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平成２９年１０月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成２９年１０月２６日（木） 午後２時００分

閉 会 ： 平成２９年１０月２６日（木） 午後２時４０分

会 議 場 ： 秩父市歴史文化伝承館５階第１会議室

出席委員 ： １番委員 久保 禮子

２番委員 新井 正夫

３番委員 浅見 知子

４番委員 増田 洋一

出 席 者 ： 教育長 新谷 喜之

事務局長 新井 康代

事務局次長兼学校指導監 山中 正広

事務局次長兼教育総務課長 林 昭弘

事務局専門員兼文化財保護課長 中野 茂

学校教育課長 諸 敦夫

保健給食課長 新井 常男

教育研究所長 福島 昌彦

書 記 ： 教育総務課主査 諸 克和
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１ 開会宣言

教 育 長： 平成 29 年 10 月教育委員会定例会の開会を宣言する。

２ 署名委員の指名

教 育 長： 本会議の議事録署名委員として、3番委員及び 4番委員を指名する。

３ 会議の公開

教 育 長： 本会議は、公開としてよいか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認め、公開とする。

４ 前回会議の議事録の朗読

平成 29 年 9 月 28 日に開会された 9月教育委員会定例会議事録の朗読を求め、これを

承認する。

５ 報告事項

（1）教育長および各委員からの報告事項

教 育 長： 9 月 29 日、市内各小・中学校 21 名の特別支援教育コーディネーターを

メンバーとする秩父市特別支援教育推進委員会が開催された。一昨年まで

私が勤務していた、神奈川県横須賀市にある国立特別支援教育総合研究所

から 大崎 博史 総括研究員 を講師に迎え、インクルーシブ教育システム、

合理的配慮等の講義及び演習を行った。委員会終了後のアンケートを見る

と、事例研究についての演習が、特に好評であった。各学校において、発

達障がいを持つ児童・生徒への指導が課題となっていることから、このよ

うな研修の充実に努めていきたいと考えている。

9月 30 日、市立幼稚園の運動会が開催され、私は、久那幼稚園の運動会

に出席した。園児 22 名が、元気に頑張る姿に癒されるとともに、保護者・

地域の方々も大勢応援に来られ、賑やかな運動会となった。

その後、埼玉県立秩父特別支援学校の運動会を拝見した。児童・生徒数

は、小学部・中学部・高等部合わせて 122 名であり、知的障がい・肢体不

自由等の児童・生徒が学んでいる。たくさんの保護者、地域の方々が応援

に駆けつけ、広いグラウンドが狭く見えるほど、活気に満ちた運動会であ

った。

10 月 5 日、10 日、16 日の 3 回に分け、学童保育室指導員研修会が開催

され挨拶を行った。学童保育室は、子ども子育て支援の中で重要な施策で
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あり、放課後子ども教室（秩父市：ふれあい教室）との一体的な運営方針

を進めていくとともに、子どもたちのため、この研修を生かして、取り組

んで欲しいとお話しさせていただいた。

10 月 6 日、埼玉県都市教育長協議会定例会が戸田市役所で開催された。

埼玉県教育局から、全国学力学習状況調査について、「これまで埼玉県は

結果が振るわない状況であったが、若干の改善傾向が見られ、教科区分に

よっては、全国平均を上回ったものもある。」との説明があった。

続いて埼玉県の学力調査について、「一人一人の学力の伸びを測定して

いるが、今回、多くの学校において、伸び率が上昇しており、しっかりと

した取組が行われていることが分かった。子どもたちの学力を大きく伸ば

している教員から聴き取り調査を行い、どのような取組が良いのかを分析

し、その取組を広げて欲しい。」とのお話があった。

次に、中央教育審議会の働き方改革の緊急提言について、勤務時間を意

識した働き方・業務改善を進めて欲しいとのお話しがあった。小中学校人

事課からは「文部科学省から、IC カード等を活用した勤務時間の把握を、

早急に行って欲しいとの要請を受けている。現在、90％の学校において導

入されているが、実施していない学校は、早急に対応して欲しい。」との

お話しがあった。

最後に、キッズウィークに関連する学校教育法施行令の改正について、

「今回の改正に伴い県立学校では、学校管理規則を改正して、新たな休業

日の規定を設定していく予定であることから、市町村においても実情に応

じて、適切に対応して欲しい。」とのお話があった。

10 月 8 日、吉田椋神社例大祭・龍勢まつりに出席し、市長代理として挨

拶をさせていただいた。天気にも恵まれ、青空の中で龍勢が映えていた。

文化庁の 前田 俊一郎 文化財調査官から、「龍勢まつりの国重要無形文化

財指定に向け、文化庁としても、しっかり取り組んでいく。」とのお言葉

をいただいた。

10 月 11 日、秩父市教育委員会視察研修が行われ、埼玉県立総合教育セン

ターにおいて、ICT を活用した授業の説明を受けるとともに、熊谷市教育委

員会において、学力向上の取組についての説明を受けた。特に学力向上の

取組については、秩父市が、この 1～2年で始めた取組を、熊谷市では以前

から実施しており、全国学力テストでも安定的な結果を残している。この

ことから、秩父市においても、このまま現在の取組を続けていけば、必ず

結果が出るものと確信したところである。

10 月 17 日から 3日間に分けて、全校長と人事評価シートに基づく中間面

談を実施した。今年度の前半の状況と後半に向けた学校の取組等について

の確認を行い、本日全ての面談が終了したところである。

10 月 20 日、秩父地区教育委員会連合会の管内視察があり、秩父市の教育

委員の皆様全員にご参加いただき、小鹿野町給食センター、町民武道場、
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ダリア園を視察した。

10 月 21 日、チチブ・イングリッシュ・アンバサダークラス開講式が行わ

れた。土曜英語学習ということで、前期は英検道場、後期は英会話等コミ

ュニケーション能力を高めるため、 アンバサダークラスを開講するもので

ある。開講式を市内 4箇所で実施したが、子どもたちに気軽に英語を使っ

て欲しいという気持ちから、開講の挨拶を英語で行ったところである。

10 月 24 日、北部地区教育長会議が開催され、今後の教職員人事の進め方、

スケジュール等について説明があった。

10 月 25 日、第 3回秩父市学力向上推進委員会を実施し、全校から推進員

に出席いただき、今年度の学力調査の分析結果の報告、来年度に向けた計

画的な学力向上の取組、埼玉県学力調査の活用についての演習等を行った。

埼玉県の学力調査の分析、課題の整理、具体的な取組により、成果が出て

きている。一昨年度の立ち上げ当初よりも、当委員会に活気が出てきてお

り、推進員の先生方も、より前向きな姿勢で、学力向上に向けた意見交換

を行っていると感じた。

１ 番 委 員： 9 月 30 日、荒川幼稚園の運動会に出席させていただいた。参加園児 10

名程の小規模な運動会であったが、一つ一つの演技発表に工夫が見られ、

保護者も一体となった、非常に活気ある運動会であった。休日にも関わら

ず学校教育課長にもお越しいただき、しっかりと少人数の実態を見ていた

だいたことに感謝申し上げる。

10 月 8 日、公民館の文化祭の開会式に新井委員とともに参加させていた

だいた。各公民館のシニアの方が活発に活動し、演技発表を行っている姿

が印象的であった。

10 月 21 日、チチブ・イングリッシュ・アンバサダークラスに参加させ

ていただいた。はじめは、参加した生徒の皆さんの表情が硬かったが、ALT

（外国語指導助手）の和やかな進行で、緊張が解け、落ち着いた様子で受

講していた。3月の PR コンテストが非常に楽しみである。また、この事業

を通して、学年・学校を超えた交流ができることに大きな意味を感じた。

２ 番 委 員： 10 月 13 日、秩父郡市人権フェスティバルが皆野町文化会館で開催され、

各委員とともに参加させていただいた。メッセージコンサートでは、「夢

をあきらめないで」をテーマとして、アーティストのＥＳＰＥＲＡＮＺＡ

（エスペランサ）さんが演奏するフルート・オカリナ・ベースの美しい音

色に感動させられた。また、トークの中では、「何歳になっても夢を持ち、

夢を叶えようとする姿が、自分を幸せにし、周りも幸せにする。」という

ことを強調されていた。

３ 番 委 員： 10 月 20 日、秩父地区教育委員会連合会の管内視察研修に参加し、小鹿

野町学校給食センター、町民武道場、ダリア園を視察した。特に印象に残

ったのは、学校給食センターにおいて栄養士の先生からご説明いただいた

アレルギー対応についてである。安心・安全な給食であることはもちろん
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通常給食と変わらない給食を提供するために、栄養士の先生をはじめ、調

理員の方々が、どれほどの手を掛け、努力されているかということを知り、

感謝の気持ちで一杯になった。

私からは「偏食の子どもが多くいるのではないか？」との質問をさせて

もらったが、それに配慮して、野菜を細かく切ったりするほか、どんなも

のが食べやすいのか、味付け、苦手なもの等についてのアンケート調査を

行い、それに応じた工夫をしているとのことであった。親として給食の有

難みを痛感していることから、栄養士さんや調理員さんの日頃の努力を、

子どもたちにも伝えていきたいと感じた。

４ 番 委 員： 10 月 11 日、秩父市教育委員会視察研修ということで、埼玉県立総合教

育センター及び熊谷市教育委員会を訪問した。ICT 機器の活用ということ

で、宇宙や地球が VR（ヴァーチャル・リアリティ）技術を用いて立体的に

見える様子やタブレット PC を活用した授業モデル等を拝見させていただ

いた。施設状況も素晴らしく、大変有意義な視察となった。

午後には熊谷市に移動し、学力が高い位置で安定している熊谷市教育委

員会の取組をお聞きし、改めて身の引き締まる思いがした。また、それと

ともに秩父市の学力向上への取組の方向性が、基本的に間違っていないと

いうことを確認することができた。

（2）事務局からの報告事項

事 務 局 長： 9月 30 日、吉田幼稚園・吉田保育所の合同運動会に出席した。赤ちゃん

組から小学生までのプログラムが用意され、地域の多くの方々が、応援に

駆けつけるなど、大変温かみのある運動会であった。

10 月 10 日、秩父市議会文教福祉委員会の行政視察に同行した。今年度

は、富山県砺波市を訪問し「砺波市子どもの貧困対策に関する計画」につ

いての視察を行った。砺波市では、内閣府の交付金を活用して、子どもの

貧困対策を総合的に推進するため、アンケート調査等により、実態を明ら

かにするとともに、施策の基本的な方向性を示すため、平成 29 年度からの

3年計画を策定している。砺波市は、豊かな土地が広がり、田園風景が美

しい所である。また、児童・生徒世帯の 90％近くが持ち家に居住しており、

生活保護世帯に属する小学生・中学生・高校生はいないという地域であっ

た。当市より経済的に困難な家庭が少ない地域であるが、「すべての子ど

もたちが、その生まれ育った環境に左右されない」ことを基本理念に、教

育・生活・就労・経済的の 4項目をつなぐ、支援体制の構築を図っていく

計画内容となっている。当市では計画の策定をしていないが、同様の支援

の取組は実施しており、意見交換をしていく中で、教育・福祉等部局を超

えて連携していくことの重要性を確認するとともに、仲介役のコーディネ

ーターの存在が必要であることを両市間で共感共有したところである。

10 月 21 日から始まった英語土曜学習チチブ・イングリッシュ・アンバ
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サダークラスの開講式及びレッスンに参加した。原谷公民館での参加者は、

秩父第一中学校の生徒のみであり、学年を超えてのクラス編成に緊張気味

であったが、今後、声を出しやすい雰囲気になるよう ALT（外国語指導主

事）のパワーに期待しながら、最後の PR コンテストの日を楽しみにした

いと思う。

学校指導監： 学校指導監から、4点の報告をする。

1 点目は、10 月 5 日、第 69 回仲良し体育祭が、秩父第一小学校を会場

に開催された。どの学校も練習の成果を発揮し、充実した体育祭となった。

2点目は、10 月 6 日、7 日の 2日間、中学校新人体育大会兼県民総合体

育大会が開催され、各会場とも熱戦が繰り広げられた。

3点目は、10 月 17 日、18 日、本日 26 日の 3日間に分け、校長との中間

面談を実施した。当初申告から、進行状況の整理・目標の修正等について

報告いただいた。学力向上策については、すべての学校に工夫改善をお願

いし、より具体的な手立てを明らかにしていただくよう助言した。また、

来年度に市内全小・中学校に導入されるコミュニティ・スクールの準備状

況等を確認させていただいた。

4点目は、10 月 23 日、大型の台風 21 号が関東地方を通過し、市内幼稚

園、小・中学校、すべて臨時休校（園）となった。施設・設備等も雨漏り

程度の支障報告と、影森中学校でプール傍の倒木の報告があったが、フェ

ンス等学校施設への支障や道路への影響もなく、撤去作業を無事終了する

ことができた。

教育総務課長： 教育総務課から、学校監査の実施について報告をする。

教育委員会事務局では、学校において会計事務が適正に行われているか

をチェックするため、毎年、職員による学校監査を実施している。

今年は、9月 25 日から 10 月 4 日までの間に、小・中学校 21 校すべてに

おいて、監査を行った。各課の職員 3名に管理職 1名を加えた 4名が 1組

となって、各学校を訪問し、市の会計書類に加え、給食会計、PTA 会計、

学年会計、部活動会計等について、帳簿・通帳等の内容を監査した。監査

の結果、各学校とも、会計事務は適正に行われていることを確認すること

ができた。

文化財保護課長： 文化財保護課から、2点の報告をする。

1点目は、平成 29 年度武甲山図画・作文展の開催についてである。今年

も武甲山を題材とした図画・作文展を開催する。会期は、11 月 10 日から

12 日まで、時間は 10 時から 17 時となっている。会場は、秩父図書館 3階

展示集会室で行う。11 月 8 日に審査会が行われ、児童・生徒の優秀な作品

には、埼玉県知事賞・秩父市長賞・秩父市教育長賞・清水武甲記念賞が贈

られる。表彰式は、11 月 12 日の午後 4 時から、秩父図書館 2階視聴覚室

を予定している。

2点目は、子どもちちぶ学士・子どもちちぶ博士の称号の廃止について
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である。子どもちちぶ学士・博士の称号授与は、平成 17 年から実施してい

るもので、自然・歴史・文化・産業・郷土に関する調査研究を継続的に行

い、顕著な成果を収めた児童に、子どもちちぶ学士の称号を、生徒に子ど

もちちぶ博士の称号を授与しているものである。文化財保護課で担当した

過去 2年間の実績を精査した結果、理科展・社会科展・武甲山展などで表

彰を受けている児童・生徒に重複して授与していたことから、今年度から

称号を廃止することとした。なお、「秩父市子ども伝統芸能伝道師」の称

号授与については継続し、平成 30 年 1 月 8 日の民俗芸能大会の開催に合わ

せて授与式を行う予定である。教育委員の皆様には、改めて文書にてご案

内させていただく。

学校教育課長： 学校教育課から、2点の報告をする。

1点目は、特別支援教育の現状と今後の取組についてである。各小・中

学校の特別支援学級は、障がいのある児童・生徒の自立や社会参加に向け

た主体的な取組を支援するという観点に立ち、児童・生徒一人一人の教育

的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は

克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。現在、各学

校には、特別支援教育コーディネーターが、各 1名おり、今年度は 4回、

各学期 1回、2学期は 2回の会議を予定している。また、管理職には、年 3

回、各学期ごとに研修を行い、特別支援教育についての理解を深めている。

今後の予定であるが、来年度に入学する児童も含め、中三までの該当する

児童・生徒の措置判断を決定する就学支援委員会が、11 月 16 日に予定さ

れており、それに向けての準備を進めていきたいと考えている。。

2点目は、コミュニティ・スクール推進事業についてであるが、このた

びホームページが完成し、来週には市教育委員会のホームページにアップ

する運びとなっている。内容については、事業の目的、導入に至る背景、

組織や運営など一般市民向けに分かりやすく作成している。また、文科省

のコミュニティ・スクール関連サイトにリンクを貼ったり、学校運営協議

会規則や一般市民向けリーフレットなどが、ダウンロードできるようにな

った。なお、開設後も随時、新たな情報をアップロードしていく予定であ

る。

保健給食課長： 保健給食課から、2点の報告をする。

1点目、10 月 12 日から荒川東小学校と荒川西小学校を皮切りに就学時検

診が行なわれている。今日までに 9校が終了し、11 月 8 日の高篠小学校が

最終となる。

2点目は、インフルエンザによる学年閉鎖の報告である。今年初めての

報告となるが、南小学校の 1年生 1クラスについて、10 月 25 日・26 日の

2日間、学年閉鎖となった。

教育研究所長： 教育研究所から、3点の報告をする。

1点目は、チチブ・アフタースクールスタディ～夜勉～についてである。
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10 月より、文部科学省の「学校を核とした地域力強化プラン」をもとにし

た、埼玉県の中学生学力アップ教室事業補助金により、教員経験者で学習

ボランティアの一人をコーディネーターとして配置した。コーディネータ

ーの業務としては、実施日のボランティアの配置、会場準備、欠席者の確

認等運営の中心業務を行っている。コーディネーターを配置することによ

り、地域教育力を活用する事業のねらいが一層高まったということが言え

る。

2点目は、学力向上推進委員会の実施についてである。昨日 25 日に、各

学校の教務主任や研究主任が出席し、学力学習状況調査の分析結果や今後

の取組等についての報告や協議を行った。

3点目は、ICT 活用教育推進委員会の開催についてである。11 月 22 日に

大田小学校を会場として、各学校の情報教育主任等が出席し、東京学芸大

学准教授 高橋 純 先生を指導者として実施する。各学校の ICT 機器を活用

するに当たっての課題等を協議し、今後の ICT 機器の効果的活用を図って

いくため、高橋先生にご指導いただき、今後の ICT 機器のますますの活用

を進めていきたいと考えている。

（3）補助執行に関わる報告事項

教 育 長： 補助執行に関わる報告事項は、今回、特にない。

６ 議案審議

教 育 長： 議案審議に関わる議題は、今回、特にない

７ 協議事項

（1）後援願いについて

教 育 長： 後援願いについて、説明を求める。

教育総務課長： 別紙のとおり、6件の協議をお願いする。

１ 番 委 員： 後援実績の無い 2番の申請について、他自治体にも後援申請が出されて

いるようだが、承認結果は把握されているか。

教育総務課長： 他自治体の承認結果については、把握していないが、秩父市にも後援申

請が出されており、承認となっている。

教 育 長： 質問がないようなので、ここで委員の皆様にお諮りするが、全ての事業

について、後援を承認することでいかがか。

（「異議なし」という声あり）

それでは、今月の後援願いについて、ただいまのとおり決したので、事

務局には、今後の処理をお願いする。
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（2）11 月教育委員会定例会の日程について

教 育 長： 定例会の日程について、説明を求める。

教育総務課長： 11 月教育委員会定例会について、11 月 28 日午後 2時 00 分から、秩父市

歴史文化伝承館 2階会議室で開催することを、ご提案させていただく。

（「異議なし」という声あり ）

教 育 長： それでは、11 月教育委員会定例会については、11 月 28 日の午後 2時 00

分から、秩父市歴史文化伝承館 2階会議室にて開催する。

（3）その他

教 育 長： その他について、何かあるか。

事 務 局： 特になし。

８ 閉会

教 育 長： 他に協議等すべきことがなければ、本日の日程を全て終了する。

以上をもって、秩父市教育委員会 10 月定例会を閉会する。


