
平成３０年度第１回総合教育会議 次第 

 

 

日時 平成３０年９月３日（月） 

午後２時３０分から午後４時００分まで 

場所 議会棟２階第４委員会室 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 市長挨拶 

   

 

３ 議 題 

 

  平成２９年度第２回会議における意見・要望等に関する取組状況について 

   

 

  市長部局と教育委員会の主な連携事業等について 

 

  
４ その他 

    

 

５ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 
【配付資料】 

・次第 
・資料１ 平成２９年度第２回会議における意見・要望等に関する取組状況について 
・資料２ さいたま国際芸術祭２０２０における教育機関等と連携したプロジェクトの展 

開について 
・資料３ 改正民法「１８歳成人」に向けた「主権者教育」「消費者教育」「キャリア教育」 

の推進について 
 



平成２９年度第２回さいたま市総合教育会議における意見・要望等の主な対応

１　本市の強みである教育を活用したインターネット広告の実施について

№ 発言者 意見・要望等 意見・要望等への主な取組状況
1 清水市長 ○給食で言えば、全ての学校に給食室を設置することで、お

いしくて安全な給食などで大変重要な役割を果たしていると
思う。そのような具体例を紹介しながら、教育力の良さをもっ
とアピールしていただきたいなと思っております。
○教育委員会や地域の皆様のご協力で高い教育力が今日
まで築かれていると思っております。これを、ぜひもっと多くの
人たちに知ってもらえればと思っております。

【シティセールス部】
教育に関するインターネット広告において、2019年春の転居検討者層へ向けて効果の
見込める年末に実施することとし、現在教育委員会と調整を行い、広告内容の選定を
進めています。
より多くの皆様に本市の教育施策を知っていただき、定住人口の増加、維持につながる
よう、これからも、教育委員会と連携を行いながら、効果的な情報発信を行ってまいりま
す。

2 武田委員 ○対象地域は、首都圏だけでなく首都圏周辺にもポテンシャ
ルがあると思いますのでご検討いただけたらと思います。
○対象層は、子育て世代の２０代から４０代だけでなく、引っ
越ししてずっと生きていくという全体的なライフサイクルの中
で、さいたま市を選びたいと思えるようなアピールが出来たら
なと思いました。

【シティセールス部】
首都圏や子育て世代を中心に、本市のPRに効果のある情報、対象地域や対象年代を
設定してまいります。

3 野上委員 ○不動産業者や建設会社にとって、セールスに欠かせない
最大の売りが、当市の教育環境にあるということです。不動
産業者などに、市のホームページにリンクするような働きか
けが必要なのではないかと考えており、そうした働きかけを
企業や経済団体するとよいのではないかと思います。

【シティセールス部】
現在準備を行っているインターネット広告では、ウェブ上に本市をアピールするバナーを
表示し、そのバナーのリンク先を市の教育に関するページに設定し、多くの方に情報発
信できるよう進めてまいります。

4 平澤委員 ○教育に関しまして、学力だけでなく、サッカーやバスケット
ボール、東京2020大会の会場でもあるので、教育の延長とし
て、スポーツの部分も発信していただければと思います。

【シティセールス部】
スポーツの部分の情報発信に関し、部活動での専門職の活用など、教育委員会と調整
を行い効果的な情報の編集・集約を行ってまいります。

資料１



２　SNSを活用した相談体制の構築について

№ 発言者 意見・要望等 意見・要望等への主な取組状況
1 清水市長 ○悩みを抱えた子どもたちのアクセスポイントを広げることは

良いことだと思います。子どもたちのコミュニケーションの手
段が変わっている中で、従来と違った視点から子どもたちの
状況を把握するのは重要なことだと思います。
○相談体制について、子ども家庭総合センターを含めた専門
家の方々とアセスメント段階から関わっていただきどういう対
応をしていくべきか検討していただければと思います。

【総合教育相談室】
・「SNSを活用した相談窓口」を開設（8月22日から9月30日、17時から22時）するにあた
り、市立中・高等学校に在籍する生徒を対象に、「相談するときにＳＮＳを利用するか」
等の生徒の意識を把握するためのアンケートを行いました。その結果によると、相談す
る際の手段として電話よりSNSを選択した生徒が多いことがわかりましたが、窓口終了
後にも同様の調査を行い、意識の変容等を把握する予定です。
・５月２３日と８月２日に、健康増進課、子ども家庭総合センター総務課の担当者を交え
たワーキング会議を実施し、相談体制や、よりよい相談の受け方について、協議を行い
ました。今後も、連携の在り方や相談を受ける際の注意点等の検討をします。

2 野上委員 ○いのちの電話で若者の自殺につながる電話がかかってく
るのは夜中だそうです。現状、２４時間体制は難しいと思いま
すが、今後アセスメントの状況次第では体制もお考えいただ
くことが必要だと思います。

【総合教育相談室】
・相談受付時間に限らず、アクセス数を曜日別、時間帯別に集計し、本市の生徒の実態
を把握したうえで、今後の体制について研究します。

3 平澤委員 ○SNS上では彼らのルール・マナーがあるように思います。
そういったものをよく熟知した方が相談員に入っていただくこ
とが必要だと思いますし、一方で心理的な問題に詳しい方も
必要であると思います。
○子どもたちは真剣に相談してくると思うので、ありとあらゆ
るケースを想定していただくようお願いします。

【総合教育相談室】
・相談員は、臨床心理士の資格者など一定の条件を備え、本相談に関する研修を受講
しております。
・高い専門性が必要な相談や緊急時の対応に必要な事項について、関係機関等との
協議事項や先行自治体を参考に相談マニュアルに盛り込みます。

4 大谷教育長
職務代理者

○声でやりとりする電話等に繋げれば良いがそこに繋げるの
は大変だと思います。そのため、そういう能力に長けた方の
確保、適切な配置、初期対応にかかってくるのかなと思いま
す。

【総合教育相談室】
・まずは相談者の気持ちを受け止めることを相談の基本とする旨を相談マニュアルに明
記します。さらに初期対応や声でやり取りする電話等の相談に繋げることの大切さを相
談員に周知します。



平成30年度第1回総合教育会議

スポーツ文化局文化部国際芸術祭開催準備室

さいたま国際芸術祭２０２０における
教育機関等と連携したプロジェクトの展開について

平成30年9月3日（月）

資料２
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名 称

２０２０年３月１４日（土）～５月１７日（日）［６５日間］（予定）

（１）メイン・エリア

（２）その他

テーマ

会 期

会 場

さいたま国際芸術祭２０２０

花 ／ Flower

現在の大宮区役所、大宮図書館などを会場として活用予定

彩の国さいたま芸術劇場、埼玉県立近代美術館

うらわ美術館、さいたま市文化センター

岩槻人形博物館（開館予定）など

東京２０２０大会公認文化オリンピアード

さいたま国際芸術祭の開催にあたっては、東京２０２０大会公認文化オリンピアードの認証を受
けて実施することにより、会場所在自治体として東京２０２０大会の気運の醸成に貢献する

現在の大宮区役所

開催概要 （開催計画：P1）
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事業展開

アート・プロジェクト
国内外の一流・新進アーティストの作品や
プロジェクトを展開

市民プロジェクト

連携プロジェクト

市民が主体となって参加できる機会と場を提供

「エアードーム；さいたまトリエンナーレ2016」
（写真：MIURA Tadashi）

市内の文化施設や商店街等がまちを活性化させる
ために実施する事業と連携

「犀の角がもう少し長ければ歴史は変わっていただろう」
（写真：KUTSUNA Koichiro）

（開催計画：P7～）
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目 的

将来の文化芸術の担い手で

ある子どもや若者たちの

豊かな感性と創造性を育む

子どもたちの鑑賞、体験、発表の機会を充実

学校や子どもが参加しやすい企画を組み込むなど
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連携を希望する内容

アート・プロジェクト

「《←》やじるし」
アーティスト：長島確

写真：KAWASE Kazue
（さいたまトリエンナーレ2016より）

身近な素材を使って《←》

のカタチをしたオブジェを

制作し、自宅の外や学校、

職場など街中に飾るという

シンプルなルール。

（開催計画：P11）
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アート・プロジェクト

「《←》やじるし」
アーティスト：長島確

写真：KAWASE Kazue
（さいたまトリエンナーレ2016より） 6



アウトリーチプログラム事業
部活動や卒業制作へアーティストを派遣

中高生サポーター

ワークショップへの参加、運営スタッフ補助

コミュニケーションプロジェクト

多世代の交流を図りながら“さいたま”という
場所を新しい視点で発見

写真：Shunya Asami

その他の連携の候補

（開催計画：P10）

（開催計画：P16）

（開催計画：P15）
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実施スケジュール

2018年度 2019年度 2020年度

7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 4～6

《←》やじるし

そ
の
他
の
連
携

アウトリーチプログラム
（アーティストの派遣）

中高生サポーター

コミュニケーション
プロジェクト

総
合
教
育
会
議

先行モデル校
による実施
（2～3校）

関係機関
と調整

市内全校に対
して実施依頼

《←》制作 展示

実施校
の選定

関係機関
と調整 アート作品制作・展示

サポーター募集

WSや運営スタッフとして参加

関係機関と調整 プロジェクトの展開

さ
い
た
ま
国
際
芸
術
祭
２
０
２
０
開
催
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改正民法「18歳成人」に向けた
「主権者教育」「消費者教育」「キャリア教育」

の推進について

教育委員会事務局 指導１課・高校教育課
1

平成30年度第１回総合教育会議

資料３



「主権者教育」の今までの取り組み
【小中学校】
〇さいたま市主権者教育研究開発モデル校での研究推進（３校）
○選挙啓発の出前講座（７校）、模擬投票の実施

【高等学校】
〇模擬選挙の実施
（平成26年度に大宮北高校、平成28年度は市立4校）

〇「私たちが拓く日本の未来」を使用した
政治的教養を育む教育の実践
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「消費者教育」の今までの取り組み

【小中学校】
〇悪質商法や契約を学ぶ消費生活出前講座の実施（１校）

【高等学校】
〇悪質商法や契約、インターネット取引を学ぶ
「消費者問題」に取り組む授業の実施（１校）
（市立浦和高校「家庭基礎」）
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「キャリア教育」の今までの取り組み

【小中学校】
〇会社設立から商品の企画・販売・決算まで行う、
早期起業家教育事業

【高等学校】
〇学校ごとの進路講演会等
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事業目的

5

「主権者教育」 「消費者教育」 「キャリア教育」

改正民法
2022年４月「18歳、19歳成人」誕生

高校3年生で成人年齢に達することになる

主権者としての選挙をするこ
とにとどまらず、社会を形成
する主権者、社会を創造する
社会人となるべく、継続的に
実施する必要性がある

契約等に責任が生じるた
め、悪質商法などに騙さ
れることがないよう、契
約の基礎を学ぶ必要性が
ある

18歳で就職する者は、自己の職
業選択の責任がより大きくなる。
進学する者にも、成人として
各々の出発点が18歳であること
を意識させ、よりよい生き方を
探らせる必要性がある

選挙権を持つ・・・
契約ができるようになるが、・・・・・

正しい知識がない

・・・「未成年登記」が不要になり、
学生起業もしやすくなる
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実施内容【主権者教育】
【小中学校】

出前講座、模擬投票
・出前講座実施校数を増加（拡大）
・架空の候補者を立てて、投票する。
・中学校では、投票箱や記載台を借用し、生徒会選挙で使用するなど

選挙、投票に対する興味・関心を高める取組を継続して行いたい。

【高等学校】
事前の出前講座と模擬選挙
（平成31年7月予定の参議院選挙に向けて）

・模擬選挙への継続的な協力
・事前の出前講座（新規）

社会の形成者としての自覚を高める。
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実施内容【消費者教育】
【小中学校】

消費生活出前講座
・実施校数の増加推進

消費者教育の充実を図りたい

【高等学校】
消費者教育講座

・１校から４校に拡大
・教職員も対象

悪質商法等に騙されないよう、契約の基礎を学ぶ。
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実施内容【キャリア教育】
【小中学校】

早期起業家教育事業
・事業の普及推進

起業家精神を養い、職業教育の推進を図りたい

【高等学校】
企業訪問、起業家精神育成講座等

・新規事業
成人として、各々の出発点が18歳であることを意識させ、
よりよい生き方を探る。



連携をお願いしたい事項
〇模擬投票・模擬選挙実施について（選挙管理委員会）

例 実施助言、備品貸出等

〇消費者生活出前講座・教育講座について（消費生活総合センター）
例 実施助言、講師派遣等

〇早期起業家教育事業等について（労働政策課）

例 実施助言、訪問する企業の紹介、
「起業家精神育成講座」講師の紹介等
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★実際の選挙で用いる道具を使い興味・関心を高める
★専門性の高い助言により、知識・理解の定着を図る

★最新の情報に基づく消費者教育の実施
★工夫のある授業から知識・理解の定着を図る

★起業家精神を養うとともに、地域資源に関する
知識・理解を深める



参考資料














































































