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第１８６０回埼玉県教育委員会定例会  

 

１  日  時   令和元年６月１９日（水）        午前１０時開会  

                          午前１０時５４分休憩  

                          午前１０時５７分再開  

                          午前１１時５４分終了  

 

２  場  所   埼玉県教育局教育委員会室  

３  出席者    小松教育長、上條教育長職務代理者、後 委員、伊倉委員、石川委員、

小島副教育長、佐藤教育総務部長、渡邉県立学校部長、関口市町村支

援部長、古垣教育総務部副部長、日吉県立学校部副部長、芋川県立学

校部副部長、石井市町村支援部副部長、依田市町村支援部副部長、金

子県立学校部参事兼市町村支援部参事、青木県立学校人事課長、石川

高校教育指導課長、伊藤保健体育課長、浪江魅力ある高校づくり課

長、横松生涯学習推進課長、案浦文化資源課長  

岡部書記長、平野書記、中村書記、古澤書記、茅野書記、天宮書記  

４  会議の主宰者   小松教育長  

５  会  議  

 (1) 議事録の承認  

    о  全出席委員異議なく本件記載どおり承認  

  о  小松教育長が、石川委員を議事録の署名者に指名した。  

 

 (2) 議事   

第１０号議案  埼玉県立高等学校通則の一部を改正する規則について    上程  

青木県立学校人事課長  （提案理由、現行規則の内容、改正の内容及び施行期日

について説明）  

上條教育長職務代理者  中学校の卒業見込者数が大幅に減っていることを受けて、

募集人員をこれだけ削減するということについては、説明のとおり理解できま
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す。専門高校の中で、特定の科目や特定の学科を減らしているケースがいくつ

かあると思います。これは、従来の募集の倍率等を勘案して、近年、比較的人

気のない学科のクラスを減らす形にしたということでしょうか。  

青木県立学校人事課長  人気のある学科もございますので、その辺りは数年を見

越して考えております。また、地域の中学校の様子や卒業見込者数を見越して

募集人数を策定しているものです。  

上條教育長職務代理者  浦和工業高校や狭山工業高校で電気科を減員しています

が、これは電気科が募集人員に足りておらず定員割れしているような実態があ

ると理解してよいのでしょうか。  

青木県立学校人事課長  地域のニーズもありますので、倍率も含めて検討してい

るところです。電気科の倍率は０．８倍となっており、そうした点も考慮して

おります。  

 これだけ中学校の卒業予定者数が減っている中で、大宮光陵高校のよ

うに増員する高校もあります。それぞれ募集倍率が上がってきているのだと思

いますが、近年の募集倍率について説明してください。  

青木県立学校人事課長  平成３１年度については１．２３倍でした。平成３０年

度 は １．３０倍、平成２９年度は１．２９倍、平成２８年度は１．０９倍 と

なっております。平成２８年度、２９年度については、普通科が５クラスでの

推移となっております。  

 クラス数を増やすに当たって一番心配なことは、過密についてです。

大宮光陵高校については、クラスを増やしても教室の空きは十分に確保されて

いるのでしょうか。また、全体のキャパシティを考えた上で十分に対応できる

のでしょうか。その点について説明してください。  

青木県立学校人事課長  大宮光陵高校につきましては、１度クラス減をしており

ます。地域の中学生の数に応じたクラス減の復元になりますので、施設面につ

いても問題ございません。  

 エリアの中学生の数が増えている状況もあるのかもしれません。ここ

で募集を増やすことによって、周辺校に及ぼす効果や影響もあるかもしれませ
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ん。募集人員を増やせば、そこに人が殺到し、周辺校の倍率が下がってしまう

のではないかという懸念もあります。そうした影響や他校への配慮については、

十分に気を配ってほしいと思います。  

о   全出席委員異議なく本案原案どおり可決  

 

 (3) 協議事項   

  ア  県立高等学校における学科の改編について  

石川高校教育指導課長  （提案理由、県立高等学校の改編案について説明）  

伊倉委員  校長先生からの要望に基づいて検討した結果のポジティブな改編であ

り、非常に楽しみだと感じています。１点確認ですが、なぜ令和４年度に改編

を行うのでしょうか。  

石川高校教育指導課長  ちょうど新しい学習指導要領が実施される年度であり、

そこに合わせて教育課程を編成していくことになりますので、令和４年度から

の改編としたいと考えております。  

上條教育長職務代理者  県立不動岡高等学校のルーツは私立の英語学校にあるは

ずです。したがって、外国語科はこの学校にとって非常に特徴的なブランドイ

メージがあり、学校の特色を表す良い学科だったのだろうと思います。今回普

通科に統合するということで、その点では少し残念に感じますが、先ほど課長

から説明があったとおり、普通科に統合された後は、生徒の自主性を重視して、

将来の進路を見通してバランス良く学べる環境を整え、一方で、これまでの外

国語科に見劣りしないような形で外国語の選択科目を履修することが可能とな

るようにする。そのような理解でよいのでしょうか。  

石川高校教育指導課長  学校は、文理融合の観点から教育課程を編成していくこ

と、学校全体でグローバル教育を進めることなどを考えております。全ての生

徒が、これまで実施していた外国語教育についても学ぶことができると考えて

おります。  

上條教育長職務代理者  文理融合がベースにあることは分かりました。生徒たち

は高校２年生か３年生くらいになると、どちらにウエイトを置くかを考え、選
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択科目の履修を決めることになると思います。その場合に、これまでの外国語

科でやってきたような、より高度な英語の授業などはある程度残され、それを

選択することは可能なのでしょうか。  

石川高校教育指導課長  教育課程の編成はこれから行うことになりますが、生徒

が自身の進路や興味に合わせて、高度な外国語教育が受けられるような編成を

目指していくことになると考えております。  

石川委員  今回は不動岡高校の学科改編ということですが、例えば大宮光陵高校

にも普通科外国語コースがあります。先ほどの説明では、学科の改編に当たっ

ては校長先生の要望を受けて検討するとのことでしたが、他の学校でも今回の

改編のように、要望があれば改編されることになるのでしょうか。  

石川高校教育指導課長  要望があれば必ず改編されるということではありません。

県内には不動岡高校の他にも外国語科を設置している学校がございます。昨年

度、当課でも学校訪問をして、学校や学科の様子を確認させていただいており

ます。学校からの要望だけでなく、事務局でも要望を踏まえて改編の可能性を

検討します。今回の不動岡高校につきましては、学科にとらわれず、広く普通

科としてグローバル教育を推進していきたいという要望がございました。文部

科学省から方針が出ている普通科の特色化にもつながりますし、生徒たちが広

く教養を学びながら世界に視野を広げられるような取組にもつながるものと考

えています。  

石川委員  普通科の特色化の中で外国語科を普通科に統合していくということで

あれば、将来的には県内の県立高校から外国語科はなくなるということでしょ

うか。  

石川高校教育指導課長  現在、そのような形での検討はしておりません。今回は、

学校からの要望もあり、特に不動岡高校につきましては、高校教育指導課の教

育課程研究指定事業グローバル教育指導推進校として指定しておりますので、

全県をリードしていってほしいと考えております。  

石川委員  校長先生からこういう方向で進めていきたいという要望があれば、そ

の意向が反映された形で改編されるということでしょうか。  
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石川高校教育指導課長  なかなか難しい部分はございますが、学校と一緒に、よ

り良い学校づくりを進めていきたいと考えております。  

小松教育長  グローバル人材が、ただ単に語学ができるということではなく、語

学はツールとして当然活用でき、様々な分野に進むに当たって、どんな分野に

進んだとしてもクリティカルシンキングができるようにしたいという考えがあ

ります。そう考えた時に、不動岡高校の普通科の理数系に進学しようとしてい

た生徒たちは、せっかく同じ学校の中にいるにもかかわらず、ツールとしての

外国語をうまく活用できない。そうした状況を解消したいと考えております。

どんな分野に進んでも、語学も使い、世界で外国人と対等に渡り合えるような

人材を育成したいということです。不動岡高校は、そうしたことが可能な学校

であるということもあると思います。  

 恐らく令和４年度までの移行期間の中で、校長先生が中心となり、今

後の学校の教育課程をどのようにしていくか、新しい学校づくりをどうしてい

くかを考えているところだと思います。新学習指導要領を実施するに当たって、

それをチャンスと捉えて教育課程の再編を考えている学校はたくさんあると思

いますし、学校訪問をした際にそのような話も耳にします。そんな中で、外国

語科のある学校にも訪問させていただきましたが、外国語科があることによる

利点があったり、逆にマイナス面があったりもするようです。専門学科では、

専門科目を２５単位修得しなければならず、その２５単位を優先してしまうと、

どうしても他の科目が手薄になってしまうこともあるようです。先ほどの話に

もありましたが、他の科目を犠牲にしなければならないのが現実で、進路先も

外国語科の生徒はある程度限定されてしまうようです。今回の改編は令和４年

度からとのことですが、今後も学校からのニーズは出てくると思います。教育

課程の編成は、いつ頃まで認めていくことになるのでしょうか。  

石川高校教育指導課長  新学習指導要領実施に当たっての教育課程の編成につき

ましては、来年度の５月に各学校に仮提出をするように求めております。それ

を確認させていただき、必要であれば指導や支援をしながら新しい教育課程を

決定していくという流れになります。  



-6- 

 他の学校で学科の改編の要望がある場合に、令和４年度からの募集に

間に合わせるためには、いつ頃がタイムリミットになるのでしょうか。  

石川高校教育指導課長  令和４年度に開校するということであれば、前年度の５

月までに教育課程を決めてもらい、提出していただくことになります。  

 迷っている学校もあると思いますし、学習指導要領が新しくなるに当

たって改編を考えている学校もあると思いますので、そうした学校に対する指

導や助言をしっかりとしてほしいと思います。魅力ある県立高校づくりの話に

もつながりますが、学習指導要領が新しくなるに当たってどんな子供たちを学

校で育てていくかについて、現場ではいろいろと考えていると思いますので、

学校から相談があった場合には、適切に支援してほしいと思います。  

上條教育長職務代理者  後藤委員の意見にあったように、全体として外国語科の

在り方をどう考えていくのかが大事であり、校長先生から要望があったから変

えるということではないのだと思います。県として何らかの意図があり、かつ

て外国語科を新設したのだと思います。高大接続、大学入試改革や学習指導要

領改訂など、 時代の変化と合わせて、それをどのように考えていくかという

ベースになる考え方をしっかりと作っておく必要があるのだと思います。一方

で、今までの募集倍率を見てみると、外国語科は関心が高く、比較的倍率は高

い方だったと思います。自分の進路にそれをうまく取り入れようとする生徒も

多かったように感じます。そのような傾向にあった方針を変更していくことに

なりますので、基本的な考え方をしっかりと立案してほしいと思います。  

о   協議の結果事務局案を了承  

 

 (4) 報告事項  

   本県における食育の推進について  

伊藤保健体育課長  （提出理由、食をめぐる現状と課題、学校における食育の推

進の経緯、学校における食育の推進について、第２期埼玉県教育振興基本計画

における取組、具体的な取組、今後の食育に係る課題及び今後の取組について

説明）  
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伊倉委員  食べることが生きる上での根源になっているということは、正にその

とおりだと思います。課長から説明がありましたが、学校では研修会を実施し、

先生方は食育について学び、それを生徒たちだけでなく家庭にも伝える努力を

しています。学校では食育について十分に努力していると感じました。資料の

課題にあるように、学校教育だけではなく、家庭や地域との連携が必要です。

むしろ、家庭や地域こそが力を入れていくべきだと感じます。朝食は昼食と違

い、本来学校教育の範疇ではなかったはずです。やはりこの部分について、何

らかの手立てを講じていく必要があると私も感じております。そのために県と

してやるべきことは何なのかを考えてみると、教育委員会だけではなく、様々

な関係する部門があると思いますので、そうしたセクションとの連携が必要だ

と思います。あらゆる取組に通じることですが、学校からの視点だけでは、で

きる取組が限られてしまいます。県の中でも、教育委員会だけでなく、知事部

局の関係するセクションと広く横断的に連携してほしいと思います。その中で、

食育を課題とするプロジェクトチームのようなものを立ち上げ、せめて小学生

については、朝御飯を食べている子供たちの割合が９０パーセントではなく、

１００パーセントという目標値を掲げてほしいと思います。それに向けて、そ

れぞれの役割の中で何ができるか、何をしていけばよいのかを考えるべきだと

思います。県民全てが当事者として、その目標に向けて取り組むようなムーブ

メントを起こしていく必要があると考えます。そう考えると、やはり学校にそ

れをやってくださいという話ではないと思います。先生方は十分に努力されて

いますし、教育委員会も努力していると感じますので、他の部門との連携によ

るアプローチが、今後は重要になってくるのではないかと思います。是非、検

討してほしいと思います。  

伊藤保健体育課長  全国の小・中学生の朝食の摂取率を見ても、まだ低い状況で、

全国平均で小学生が８４．８パーセント、中学生が７９．７パーセントとなっ

ております。伊倉委員から御指摘いただいたとおり、学校での食育の推進だけ

では改善が難しい側面がございますので、関係する部門との連携は必要だと考

えております。特に福祉の面で、アプローチを仕掛けていかなければならない
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と思っております。先ほど申し上げましたとおり、９０パーセントを目標に掲

げておりますが、この目標値までは学校の力で達成できるものと考えておりま

す。教育委員会としてできる範囲の取組は全力で実施していきたいと思います。  

伊倉委員  やはり９０パーセントでは駄目だと思います。行政的には９０パーセ

ントが達成しやすい目標値なのかもしれませんが、埼玉県の大人として、埼玉

県の子供たちが１００パーセント朝御飯を食べている状況を目指す意味でも、

１００パーセントを目標として掲げてほしいと思います。  

小松教育長  少し前に、「早寝早起き朝ごはん」というムーブメントがありまし

たが、今は実施していないのでしょうか。  

伊藤保健体育課長  実施していないということではなく、既に定着してきており、

その言葉自体を先生方が理解しつつ指導に当たっているはずです。「早寝早起

き朝ごはん」の運動自体は継続しているものと認識しております。  

小松教育長  「早寝早起き朝ごはん」の運動は、生涯学習部局で担当していまし

た。福祉の分野にアプローチする前に、教育委員会の中でも生涯学習推進課等

にも声掛けをして取組を進めていきましょう。  

上條教育長職務代理者  伊倉委員からあった意見とほぼ同じになりますが、食の

重要性についての学習はとても大切で、昔に比べればその意識もはるかに高く

なっていますし、保護者の意識も同様に高くなっていると思います。したがっ

て、食育に関する授業や校外での学習については、継続的に力を入れてほしい

と思います。とりわけ小学校低学年の児童たちの日々の摂食状況の問題は、朝

食だけではないと思います。いろいろと問題になっていることとして、虐待や

ネグレクトとまではいかないのだと思いますが、本来あるべき夕食が用意され

ていないケースはあるのだろうと思います。それが、他の問題につながってい

く発見の端緒になることもあると思います。児童の日々の摂食状況をいかに把

握するかについての方法論を、是非考えてほしいと思います。全国学力学習状

況調査で確認している１年に１度しかない質問ではなく、少なくとも担任の先

生がいますので、３０数名の児童の日々の状況を把握する方法について工夫し

てほしいと思います。また、保護者の方々に対する食育も一部実施していると
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思いますが、これも拡大していってほしいと思います。そうした後の話として、

先ほどから話に出ているように、教育委員会でできることとできないことにつ

ながっていくのだと思います。いずれにしても、子供の状況や保護者の状況に

関する情報が不足していると思います。その辺の状況を把握する手段を、まず

は教室で考えてほしいと思います。どうすれば担任の先生方が、児童を見届け

られるかについて考えてほしいと思います。  

 お二人の意見とほぼ同じですが、食育の必要性については私も感じて

おります。全ての学校で実施されていることと思いますが、入学時の保護者説

明の際にしっかりと朝御飯を食べさせるよう伝えるなど、もう一度徹底してほ

しいと思います。私の地元でも「早寝早起き朝ごはん」のチラシが配布され、

毎年子供がもらって帰ってきます。朝御飯に限った話ではなく、コンビニのお

にぎり一つだけ、パン一つだけが食卓に置いてあるということも、現実にある

と聞きますし、何も食べることすらできない子がいるという話も聞きます。福

祉部では、子供の居場所づくりの位置付けとして「子ども食堂」を管理してい

ます。埼玉県内では「子供の居場所」として２３０箇所、そのうち「子ども食

堂」は１２３箇所ありますが、父親が帰宅するのが遅く、夕食は遅めになるた

め、塾に行く前に子ども食堂で食べてくるよう子供に指示するなど、親の都合

によって利用されているような状況が多くあるようです。こうした事例は子供

自身に責任があるわけではないため、子ども食堂としてもそのまま帰すわけに

はいかず、無料で食事を提供している現実があるようです。学校でできること

は当然栄養教諭や栄養士の方が、バランス良く食事を摂ることの大切さをチラ

シや掲示物を作って子供たちに伝えるなど、一生懸命努力されています。その

努力は学校現場に行くたびに感じています。地域との連携がうたわれています

ので、子ども食堂に関しても、福祉部門の問題かもしれませんが、てこ入れし

なければならない時期に来ていると思います。小学校低学年のうちに、食の大

切さについての認識を定着させることが重要だと思います。一方で、県立高校

でも食事を摂れない生徒たちが現実にいると聞きます。空の弁当箱を持って来

て、一人で食べているふりをしている生徒もいるようです。学食が無くなって
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きている現実を考えると、高校生もお昼にバランス良く食事を摂ることが難し

くなってきていると思います。コンビニでパンを一つ買ってきて食べるだけで

は、育ち盛りの高校生にとっては栄養が足りていないと思います。そういった

意味では、私は学食は必要だと考えています。学食を外部委託する中で、損益

が合わず運営ができないとのことで撤退してしまうケースが多いのだと思いま

すが、県立高校は、高校生に対してしっかりとした食事を提供できる体制づく

りも考えていく必要があると思いますので、子ども食堂や学食の在り方につい

ても改めて検討してほしいと思います。高校生の食事も、小・中学校の食育の

延長線上にあることだと思いますので、検討してほしいと思います。  

 

 (5) 次回委員会の開催予定について  

   ７月１１日（木）午前１０時  

 

 ＜非公開会議結果＞  

 第７号議案  埼玉県地方産業教育審議会委員の任命について  

 産業教育振興法、埼玉県地方産業教育審議会条例及び埼玉県地方産業教育審議会規

則の規定に基づき、８人の委員を任命することを決定しました。  

 第８号議案  埼玉県立図書館協議会委員の任命について  

 図書館法及び埼玉県立図書館協議会条例の規定に基づき、１３人の委員を任命する

ことを決定しました。  

 第９号議案  埼玉県立近代美術館協議会委員の任命について  

 博物館法及び埼玉県立近代美術館協議会条例の規定に基づき、１２人の委員を任命

することを決定しました。  

 【協議事項】  

  次の事項について、協議を行いました。  

 協議事項イ  「魅力ある県立高校づくり第１期実施方策（案）」について  


