
-1- 

 第１８７４回埼玉県教育委員会定例会  

 

１  日  時   令和２年１月２３日（木）         午前１０時開会  

                           午後０時４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、

萩原副教育長、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、橋本教職員課長、島村財務課

長、伊藤保健体育課長、小川保健体育課指導主事、中沢生徒指導課

長、石川高校教育指導課長、青木県立学校人事課長、下野戸市町村支

援部参事兼小中学校人事課長  

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) 前回議事録の承認  

    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２号議案  教育職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則について                       

                                  上程  

橋本教職員課長  （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）  

о   全出席委員異議なく本案原案どおり可決  
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第３号議案  会計年度任用学校職員の報酬等に関する規則について     上程  

橋本教職員課長  （提案理由、趣旨、内容及び施行期日について説明）  

о   全出席委員異議なく本案原案どおり可決  

 

 (3) 報告事項  

  ア  県議会令和元年１２月定例会概要について  

島村財務課長  （提出理由、会期、本会議の質問、付託議案、請願及び文教委員

会における報告事項について説明）  

 

  イ  「令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果について  

伊藤保健体育課長  （提出理由、「令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等

調査」結果、令和元年度調査結果から見える取組の成果と課題及び資料につい

て説明）  

伊倉委員  かつて埼玉県体育協会に勤務していたこともあり、子供たちの体力に

関することに興味を持つ者として、昨年度よりも全国的に体力が下がったとい

うことはやや衝撃的でした。これまで埼玉県は順位という点では比較的高く、

それは学校教育の中で先生方が尽力してきた結果だと思っています。ただ、県

としてもっとすべきことが２点あると思っています。１点目は、目標の設定に

ついてです。細かな数字を学校における体育、健康等に関する指導改善に役立

てる前に、なぜ子供たちにとって運動が必要なのかを子供たちや保護者に分か

りやすく伝えることが大切です。例えばそれをプロフィールシートに書き込ん

だりするような取組を、是非してみてほしいと思います。体力がないとどうな

るかは国の研究結果でも明確になっており、物事を考える思考力や協調性を低

下させることになってしまいます。一保護者の立場では、プロフィールシート

を見たときにやはり数字しか見ません。評価が「Ａ」だった子はそれでかまい

ませんが、「Ｅ」の評価になってしまった子へのアドバイスの仕方がとても大

切です。このままでは、こういう部分において人生で損をしてしまうことがあ

るかもしれないという部分を、分かりやすく伝えてほしいと思います。体力、
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運動能力が向上することで、最終的にその子にとってどのような良いことがあ

るのかをきちんと表現してほしいと思います。それが常に１番前面に押し出さ

れるべきことだと思います。２点目ですが、５ページにある課題の部分に「運

動好きな児童生徒の育成を継続」とありますが、これはとても重要なことです。

これに併せて、「運動を嫌いにさせない」ということが重要だと考えておりま

す。実際に現場で子供たちと接していると、小学校中学年以上では全く間に合

わないことを実感しております。未就学児か小学１、２年生くらいまでに「運

動が嫌い。」と思ってしまうと、その後体育の授業等で良い思いをしません。

高校生以上になると、スポーツに親しむ機会が増えます。社会人になってから

も好きなスポーツができる、楽しめるという芽を早い段階から摘んでしまって

いるように感じます。運動が嫌いになってしまうと、その後チャンスがあって

もそのチャンスをつかむことができず、手を出してみることすらできません。

そういう意味では、小学校期の「運動好きな児童生徒の育成」に加えて、その

前の段階で「運動を嫌いにさせない」環境づくりが大切です。それは学校教育

というよりも、福祉や子育て支援の領域かと思います。体力や運動能力という

非常に複雑な領域は、決して学校教育だけでは完結しないものだと思います。

嫌いにさせなければ、いつか学校教育が終わった後でも、生涯に渡ってスポー

ツに親しめるきっかけをつかむことができます。それがひいては健康寿命や医

療費の削減にもつながることを考えると、教育局だけではなく、関係部局との

連携を図った上での施策の企画や広報戦略を立てていくことが必要なのではな

いかと思います。運動しなさいと言っても、公園ではボール遊びもできない現

状もありますが、一つのことだけで問題を解決することはできません。あらゆ

る手段を講じて、子供たちが体を動かす遊びをすることで、子供たちにとって、

もっと良いことがあるということを積極的にアピールしていってほしいと思い

ます。やはり、運動が得意な子を増やすという視点よりも、運動が嫌いではな

いという子を増やす視点が、今の埼玉県の子供たちにとっては必要だと思いま

す。  

伊藤保健体育課長  １点目の子供たちや保護者に、なぜ体力が必要かを伝えるこ
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とについてですが、国の方でも体力は生きる力の育成に結び付くものであると

考えており、子供たちの体力を高めていくことは非常に重要です。伊倉委員か

らお話があったように、子供たちや保護者の皆様に向けて、何らかのメッセー

ジを発信できるように検討していきたいと思います。２点目の「運動嫌いにさ

せない」という点についてですが、県の体力向上に関する課題解決校の子供た

ちの中で「運動が嫌い。」と答えた子供たちを対象に「なぜ嫌いなのか。」と

いう項目を設けてアンケートを取っております。その要因の一つが、「そもそ

も体を動かすことが嫌いである。」、もう一つの要因として「技能等を習得で

きないから。」というものが挙げられ、そうした要因があるということを今回

把握できましたので、来年度に向けて「運動が嫌いにならない」ための指導を

心掛け、何らかの手立てを考えてまいります。  

伊倉委員  体育協会では、オリンピアンの育成に関する事業にも参加しておりま

したが、子供たちは楽しいと感じる記憶がない限り、嫌いになってしまいます。

余り上手にできなくても、褒められたり、楽しく体を動かすことができたりし

てさえいれば、恐らく嫌いにはなりません。体育の授業や運動会で良い成績を

残せなくても、楽しいと思う気持ちさえあれば、その後につなげていくことが

できます。指導という視点も必要ですが、幼稚園や地域との連携、協働の中で

いかに子供たちに楽しませていくか、いかに楽しいと思える環境を作り出して

いけるかが大人の役割だと思います。学校だけではできないことですので、様

々な連携を図り、環境の整備に努めてほしいと思います。  

石川委員  ４ページにある運動習慣等についてのグラフに関してですが、小学校

５年生は全国平均よりも下回っており、余り運動をしていないことが読み取れ

ます。一方で、中学校２年生になると全国平均を上回り、改善されているよう

に読み取れます。平成２７年から一貫して同じような傾向になっていますが、

何か具体的な理由や政策的な背景などはあるのでしょうか。  

伊藤保健体育課長  実は詳細な理由については把握できておりません。当課の見

解ではありますが、昔は子供たちが放課後に地域の中で遊ぶ空間や環境があり

ましたが、現在では防犯の観点から放課後は早く帰宅することや下校時間を守
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ることが推奨されています。幼少期になればなるほど、この傾向は強いもので

すので、もしかしたらそのような点が数値に表れているのかもしれません。中

学生になると、ある程度自分自身で行動選択ができるようになり、部活動を含

めて自分自身で使う時間をコントロールすることができるようになります。ま

た、公式な見解ではございませんが、本県の中学生は部活動の加入率が非常に

高いという点が、活動時間が増えていることに影響しているのではないかと、

当課では分析しております。  

後 委員  私たちが子供の頃とは外遊びの環境が大きく変わってきています。一

人一台ゲーム機を持っている状況もありますので、昔の子供たちと今の子供た

ちでは体力的に違いが出てきているのだろう思います。埼玉県全体で見たとき

に、南部地域や北部地域などで地域差はあるのでしょうか。もし分かれば説明

してください。  

小川保健体育課指導主事  本調査では地域差は分かりませんが、埼玉県が独自で

実施する体力テストからは、南部地域と西部地域はやや低く、北部地域と東部

地域はやや高い状況が読み取れます。それらの原因を特定するまでには至って

おりません。  

後 委員  分かりました。これは子供たちの環境に大きく左右されるものだと思

いますし、恐らく少年団やサッカー、野球のクラブなどの有無も関係している

のだろうと思います。私が子供の頃は、熊谷の例ですが、男子はソフトボール、

女子はフットベースをやり、皆が体を動かす環境にある状況でした。そうした

ことが数値に表れているのだろうと思います。特にボール投げは課題があると

思いますが、昔は当たり前のようにボールを投げていましたので、遊びの環境

変化に大きく影響されているのだろうと思います。そうした環境の整備につい

ては、あえて大人が踏み込んでいく必要があると思います。これも教育局だけ

で対応できる問題ではありませんので、市町村や関係する部局と連携しながら

取組を進めていってほしいと思います。  

 

  ウ  平成３０年度埼玉県公立学校における児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導
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上の諸課題に関する調査結果について  

中沢生徒指導課長  （提出理由、調査対象期間、調査項目、調査対象及び調査結

果の概要について説明）  

伊倉委員  いじめの認知件数については上がってきているとのことで、認知が進

み早期発見につながっているのだと思いますが、これはいつ頃高止まりすると

見込んでいるのでしょうか。  

中沢生徒指導課長  しばらくの間は増加傾向になると見込んでおります。認知件

数についてはどうしても全国との比較で開きがあり、それが課題であると認識

しております。いじめについては早期に発見し解決することが目的であり、重

大事態にしないことが大切です。増加傾向はしばらく続くものと思いますが、

どのくらいで止まるかについてまでは推測できておりません。  

伊倉委員  認知されているということはそれだけいじめが発生しているというこ

とだと思います。認知したものの解消率については素晴らしいと思いますが、

発生させないための取組についても、道徳の授業や家庭教育の中で、もっと充

実させていかなければならないと感じております。これだけ認知件数が上がっ

ているということは、見つける前の段階で多くの事案が発生しているというこ

とだと思いますので、このことについては、もう少し何らかの手立てを講じる

必要があると思います。また、１９ページの埼玉県の高校の中途退学理由別構

成比についてですが、その理由を見て愕然
がくぜん

としました。その理由が「学業不

振」、「もともと高校生活に熱意がない」、「学校生活・学業不適応」で構成

比の半分を占めています。全国的に見てもその比率は高いように見えます。学

校の先生方が学業を教える中で、生徒たちが新しい興味関心を得て、より主体

的に学んで自分自身を作り上げていく時期であるにもかかわらず、それを感じ

ることができずに退学していってしまうのはなぜなのかと感じてしまいます。

埼玉県の中途退学の理由として、これだけ学業に関することの割合が高くなっ

てしまうことに何か理由はあるのでしょうか。何か把握している理由があれば

説明してください。  

中沢生徒指導課長  なぜ構成比としての割合が高いのかについての原因までは把



-7- 

握できておりません。ただ、埼玉県は中退率を下げる取組を進めております。

自己肯定感を高めることや興味関心を高められるような取組、また、子供同士

のコミュニケーション能力を高められるような取組もしております。生徒たち

の内面をできるだけ改善していく取組はしておりますので、引き続き対応して

まいりたいと考えております。  

伊倉委員  ただ今課長から非認知能力の低さの話がありましたが、そうなると、

小学校、中学校時代に起因するものもあるのではないかと感じます。なぜ半分

の生徒たちが「学業不振」関係を理由としているのかの原因については、もう

少し突き詰めて考えてみる必要があると思います。また、小、中、高のどの段

階かは分かりませんが、先生方が学業不振にさせてしまっているということを、

もっと真剣に考えるべきではないかと思います。経済的理由や家庭の事情につ

いてはやむを得ない部分もあるかと思いますが、全国と比較して、もう少し学

校でアプローチできることはないのかと感じました。学校の先生方もこの現状

をもっときちんと理解する必要があると思います。  

小松教育長  各学校で努力はしているはずですが、その点については、このデー

タを高校に示し、より一層、一人一人がどういった原因で「学業不振」になっ

ているかを分析しながら、中学校に対しても何か対応できることがあればお願

いしていければよいと思います。  

石川委員  いじめを認知した学校数の割合についてですが、高校が４６．１パー

セントということで、高校の場合は進路の関係でいろいろと分かれていくこと

もあるので、全くないケースもあるのだと思います。小学校、中学校の場合は

９割以上の学校でいじめがあるとのことです。私たち委員は高校へ学校訪問す

る機会はありますが、小、中学校の校長先生のお話を聞く機会が余りありませ

ん。全体で９割以上の学校が、いじめがあると認知している中で、自分の学校

ではいじめがないという１割の学校では、果たして本当にいじめはないと言え

るのでしょうか。１割の学校は、よほど校長先生を中心とした学校運営がうま

くいっているケースなのか、あるいは顕在化していないだけで水面下では発生

しているのかもしれません。いじめはないと報告してきた学校については、是
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非、本当にないかという観点で見届けてほしいと思います。  

中沢生徒指導課長  認知件数が「０」の学校につきましては、児童生徒や保護者

に対して認知件数が０件であることを公表するように促しております。公表す

ることによって、学校としてはいじめがないと認識しているが、子供たちや保

護者側からいじめられているという状況があれば、学校に報告がある形になっ

ております。そういった取組も同時に進めながら、改めて全県の状況など周知

することで、認知漏れがないようにしていきたいと思います。  

上條教育長職務代理者  いじめも不登校も自殺も、いずれも子供たちが心を痛め

ている話であり、できるだけ減らしていく必要があります。認知件数は感覚的

に敏感になってきている状況もあり、肯定的な意味で増加しており、それはそ

れで良いことだと思っております。ＳＮＳを活用した相談業務が県立高校 で

１５校あるとのことですが、これは１５校に限定する必要はないと思います。

センター的に集約して、全県立高校を対象にできれば、それが望ましいでしょ

うし、電話相談についても同じことが言えると思います。要は子供からの声を

いかにキャッチするかがとても重要になるのだろうと思います。１０歳以下で

あると、児童虐待があってもなかなか声を上げられないなどの状況もあると思

いますが、やはり小学校、中学校、高校の段階で子供たちがどのような状況に

あり、何に悩んで、どうしようとしているのかを把握することが大切です。私

も記憶にあるのですが、大人になってみると、あの時なぜあんなことで悩んで

いたのかということもあります。ただ、子供にとってはそのことで悩み、孤立

してしまう状況に陥ってしまうケースが多々あるのだろうと思います。いじめ

や不登校が結果として自殺につながってしまうことにもなってしまいます。ス

クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど、悩みを聞いてくれる

方を配置しておりますが、子供たちはＳＮＳを盛んに活用していますので、そ

の部分を更に充実させていく必要があると思います。また、それを先生方やス

クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの方など、適切な範囲の中

できちんと情報を共有させられるかが重要だと考えております。情報が共有化

され、それに対してどのように対応していくべきか、それぞれの担当やあらゆ
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る段階でどのように対応していくのか、その対応の整合性が非常に重要です。

各担当において対応の姿勢が整合していないケースが多々あると思います。複

数の大人が子供たちに対応せざるを得ない状況は必ずあると思いますので、是

非、適切な範囲内での情報の共有化と対応姿勢の整合性を図ることを徹底して

ほしいと思います。また、そのチャネルとしては、ＳＮＳや電話相談があり、

学校現場にはスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの方々がい

ると思います。ＳＮＳで分かること、電話相談で分かること、現場で分かるこ

とがそれぞれありますので、そうしたチャネルをきちんと構築した上で、子供

たちの声を拾い上げていってほしいと思います。それから、家庭環境の問題は

非常に大きいと感じております。現場の声を聞いても、今回の調査結果を見て

も、やはり家庭環境に起因することは大きな部分を占めていると思います。こ

れは学校の先生方がなかなか入り込めない領域でもあると思いますので、やは

り福祉部門との間の連携が必要になってくるものと思います。この点はいろい

ろなところでも言われていることではありますが、改めてその必要性を感じて

いるところですので、福祉部との連携はしっかりとしていってほしいと思いま

す。  

中沢生徒指導課長  お話にあったように、一人の教員が情報を得たときに組織と

して共有しなければ意味がありません。そういう意味では、生徒指導の観点か

ら校内体制の強化が必要だと考えております。また、子供自身が悩み事を言え

る環境についてですが、もちろん担任の先生に訴えてもらえるのが一番良い事

ではありますが、小、中学校のケースで申しますと、県が財政支援を行い、

「さわやか相談員」という方を配置しております。そういった場所に子供たち

が駆け込んで相談したり、先ほどお話がありましたスクールカウンセラーに相

談したりすることもできます。また、学校に訴えることができない場合は、電

話相談やＥメール相談を県の方では受け付けております。ＳＮＳを活用した相

談体制につきましては、現在県立高校１５校で試行的に実施しております。こ

の実施結果を踏まえまして、全県にどのように広めていけるかについて今後考

えていきたいと思っております。それから、家庭環境に問題がある点につきま
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しても御指摘のとおりと考えております。こういった問題について福祉部門と

つなぐために、社会福祉士などの資格を有するスクールソーシャルワーカーの

配置をしております。ただ、ここに情報が伝わらなければ、必要な対応につな

がっていきませんので、初めに申し上げましたが、やはり校内体制の強化は非

常に重要なことだと考えております。  

後 委員  暴力、いじめ、中退、それぞれ深刻な問題です。認知件数が増えてい

ることは大変良い事で、声を上げやすい環境が整ってきているのだろうと思い

ます。子供の数も減ってきていますし、自殺は別としても暴力やいじめは絶対

数としては減ってきているのではないかと個人的には感じております。学校に

せよ、家庭にせよ、ほとんどのケースが大人が与えてしまっているストレスが

要因となっているように思います。子供の声を聞く三人目の大人が必要で、一

人目、二人目が両親であり、それ以外の大人たちが三人目の大人として子供た

ちときちんと向き合えているかが問われていると思います。１点確認ですが、

中途退学者の中には転学した生徒も含まれているのでしょうか。  

中沢生徒指導課長  転学は含まれておりません。  

後 委員  学校訪問をしている中で、生徒数を確認すると、１年生、２年生、３

年生と徐々に人数が減っている学校があります。そういった学校で話を聞くと、

ほとんどが転学とのことです。転学の理由としては、この学校しか選ぶことが

できなかったということがあるようです。今は学区制がなくなりましたので、

どこの地区の学校にも行けるのかもしれませんが、通学の便が良いところとな

ると、中学校の先生からこの学校くらいしか行けるところがないと限定されて

しまい、希望しない専門高校にしか行くことができず、実際に通ってみると、

商業や工業に全く興味がないという生徒も中にはいるようです。中学校の先生

の進路指導がその子にマッチしていなかったという事例もあるようです。また、

転学の理由としては通信制の学校が増えたことも要因としては考えられるかも

しれません。その辺りの調査については、中途退学だけでなく転学の事例や理

由を一つ一つ拾い上げることも大事だと思います。それから、先ほどスクール

カウンセラーやスクールソーシャルワーカーの話がありましたが、各学校の保
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健室の利用状況の確認や、特に養護教諭の先生の話を聞くことも大事だと感じ

ております。いじめや暴力など、生徒たちからの声は全て保健室から上がって

くるという学校もあるようです。そうした学校から教育局への要望としては、

やはり養護教諭の加配が必要とのことです。一人加配されるだけで本当に助か

るという話を聞きましたので、今後、一つの材料として県の取組の中に入れて

いくことも検討してほしいと思います。  

中沢生徒指導課長  中学校の進路指導につきましては、実態を調べながら所掌し

ている課と連携していきたいと思います。養護教諭の件につきましては、御指

摘の点もあろうかと思いますので、実態の把握はしていきたいと思います。一

方で、できれば担任の先生や学年主任の先生にまずは訴えてもらえることが重

要ではないかと思いますので、そういう意味では、先生方の生徒からの相談を

聞き取る力を、しっかりと伸ばしていかなければならない考えております。  

小松教育長  確かに養護教諭の役割は大変大きいものがあります。今回の報告の

生徒指導上の課題だけでなく、性教育や様々な面で養護教諭を頼ることは多い

です。本県ではなかなか人を増やせないという構造的な課題もありますが、検

討していきたいと思います。  

伊倉委員  県立高校１５校でＳＮＳの相談体制を試行的に実施しているとのこと

で、今年度スタートしてまだ１年目だと思いますが、その内容や相談件数につ

いて、後日で結構ですので何か資料を頂ければと思います。  

中沢生徒指導課長  承知いたしました。  

 

 (4) 次回委員会の開催予定について  

   ２月６日（木）午前１０時  

 

 ＜非公開会議結果＞  

 第４号議案  埼玉県地方産業教育審議会委員の任免について  

 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、埼玉県地方産業教育審議会委員の職を解くとともに、補欠の委員
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等を任命することを決定しました。  

 第５号議案  教職員の懲戒処分について  

 不適正な事務処理を行った県立所沢西高等学校の男性教諭（５３歳）に対して、戒

告する懲戒処分を決定しました。  

 第６号議案  教職員の懲戒処分について  

 非違行為を行った県立児玉白楊高等学校の男性教諭（２９歳）に対して、６月間停

職する懲戒処分を決定しました。  

 第７号議案  教職員の懲戒処分について  

 非違行為を行った熊谷市の公立小学校の男性教諭（２４歳）に対して、免職する懲

戒処分等を決定しました。  

 第８号議案  退職手当支給制限処分について  

 元公立中学校男性教諭の遺族に対し、一般の退職手当等の額の全部を支給しないこ

ととする処分を決定しました。  


