒は、

普通科と理数科では学力に差はございませんので、十分対応できると

考え、同じ教科書を採用しております。

２点目の、世界史の教科書を変更した理由でございますが、各部の

外観の違いが明確でイメージを掴みやすいことや、章の冒頭が非常に

外観的に分かり易く示されていることが主な理由でございます。ま

た、テーマ史や現代史についても詳しく丁寧で、新制度の大学入試に

適しているものと考えました。本校では、どんな場合でも課題研究的

な意識をもたせるようにしていますので、資料なども豊富で、課題研

究的なこともできるということも踏まえて、今年度は、山川出版に変

更したところでございます。

大宮北高等学校では、早期使用をしていないのですか。

数学で早期使用をしており、１年生で数Ⅱを、２年生の時に数Ⅲを

使用しています。

３校の方にお伺いします。最初は浦和高校ですけれども、１５ペー

ジのコミュニケーション英語Ⅲにおいて、ＰＩＳＡ型読解力を育成す

る授業という提案がなされております。今まさしく、日本の教育にお

いて、読解力が指摘されますが、読解力強化のためにどのような授業

がなされているのか、お伺いしたいと思います。

次に、浦和南高校にお尋ねいたしますが、２３ページ、現代文Ｂの

選定理由において、他の教科書会社に比べ、評論教材への切り取り方

が長く、難解であり、入試対策になっているとありますが、この記述

内容は、どのように解釈すればよろしいのか教えていただければと思

います。また、２７ページにはＺｏｏｍのことが書いてありますが、

コロナ禍において、今、いろいろな会社がＺｏｏｍを使って会議をす

ることが多いのですが、御校では、Ｚｏｏｍを活用した授業が行われ

ているのでしょうか。
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浦和高等学校長 

浦和南高等学校

長 

野上委員 

浦和南高等学校

長 

大宮北高等学校

長 

最後に、大宮北高校にお尋ねしますが、他の２校は情報の科目があ

るところ、大宮北高校には情報の教科書を選定していないようです。

これは他の教科等で十分対応しているので、敢えて、その教科は選定

していないということなのか、お伺いしたいと思います。また、今回、

物理基礎において新規の教科書を選定され、４３ページにその選定理

由として、全体を通じて、難易度が生徒の実態に合っていると記載が

ありますが、御校の生徒にあわせ難易度の高いものを選定しているの

か、あるいはその逆なのか教えてください。

 コミュニケーション英語Ⅲの読解力につきましては、現在、学校全

体におきまして、全ての教科で読解力育成の動きをしております。そ

れに加え、今回の教科書におきましては、例えば図表が入っているな

ど、生徒にとっても教員にとっても授業の際に役立っているいうとこ

ろがあることから、継続して、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを選定することといたしま

した。

 御質問の１点目の現代文Ｂの評論についてですが、選定させていた

だきました東京書籍の精選現代文Ｂは、現在でも大学入試でよく出題

される評論家の文章が取り上げられております。評論文というのは本

来長い文章ですが、コンパクトにまとめられて掲載されているのです

が、他社に比べますと文章が長く採用されているという観点から、こ

ちらの教科書を選定させていただきました。

 長いから難解なのですか、お伺いいたします。私が問題にしました

のは、何が難解なのだろうというところですが。

 ある程度の量の文章の中ですと、その文章を読み込む授業というの

が展開できますので、それにより生徒の読解力が深まるという観点で

選定いたしました。

次に２点目の御質問のＺｏｏｍでございますが、このＺｏｏｍとい

うのはコラムの名称でございます。

 御質問の１点目の情報についてでございますが、本校ではＳＳＨの

指定を受けており、課題研究の中で情報の内容を扱っております。ま

た、その課題研究の性質から、本校の生徒は全員がタブレットを持っ

ておりますが、それを最大限に活用しないと深く課題研究ができない

ということがございまして、かなり実践的な使い方をしております。

なお、情報のセキュリティーについては、入学直後に情報の授業で取

り扱っております。
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野上委員 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

２点目の、物理の教科書の難易度についてでございますが、担当の

教員に確認しても、どの教科書が難しいかということは、明確に出て

こないのではないかと思います。今回選定している啓林館の教科書に

つきましては、難易度ということではなく、説明の詳しさという観点

により選定しているところでございます。

 それぞれ回答をいただきありがとうございます。総括して言えば、

このコロナ禍において、我が市の高等学校は、大変素早く対応してい

ると感じております。あらためて校長先生方に感謝を申し上げたいと

思います。

それでは、学校ごとに、原案について採択してよろしいか各委員に

伺いたいと思います。

まず、浦和高等学校の教科書について原案のとおり採択してよろし

いですか。

＜異議なし＞

続いて、浦和南高等学校の教科書について原案のとおり採択してよ

ろしいですか。

＜異議なし＞

続いて、大宮北高等学校の教科書について原案のとおり採択してよ

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５３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。    

議案第５４号 令和３年度使用さいたま市立大宮国際中等教育学校用教科用図書の

採択について

細田教育長 

高校教育課長 

それでは、議案第５４号について、事務局から説明をお願いします。

それでは、議案第５４号「令和３年度使用さいたま市立大宮国際中
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細田教育長 

大宮国際中等教

育学校長 

等教育学校用教科用図書の採択について」御説明いたします。 

まず、提案理由でございます。市立大宮国際中等教育学校は、一つ

の学校として、一体的に中高一貫教育を行う中等教育学校でございま

すので、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１３

条第３項に基づき、高等学校における教育と一貫した教育を施すもの

及び公立の中等教育学校の前期課程において使用する教科用図書に

ついては、学校ごとに教科用図書の採択を行うことになっておりま

す。 

市立大宮国際中等教育学校におきましては５月から７月までの期

間、校長を委員長とする教科書選定委員会において、学校の特色や生

徒の実態に即しながら、綿密な調査、研究を実施し、令和３年度に使

用を希望する教科書を選定しました。 

次に、お手元の資料について御説明いたします。 

資料１は、採択していただくための調査資料として、選定方針、教

科書選定一覧表、選定理由書、教科書選定概要報告書を示してござい

ます。続いて資料２では、教科用図書採択に係る主な根拠法令等、資

料３は市教委が定めた選定基準、資料４は市立中学校用教科書との比

較、資料５は埼玉県より通知された採択基準について、それぞれ示し

てございます。また、別添は、市立大宮国際中等教育学校の教育課程

に係る資料でございます。 

今回採択いただく市立大宮国際中等教育学校の教科用図書は、さい

たま市立中学校と同様の１６種目に、高等学校用教科用図書の「社会

と情報」を加えた計１７種目です。このあと、選定の経緯等につきま

して、選定委員長である市立大宮国際中等教育学校長より説明をさせ

ていただきます。 

それでは、大宮国際中等教育学校長から説明をお願いします。 

本校の教科用図書の選定の経緯について御説明させていただきま

す。 

お手元の教科書採択のための資料を御覧ください。１ページの「令

和３年度使用教科用図書選定方針」にございますとおり、「教育基本

法、学校教育法、中学校学習指導要領等の趣旨を踏まえていること。」

「本校の校訓及び学校教育目標を達成するために、探究学習及び国際

的な話題にかかわる内容、導入や題材、発問の工夫がなされているこ

と。」「本校生徒の興味関心や考察力など、実態に十分対応したもの

であること。」「十分な調査を行い、各社の教科書の特色を把握し、

比較検討すること。」「選定の公正確保について万全を期すこと。」

これらの方針を踏まえ、本校生徒の学習に相応しい教科書という視点
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細田教育長 

各委員 

細田教育長 

大宮国際中等教

育学校長 

で選定を進め、２ページから３ページにありますとおり、教科用図書

を選定いたしました。 

選定にあたりましては、１１ページ、選定概要報告書の３にござい

ます校内選定委員会を組織し、１２ページの４にございます、選定の

経過にお示しさせていただきましたとおり、５月の下旬から７月にか

けて、校内選定委員会を開催してまいりました。本日、この席で教科

用図書の選定理由について報告させていただき、採択をお願いしたい

と存じます。 

ただいま、選定の経緯について、説明をいただきました。続いて、

選定された教科用図書について、協議、検討を行います。大宮国際中

等教育学校については、先の市立高等学校と同様に、教科用図書を種

目ごとに１種、選定しておりますので、一括での採択としたいと考え

ますが、いかがでしょうか。 

＜異議なし＞ 

それでは、協議、検討を行います。 

選定委員会の結果の報告をお願いいたします。 

今年度、新型コロナウイルス感染症の影響で、臨時休校から始まっ

た年度ではありましたが、おかげさまで本校のＩＣＴ環境を活用した

オンライン授業や、生徒・保護者面談なども実施でき、６月からの分

散登校とそれに続く通常登校も順調に執り行うことができました。ひ

とえに皆様方のお力添えの賜物と、感謝申し上げます。 

さて、来年度から施行される新学習指導要領に対応した教育活動の

実践、また、国際バカロレアのＭＹＰ認定を前にし、本校では創意工

夫を凝らした、より探究的な学習に取り組んでいるところでございま

す。こうした本校の教育活動と親和性の高い教科用図書を選定するべ

く、調査、研究を行ってまいりましたので、御報告申し上げます。 

まず、国語でございますが、教育出版を選定いたしました。この教

科書は、課題を考えるためのキーワードに、本校における市教委から

の研究委嘱のテーマでもある、ＳＤＧｓに関連したものが取り上げら

れていること、また、説明文章も、時代に合ったテーマに刷新されて

おり、生徒の興味関心を高めてくれるものであると捉えております。

教材の内容も読み継がれていくべき文学作品と、現代的な内容の作品

が織り交ぜられ、多彩な文章との出会いが実現できるものとなってお

ります。さらに「学びナビ」による言語活動の展開や、「メディアと

表現」による発信力の育成が図られ、本校の教育理念に合致した教科
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書であると考えます。 

次に、書写でございますが、教育出版を選定いたしました。国語の

教科書との関連性を重視したこと、また、行事や委員会などの学校生

活に生かせる例が具体的に記述されている点や、書に関する内容の多

様性、取材レポート、石碑の字体の比較など、探究学習を主体とする

本校にとって、適した教科書であると考えます。 

次に、社会は地理的分野、歴史的分野、公民的分野ともに東京書籍

を選定いたしました。地理、歴史の教科書においては、「スキルアッ

プ」というコラムが教科書全体に配置され、調査探究活動における課

題設定、調査、まとめと発表という作業に注目しながら段階的に学ぶ

ことができる構成であることや、掲載資料も豊富で、考察の観点等も

記載されており、生徒の探究的で深い学びを促す構成となっておりま

す。公民の教科書においても、考察の観点やヒントが「見方、考え方」

としてまとめられている点や、資料の収集、整理の方法等が記述され、

探究的に学ぶ工夫がなされております。 

地図については帝国書院を選定いたしました。様々な資料図が同縮

尺で記載され、複数の地図を重ね合わせて相関関係や因果関係を考察

するなどの活動が行いやすい工夫がなされております。 

次に数学は数研出版を選定いたしました。こちらの教科書は、探究

的な学習内容が多く、また、実生活に数学を応用する題材も記載され

ており、数学を活用した問題解決手法を指導できるものとなっており

ます。また、付属の探究ノートは、生徒の概念、理解度を定着させる

教材として活用できるものであります。 

次に、理科は新興出版社啓林館を選定いたしました。本教科書は巻

頭で理科の学習を進めるための「探究の過程」について解説され、単

元のまとめに「みんなで探Ｑクラブ」ページが設けられるなど、探究

する力の育成に重点を置いた構成となっております。また、随所にＱ

Ｒコードが記載され、関連事項についてタブレットなどを活用して学

ぶことができるようになっており、本校の学習スタイルにふさわしい

ものとなっております。 

次に音楽は一般、器楽合奏ともに教育出版を選定いたしました。音

楽（一般）の教科書ですが、見開きによるカラー写真が多数配置され、

生徒が豊かなイメージを持って学習できる点や、「ＡＣＴＩＶＥ」と

記されたワークシートを活用した探究的な学習や、本校のＬＡ：言語

の習得と連携できる英語の楽曲やデザインや科学と連携できる横笛

の製作などの教材が用意されており、教科を横断したユニットを組め

る魅力があるものとなっております。器楽合奏については、一般の教

科書との関連性や、和楽器と世界各地の楽器が比較できる構成となっ

ており、世界各地の楽器に係る伝統文化を探究できるものとなってお
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ります。 

次に美術ですが、開隆堂を選定いたしました。本教科書は写真、挿

絵などのレイアウトが優れ、美術の用語や技法に関する説明も豊富で

分かりやすいものとなっております。また、ＳＤＧｓに関連した事柄

や世界の国々の文化、社会問題に触れた作品が掲載され、生徒の国際

的視野の育成など、ＩＢのＡＲＴ教育に繋がるものとなっていると考

えられます。 

次に保健体育ですが、大修館書店を選定いたしました。論理性や具

体性を重視した記述となっていることと合わせ、「課題をつかむ」、

「学習のまとめ」というコラムがあり、探究活動がしやすい構成にな

っております。また、ＳＤＧｓについての記載があり、本校の３Ｇプ

ロジェクトとのコラボレーションも可能となっております。 

次に、技術・家庭ですが、開隆堂出版を選定いたしました。技術分

野では、写真や挿絵が効果的に掲載されており、生徒が理解しやすい

ものとなっております。また、学習を振り返るページが設定され、生

徒の思考力の育成と学習事項の定着に効果的であると考えられます。

家庭分野では、日本の文化や伝統を取り上げた「伝統文化」や、生徒

の探究活動に繋がる「生活の課題と実践」などのページがあり、ＩＢ

教育を展開する本校にふさわしいものとなっております。 

次に英語ですが、三省堂を選定いたしました。本教科書は学年ごと

に編成の特徴があり、１学年では英語を書く、話す活動をとおしての

英語力の伸長、２学年では探究的な学習やＳＤＧｓに繋がる内容、３

学年ではボランティア活動、交際交流、外国語を使った仕事などが取

り上げられております。また、題材について、探究や考察を深めるこ

とができるよう工夫がなされており、本校が目指す教育の方向性と合

致したものとなっております。 

次に道徳ですが、学研教育みらいを選定いたしました。本教科書は、

教材が「自分自身」、「人との関わり」、「集団や社会との関わり」、

「生命や自然、崇高なものとの関わり」の４つの分野の、どの分野に

属しているのか、わかりやすいようにアイコンで分類され、教材のね

らいを明確に意識しながら学習ができるよう、編成されております。

また、「クローズアップ」や「深めよう」などのコラムの充実や、関

連の深い複数の教材を連続して学習するユニット学習をとおして、深

く道徳を考える工夫がなされているものでございます。 

最後に、社会と情報でございます。この「社会と情報」でございま

すが、高等学校で学習する内容のものでございます。しかしながら、

本校におきましては、資料２、１４ページにございます「中等教育学

校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例

を定める件」により、前期課程３年生で、１単位分を先んじて学習す
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細田教育長 

大谷委員 

大宮国際中等教

育学校長 

ることといたしましたので、選定いたしました。別添の教育課程表、

令和３年度の３年生、２２に位置付けしてございます。教科用図書と

しましては、実教出版を選定いたしました。本教科書は数理的処理の

記載も詳細であり、探究活動をベースに展開する本校生徒にとって、

使いやすい教科書であると考えております。なお、令和４年度からは

高等学校において、新学習指導要領が適用されますことから、実際に

は、新学習指導要領に基づいた「情報Ⅰ」の学習内容を取り入れた学

習を展開していくものでございます。 

以上、１７種でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは各委員の皆様、御意見、御質問等がございましたらお願い

いたします。 

先ほどの情報Ⅰの先行実施というのは、大変適切だと思います。そ

れについて地域の方にお知らせすることも大切であると思います。質

問ですが、校長として、他の市立中学校とは違って、注目を浴びてい

る学校の生徒であるので、その生徒をどのように育成していくか、ま

た、それを踏まえての教科書選定について、具体例をお聞かせいただ

きたい。 

 本校は何より多くの方々の思い入れが沢山詰まった学校として開

校させていただいております。従いまして当然、そこで学ぶ生徒たち

にも本校ならではの力を付けさせたいと考えております。例えばＯＥ

ＣＤの調査における読解力について、昨年度は少々寂しい結果でした

が、読解力というものについて教育長がよく仰っているところで、単

に小説教材や評論を読んで内容が解ったということではなく、それに

ついて、もっと検索又は検証をしながら、論理的な考えに発展させて

いけるような、そういうものが必要です。その点においては教科を問

わず意識をしております。 

さらに本校の特色として１点付け加えますと、発信力、発表力を身

に付けさせたいという点がございます。本校の設立の根幹にある、国

際社会で活躍できる人材の育成においては、英語が解るだけでなく、

日本語においても、自分の意見、考えをより分かり易く伝えることが

できて、意見や考えを、いろいろな文化・民族・習慣の地域、国々の

人々と擦り合わせて、合意を形成していくという意味合いにおいて、

発信力、発表力というものはとても大切だと考えております。その点

で申し上げますと、例えば数学は、市立の他の中学校とも、昨年度の

ものとも異なり、今回選定させていただいた数研出版は、コラムに、

「説明しよう」というのがあります。実際、本校の数学の授業では、
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大谷委員 

武田委員 

野上委員 

生徒が生徒に教えるという単元を取り入れております。そのために、

生徒は自分で調べて自分で解いて、自分が解っただけではなく、他の

生徒に如何に分かり易く伝えるかという課題に取り組んでおります。

そういう中にあって、教科書にある、「説明しよう」というのは、面

白いところだと考えました。 

また英語については、他の中学校とは異なり、三省堂を選定してい

ます。１年生から３年生の発達段階に合わせて、１年生ではスピーチ、

２年生ではディスカッション、そして３年生ではディベートというよ

うな活動が位置付けられております。本校では、１年生の段階からデ

ィベートの初歩的なところまで学習を進めておりますので、教科書に

そういう視点が入っているということは、本校にとって望ましいと考

えております。 

最後に美術です。今回選定させていただいた開隆堂は、如何に展示

するかという視点で編集されております。制作しただけでなく、如何

に発表し、如何に共感を呼ぶかというところに繋げていく取り組みで

す。 

以上でございます。 

 大変よく考えられ、説得力のある御説明をいただきました。 

 校長先生のお話と関連して申し上げさせていただきます。この学校

の根幹になっている英語について、昨年、学校図書を採択した大きい

理由の一つは、今、お話がありました読む活動が充実している、アク

ティビティーの充実、こちらの学校のオールイングリッシュによる授

業スタイル等に親和性が高いということでした。今回は、多読が充実

していて、段階的に発表の活動が充実しているということで、今使っ

ているものと遜色がなく、さらに進んだものを選んでくださったとい

うことで、大変安心いたしました。 

 学校を訪問させていただいた折、数学の時間でしたが、生徒が生徒

に教える活動を行い、先生は後ろでそれをしっかりと見守っていまし

た。まさしく学習指導要領が変わり、先生が主体で何を教えるかでは

なく、生徒が何をできるようになるか、何を学ぶか、まさにそれを垣

間見た思いがいたしました。そういうところから多面的、多角的なも

のの見方ができてくるのだろうと思います。今回も４教科で教科書を

変えていますが、様々なものを使い、最適なものを選んでいきながら、

学校ならではの教育展開をしていくことで、先ほど出てきた ＰＩＳ

Ａの問題も解決していく。そのために選ばれた教科書だと思いまし

た。今後も、関心を寄せて見守りたいと思います。 
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石田委員 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

 教育委員の立場として、しっかりと選んでいただき、ほっとしてい

ます。 

それでは、大宮国際中等教育学校の教科書について、原案のとおり

採択してよろしいでしょうか。 

 ＜異議なし＞ 

 出席の委員全員の賛成によりまして、議案第５４号は、原案のとお

り可決されました。 

それではここで、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１２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１２号について、事務局から説明をお

願いします。

それでは、報告第１２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。

この報告の内容は、令和２年さいたま市議会９月定例会に提出する

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、国の「新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用した、修学旅行等経費

補助金、「スタディエッセンス」システム構築業務、児童生徒用コン

ピュータ整備事業に必要な経費の増額及び新型コロナウイルス感染

症への対応や税収減等が見込まれることから、現状に鑑み、事業の中

止、先送り、規模の縮小など予算執行の見直しを行い、不用となった

経費等の減額について、市長に申出するものです。

資料の４ページをお願いします。

別表「歳入歳出予算補正」でございますが、歳入につきましては、

一番下の行に記載されていますように、合計で６２３万７千円を増額

補正するものでございます。

次に歳出につきましては、合計で１億８,９１３万１千円の減額補
正するものでございます。

次に６ページの事項別明細書をお願いします。
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細田教育長 

大谷委員 

指導１課長 

はじめに歳入でございますが、今回の補正で新たに予算化します

「教育情報ネットワーク推進事業」の財源である国庫補助金「３ 公

立学校情報機器整備費補助金」が２,１００万円の増額、それ以外の減
額補正に伴うものが、合わせて１,４７６万３千円ありますことから、
合計で６２３万７千円の増額の歳入補正額となっております。

ちなみに、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金」は都市戦略本部にてまとめて予算計上を行っております。

続きまして、歳出について御説明いたします。

６ページ・７ページの歳出の事項別明細書を御覧ください。

歳出の表につきまして、一番右側の説明欄で金額の前に▲印がつい

ているもの、これが提案理由で申し上げました、新型コロナウイルス

感染症への対応や税収減等が見込まれることから、現状に鑑み、事業

の中止、先送り、規模の縮小など予算執行の見直しを行い、不用とな

った経費等の減額補正を伴った事業などとなっております。

続きまして、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金」を活用して増額補正を行う３つの事務事業につきまして、９ペ

ージ以降の「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。 

指導１課所管の「学校教育推進事業」でございますが、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大に伴う、修学旅行等の中止等の費用を負担

するとともに、臨時休業中に緊急実施したデジタルコンテンツを活用

した家庭学習システムを構築するための経費について、補正を行うも

のです。

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、「ＧＩＧＡスクール構想の加速による学びの保障」に資する事業

として、家庭でのインターネットを利用した学習環境の構築等に係る

経費について、補正を行うものです。

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、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う、修学旅行の中止により発生

する費用を負担するために必要な経費について、補正を行うもので

す。私からの説明は以上でございます。

説明が終了いたしましたが、委員の皆様、御質問等はございますか。

修学旅行の中止若しくは延期等に伴う経費の負担について、その内

容を具体的に教えていただければと思います。

主に、契約した際にかかった企画料でございます。また、いくつか

の場合、宿泊に伴う金額も入っております。
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細田教育長 

大谷委員 

指導１課長 

高校教育課長 

野上委員 

教育研究所長 

野上委員 

教育研究所長 

細田教育長 

 学習を目的とした旅行ですので、先ず、企画した段階で如何なる場

合においても発生してしまいます。所謂私たちが普段よく耳にしてい

るキャンセル料というのは、旅行業法で定められているもので、出発

の何日前のキャンセルにつて発生するものです。今回のコロナの場

合、それはほとんど発生しておりませんが、企画料は、企画した段階

で全てについて発生しているものです。

 標準的に、企画料というのは１校当たり、いくらぐらいかかってい

るのですか。

 大体、一人当たり３，０００円程度ではないかと思います。

高校の場合は海外旅行ということもございまして、３校中２校は一

人当たり５，０００円、１校は４，０００円となっております。

 先ほどのＧＩＧＡスクール構想について、オンライン環境や遠隔授

業の環境を作りたくても、家庭事情によって整備が困難な御家庭のた

めにこの授業を推進していくものと理解しています。一点確認です

が、Ｗｉ－Ｆｉのルータの設置の件数について教えていただきたいと

思います。

 最新のインターネットに関する調査を、各御家庭に１学期に調査さ

せていただきました。Ｗｉ－Ｆｉの環境を含めて利用ができないとこ

ろが、１，９０７件ございます。それらの御家庭にルータを貸し出す

ことができるような形で、転出入分も考慮し２，１００台を貸し出す

ことができるように準備しております。

 それにより、デジタルコンテンツ等が先進的に充実している本市に

おいて、いろいろな局面で展開できるということですね。

 そのような形で進めさせていただいております。

 他に御質問等はございますか。

それではこの件については終了といたします。

報告第１３号  令和元年度さいたま市一般会計歳入歳出決算（教育費）について

細田教育長 続きまして、報告第１３号について、事務局から説明をお願いしま
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教育財務課長 

す。

報告第１３号「令和元年度さいたま市一般会計歳入歳出決算(教育
費)について」御説明をさせていただきます。 
１３ページの表が、教育委員会に係る令和元年度歳入・歳出決算の

概況となっております。なお、決算額等を読み上げる際は、千円未満

を切り上げ千円単位とさせていただきますので御了承ください。

まず、歳入の表の一番下の行「局合計」という欄を御覧ください。

一般会計の歳入は、教育委員会全体で当初予算額が１４２億１３３万

円、それに補正予算額と前年度からの繰越事業の財源を加え、最終の

予算現額としまして１６９億３,４８０万円となりました。
歳入の予算額が見込に基づき積算した金額であるのに対し、各所管

課が実際に収入すべきものとして決定した額である調定額でござい

ますが、教育委員会全体で１５０億８,１７０万２千円、そのうち実際
に納入されました金額である収入済額が、１４７億８,７５９万４千
円であり、この収入済額が教育委員会の歳入の決算額となります。

一般会計歳入の中で一番収入額が大きいのは表の上から３行目、

１７款の国庫支出金いわゆる国からの補助金等で、決算額の約９

４％、収入済額は１３８億８,５２９万４千円となっております。
また、収入すべき金額として調定を行ったものの、年度内に収入で

きなかった金額である収入未済額が、教育委員会全体で２億９,４１
０万８千円生じております。収入未済額のうち約９５％を占めている

のは１７款の国庫支出金ですが、これは国の補助事業が年度内に完了

しなかったことに伴い国庫補助金を繰越処理したもので、事業の進捗

に合わせ翌年度以降に収入される予定となっております。

次に一般会計の歳出について説明申し上げます。ページの中ほど、

歳出の表を御覧ください、

こちらが職員人件費を除きます教育費全体の決算状況となります。

９月議会において市長より市議会に提出される「さいたま市行政報告

書」の各局の決算概要が、職員人件費を除く形で作成されるため、同

様の形で報告させていただきます。

令和元年度の教育委員会の人件費を除く一般会計歳出予算は、当初

予算額が２６８億７,１８６万７千円であり、それに補正予算額、前年
度からの繰越額、予備費充用額を加えた３７０億６,０３９万１千円
が最終予算現額となりました。

予算現額に対しまして実際に支出した支出済額の合計は、３００億

６,１９７万４千円となっており、この支出済額が、教育委員会の人件
費を除く令和元年度の歳出の決算額となります。この令和元年度歳出

決算額につきましては、前年度との比較で約３４億円の減額となって
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おります。これは、主に中学校照明ＬＥＤ化・空調機設置ＥＳＣＯ事

業の実施等による学校建設費が約３４億円増加したものの、美園北小

学校建設工事の完了等による学校建設費が約２７億円、大宮国際中等

教育学校の整備の進捗等による教育指導費が約２２億円、教育研究所

の中規模修繕の完了等による教育研究所費が約４億円、与野南図書館

のリフレッシュ工事の完了等による図書館費が約３億円、並びに舘岩

少年自然の家新館増築工事及び赤城少年自然の家解体工事の完了等

による少年自然の家費が約１２億円減少したことによるものでござ

います。

支出済額に対しまして、翌年度繰越額５１億９,０４３万４千円の
影響を除いた１８億７９８万４千円が令和元年度予算に対して生じ

た不用額ということになります。

次ページ、資料１４ページをお開きください。

令和元年度決算につきましては、９月市議会に決算書等を提出し議

会の認定に付されることとなりますが、制度上事前に監査委員の審査

を受ける必要があり、本年７月に監査事務局におきまして、決算審査

が実施されました。今回の決算審査の実施に当たり、教育委員会事務

局といたしましては公民館施設リフレッシュ事業、与野本町小学校複

合施設整備事業、アクティブ・ラーニング推進事業の３事業を、令和

元年度の主な事業として資料を提出いたしましたので、この３事業に

ついて御説明させていただきます。

まず、主な事業の１つ目、生涯学習総合センター所管の「公民館施

設リフレッシュ事業」でございますが、本事業は公民館利用者に安全・

安心な学習環境を提供するために、「さいたま市公民館施設リフレッ

シュ計画」に基づき、老朽化対策を進めるとともに、バリアフリー化

を実施し、利便性の向上を図るものでございます。事業の実施状況等

でございますが、令和元年度は中規模修繕工事を仲本公民館と美園公

民館の２館で実施し、中規模修繕工事実施設計を上落合公民館と針ヶ

谷公民館の２館で実施いたしました。主な事業費の内訳としまして

は、工事の設計に伴う環境検査手数料として役務費１２８万７千円、

設計業務として委託料１,４５８万４千円、中規模修繕の工事請負費
３億４,２０４万８千円でございます。歳出予算の執行状況でござい
ますが、令和元年度の最終予算現額の合計３億９,６８３万７千円に
対し、支出済額の合計は３億７,２０１万円、不用額の合計は２,４８
２万８千円となっており、執行率は９３.７％となっております。
主な事業の２番目、学校施設課所管の「与野本町小学校複合施設整

備事業」でございますが、本事業は与野本町小学校の老朽化した北校

舎及び給食室を周辺の公共施設との複合化に合わせ改築するととも

に、東校舎、南校舎や与野本町コミュニティセンターの大規模改修を
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細田教育長 

大谷委員 

細田教育長 

行うものです。事業の実施状況等でございますが、令和元年度は与野

本町小学校の老朽化した北校舎及び給食室の改築に併せ、周辺の公共

施設との複合施設を整備いたしました。また、屋内運動場・プール及

び与野本町コミュニティセンターの大規模改修工事の実施、東校舎・

南校舎の大規模改修工事の着手及び工事を実施するための仮設校舎

の賃貸借を行いました。主な事業費の内訳としましては、工事を実施

するための仮設校舎の賃借料として１億２,６００万円、複合施設建
設工事に係る工事請負費として１１億２,９６０万２千円、屋内運動
場・プール及び与野本町コミュニティセンター改修工事に係る工事請

負費として７億９６８万１千円でございます。歳出予算の執行状況で

ございますが、令和元年度の最終予算現額の合計２１億８８万５千円

に対し、支出済額の合計は１９億７,６４５万３千円、不用額の合計は
３,１５４万円となっており、執行率は９４％となっております。
主な事業の３番目、指導１課所管の「アクティブ・ラーニング推進

事業」でございますが、本事業は、本市の学校教育において、主体的・

対話的で深い学びの視点からの授業改善を進めるものでございます。

事業の実施状況等でございますが、令和元年度は、中学校３５校で新

たにタブレット型コンピュータに導入する協働学習用ソフトウエア

を活用した協働的な学びを深める授業の実践を進めてまいりました。

主な事業費の内訳としましては、報償費が学校課題研究講師謝礼とし

まして１１４万円、需用費が「よい授業」アンケート調査用マークシ

ートの購入費等で１,０９３万９千円、使用料及び賃借料が協働学習
用ソフトウエアのリース料で１,８２２万６千円でございます。歳出
予算の執行状況でございますが、令和元年度の最終予算現額の合計

３,１０６万６千円に対し、支出済額の合計は３,０６６万３千円、不
用額の合計は４０万３千円となっており、執行率は９８.７％となっ
ております。

報告については以上でございます。

説明が終了いたしましたが、委員の皆様、御質問等はございますか。

 確かな学力、それに向けた指導力の向上、そのための良い授業のア

ンケートは大変重要なものだと思っていますが、このアンケート結果

を、具体的に学校がどのように活用しているのか等について伺いたい

と思います。これだけ予算も出ており、活用すれば相当指導力が上が

ると思います。活用の仕方について、今日ではなくても、説明いただ

きたいと思います。

 それでは各委員の皆様に、これまでのアンケートの実施方法と活
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細田教育長 

用、今後どうするのかといった点を説明できるように、担当部署には

準備いただきたいと思います。

それではこの件については終了といたします。

 ここで、事務局の入替えを行いますので、準備ができ次第再開いた

します。

議案第５０号 教職員の失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

細田教育長 

教職員給与課長 

大谷委員 

 それでは再開いたします。議案第５０号につきまして、事務局から

説明をお願いします。

議案第５０号「教職員の失業者の退職手当支給規則の一部を改正す

る規則の制定について」御説明させていただきます。

本議案は、雇用保険法施行規則の一部改正に伴い、教職員の失業者

の退職手当の特定退職者となる離職の理由について、国に準じて所要

の改正を行うものでございます。

改正の概要ですが、雇用保険の失業給付の受給資格は、自己都合に

よる退職の場合は、勤続期間が１２カ月以上必要となっております

が、会社都合、例えば倒産や、リストラにより離職を余儀なくされた

場合には、「特定受給資格者」となり、６か月以上の勤続期間があれ

ば受給資格を得られることとなっております。

今回の雇用保険法施行規則の改正では、この「特定受給資格者」と

なる離職理由に、新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由として

やむを得ず退職した場合が暫定措置として追加されました。

具体的には、本人の職場で感染者が発生した場合の感染拡大防止

や、本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有している、妊娠中である、

高齢である等の理由により重症化防止の観点から自己都合退職した

場合でございます。

これに伴い、国においても失業者の退職手当支給規則の改正が行わ

れ、同様の暫定措置を令和２年５月１日以降の退職者から適用すると

したことから、本市教職員についても国に準じ、同様の措置とするも

のでございます。施行期日は、公布の日からとし、令和２年５月１日

以降に退職した者について適用するものでございます。説明は以上で

ございます。御審議の程よろしくお願いいたします。

コロナによる影響のため、御家族の事情で職を去らなければならな

い方は、さいたま市でいらっしゃるのですか。
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教職員給与課長 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

今のところ、そういった事情で退職された方はいません。 

それでは、議案第５０号につきまして原案の通りとしてよろしい

でしょうか。 

＜異議なし＞ 

出席委員全員の賛成により、原案のとおり可決いたしました。

議案第５２号 令和３年度当初さいたま市立学校教職員人事異動の方針について

細田教育長 

教職員人事課長 

続きまして、議案第５２号につきまして、事務局から説明をお願い

します。

 議案第５２号「令和３年度当初さいたま市立学校教職員人事異動の

方針について」御説明申し上げます。

 人事異動の方針につきましては、これまで委員の皆様から御意見を

いただきながら、本市の現状を踏まえ、整理してまいりました。今年

度も、引き続き教育委員会が全市的な視野等から異動が適切と考えれ

ば、異動させることを念頭に置き、適切に実施してまいりたいと考え

ております。

 リード文でございますが、第２期さいたま市教育振興基本計画の具

現化を目指すこと、児童生徒が生き生きと学校生活を送り、学校教育

に対する市民の期待に応えることを、昨年度同様に明記しました。

 リード文に続き、具体の方針が６項目ございます。

 １項目目でございますが、人事の一番の基本である各学校の気風の

刷新と組織の充実と活性化を挙げ、各学校の課題解決や校長の経営理

念の実現に向け、教育委員会の権限で適材を適時に適所に配置すると

いう方針でございます。

 ２項目目でございますが、教職員組織に学校間格差が生じないよ

う、全市的な視野で、各学校の課題に応じた人事異動を行い、教育の

機会均等を図るという方針でございます。

 ３項目目でございますが、各学校の教職員構成の適正化に配慮する

ことでございますが、例えば、一度に多数の教員が異動して、その学

校の教育活動の継続性が保たれない、あるいはよき伝統が継承されな

いなどということがないよう、長期的な展望をもち、計画的に異動を

行うという方針でございます。

 ４項目目でございますが、校種間の人事交流について、小・中・高
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大谷委員 

教職員人事課長 

大谷委員 

等・中等教育・特別支援学校の１２年間を見通した教育の系統性や小・

中・高等・中等教育学校における特別支援教育の専門性の充実を図る

ため、これまでも行ってまいりました校種間の人事交流を、より積極

的に推進するという方針でございます。

 ５項目目は、人事交流に関する方針でございます。令和３年度も埼

玉県との人事交流に加え、国立大学法人埼玉大学附属学校、東京学芸

大学附属学校、川口市立高等学校、川越市立川越高等学校との人事交

流を実施いたします。これらについては、関係機関と協議の上、実施

をいたします。

 ６項目目でございますが、自然体験活動の充実を図るため、令和３

年度当初人事異動に合わせて、適材を公募により舘岩少年自然の家に

配置いたします。説明は以上でございます。

御審議よろしくお願い申し上げます。 

 学校を生かすのは人事だと私は思っています。教職員人事課へお願

いではございますが、校長からの具申、説明だけでなく、学校に足を

運び、各学校の人的状況の把握に努めていただきたいというのがござ

います。

また、その校の在籍は基本的に、３年、５年、７年というものがあ

りますが、それは原則であると思っています。校長から具申があって、

教育委員会が適切であると判断すれば、例えば３年に拘らずに１年で

あっても子どもたちのために、英断をもって取り組んでいただき、学

校を生かすのであれば、１０年も有りだろうと思っております。

次に、交流人事については、積極的に推進するというのはいいこと

だと思っていますが、戻って来た教員をどのように生かすのか是非、

具体の策を考えていただきたいと思います。

 教職員人事課では、小学校班、中学校班で分担をして、管理主事が

ヒアリングを行い、学校の課題を把握しております。必要があれば個

別に学校を訪問し、課題を把握した上で課題解決のために、全市的な

視野に立って人事異動を考えております。

次に、在籍について３年、５年、７年というものがございますが、

あくまでも原則としまして、学校の人事上の課題を解決できるよう

に、最適化が図れるように努めているところでございます。

最後に、人事交流の件ですが、交流に向かう研究心の旺盛な教員を

派遣できるようなシステムを整え、さいたま市に戻ったときにも、十

分に力を発揮できるよう努めて参ります。

 例えば、戻った教員には研修会等で講話をしてもらうなど、個人と
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教職員人事課長 

細田教育長 

野上委員 

教職員人事課長 

細田教育長 

各委員 

しての経験だけで終わらせず、もう少し考えていただきたいと思いま

す。

 現状、そういったところまで実現していないというのが実態でござ

いますが、今の御指摘をいただきまして、例えば、研修会の指導者と

して活躍させて、その実践が市内に広く伝わるように工夫してまいり

たいと思います。

 今の御指摘は大変重要で、校種間の人事異動を経験することで、教

員は大きく成長することができますし、他の自治体であったり、大学

であったり、大学の附属であったり、そういったところに人事交流で

派遣される教員の経験たるや、大変なものがあると思います。課長か

らは、研修会等でリーダーにしたり指導者にしたりとありましたが、

それは少し間接的な活用の仕方であると思いますので、まさにそこで

の経験を、よりダイレクトに活用することも考えていきたいと思いま

す。

 平成９年度から毎年、県の教員の方５名を、県内の企業に１年間、

人材を派遣して交流を行い、これまでに９０名位の先生方を派遣して

大きな研修効果がありました。経験なさった先生方は、なるほど経済

社会というのはこれだけ目まぐるしい動きをしていることなどを実

感していました。グローバルという意味でも、さいたま市には優秀な

会社、国際企業がたくさんありますので、そういったところと交流人

事とかなさったらいかがかなと思います。先生方を民間企業に御派遣

するような交流を、将来的な一つの方法としてお考えいただくと、激

動する国際都市さいたま市の教育においても、有効であると思います

ので御検討をお願いいたします。

 委員より御指摘いただきましたように、確かにそういった体験、経

験を積むことは、資質の向上、あるいはキャリア教育の側面からも、

非常に効果があるのではないかと考えております。将来的な実施の可

能性について、関係課と連携を図りながら研究して参りたいと思いま

す。

 他に御質問等はございませんか。それでは、議案第５２号につきま

して、原案のとおりとしてよろしいですか。

 ＜異議なし＞
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細田教育長  出席委員全員の賛成によりまして、原案のとおり可決いたしまし

た。

その他 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の回答について 

細田教育長 

教育総務課長 

細田教育長 

細田教育長 

続きまして、次第の４「その他」につきまして、事務局から説明を

お願いします。

その他「市長と教育委員会との地方自治法第１８０条の２及び第１

８０条の７の規定に基づく協議の一部を改正する協議の回答につい

て」を御説明させていただきます。

本件につきましては、前回７月の教育委員会会議定例会において議

決をいただきましたとおり、さいたま市与野郷土資料館整備基金条例

の廃止に伴い、市長が副教育長その他の教育委員会職員に補助執行さ

せることとしている「与野郷土資料館整備基金の管理」についての事

項を削除するよう、市長に協議を行いましたところ、３２ページにご

ざいますとおり、令和２年７月３１日付けで、市長から同意する旨の

回答がありましたので、御報告させていただくものでございます。以

上でございます。

 御質問等はございますか。

それでは、この件は終了とさせていただきます。

 傍聴の方に申し上げます。会議の冒頭でございましたとおりここ

からの審議につきましては、非公開となりますので御退席をお願い

します。

議案第５１号 さいたま市教職員健康審査会委員の委嘱について

 ＜非公開案件につき内容は省略＞

＜議案は原案どおり可決＞

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       午後４時６分 


