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平成２９年２月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成２９年２月２１日（火） 午後１時３０分

閉 会 ： 平成２９年２月２１日（火） 午後２時２０分

会 議 場 ： 秩父市芸術文化会館２階会議室

出席委員 ： １番委員 山中 朱根

２番委員 新井 康之

３番委員 新井 正夫

４番委員 久保 禮子

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 井深 道子

事務局次長兼教育総務課長 林 昭弘

学校教育課長 野口 眞

保健給食課長 新井 常男

文化財保護課長 中野 茂

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 2 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、１番委員及び２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 1 月 23 日に開会された 1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： １月 24 日、本年度、第 3回の学力向上推進委員会に出席した。4月の全

国学力・学習状況調査に向け、各学校の取組の確認、授業改善リーフレッ

トの作成等について意見交換が行われた。

1月 25 日、西小学校において、外国語活動の授業研究会が開催された。

先般、中央教育審議会から、英語教育を重視していく旨の答申があり、こ

れを踏まえて学習指導要領が改訂されることから、今後、小・中・高を通

じた外国語教育の構造を体系的に整理していく必要がある。小学校につい

ては、外国語活動の中学年からの前倒し実施、高学年については、教科英

語として、系統的な指導を行うこととされる予定である。今回の研究会に

参加された先生方には、小・中の連携を強めるとともに、ALT の力を借り

ながら、子どもたちの英語力の向上のため、尽力してもらいたいとお話し

をさせていただいた。

1月 27 日、入間市において、第 4回都市教育長協議会が開催された。は

じめに埼玉県教育委員会から、秩父祭のユネスコ無形文化遺産登録につい

て、お祝いの挨拶があった。続いて学力向上の取組について、埼玉県が作

成した復習シートや問題集を活用するようご指導をいただいた。また、今

後の教職員加配の見通しについて、国の予算案によると、例年程度の加配

が、確保されているとのお話があった。また、このことに関連して、今後
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順次、加配定数を基礎定数化していくとの説明があった。

2月 2 日、吉田中学校において、国語科の秩父市学力向上授業研究会が

開催され、各学校の国語科教諭が集まり、公開授業が行われた。私からは、

子どもたちの読解力の向上に資するような授業改善をしてもらえるようお

願いをした。

2月 5日、公民館の集いが行われ、市内の公民館で活動されている方々が

集まり、コーラス・楽器演奏・フラダンス・ヨガなど、日頃の練習の成果

が披露された。市民の皆様の生涯学習への取組が、非常に熱心であると感

じたところである。

2月 7日から 9日までの 3日間、人事評価達成状況面談が行われ、目標管

理による人事評価シートを基に、すべての校長先生と面談を実施した。今

回は、特に、4月の学力テストに向け、各学校において、どのような取組を

行っているかを確認しながら、最終評価を行った。

また、同日、秩父第二中学校において、中学校英語科教員授業研究会が

開催された。小・中学校の英語科教員が集まり、公開授業の内容を基に、

授業改善の協議が行われた。

2月 8 日、「若い教師のための学級経営講座～秩父師範塾～」が開催さ

れた。聖徳大学の 南部 昌敏 先生にご指導をいただき、今回で、全 5回の

講座が終了したことから、参加した先生方に修了書をお渡しした。

2月 15 日、秩父地区特別支援学級・秩父特別支援学校合同学習発表会に

出席した。秩父市の特別支援学級の子どもたちも、歌・踊り・劇など、日

頃の学習の成果を、しっかりと発表することができていた。子どもたちの

努力はもちろん、指導をされた先生方にも敬意を表する次第である。

2月 17 日、熊谷地方庁舎において、北部地区教育長会議が開催された。

田柳北部教育事務所長から、「北部地区については、平成 27 年・28 年の 2

年度間、教職員の不祥事が発生していない。不祥事防止に対する研修会の

時間を確保し、適切な取組を行っている成果である。」とのお言葉をいた

だいた。その他、来年度 4月の当初人事等についてのお話があった。

２ 番 委 員： 秩父法人会が主催する税に関する絵はがきコンクールについて、担当の

委員長から、各学校にご協力をいただいたことへのお礼を申し上げるよう

依頼されたので、この場をお借りし、ご報告させていただく。

（2）事務局からの報告事項

事 務 局 長： 秩父市議会 3月定例会は、3月 1日開会、3月 16 日閉会の日程となって

いる。今議会の教育委員会関連議案として、秩父市教育研究所条例の一部

を改正する条例を提案する。これは、秩父市芸術文化会館の閉館に伴い、

教育研究所を荒川総合支所 2階へ移動したく、所在地を変更するためのも

のである。

また、このほかに、補正予算並びに新年度予算が、議案として上程さ
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れる。平成 28 年度の最終となる 3月補正予算について、歳入においては、

来年度の予定を前倒しで実施することとなった小学校普通教室の空調設

備設置工事に対する国庫補助金、放課後児童健全育成事業に対する国庫補

助金のほか、年度末を迎え、各事業等の執行状況を見定めて行う歳出予算

額の減額、また、これに伴う歳入の補正である。

歳出においては、放課後児童クラブにおける ICT 化の推進事業及び秩父

祭ユネスコ無形文化遺産登録記念事業の委託料である。ユネスコ無形文化

遺産登録記念事業に係る委託料については、3月 26 日に開催される秩父宮

記念市民会館・秩父市役所本庁舎の開館記念式典の際に実施される、中近

笠鉾の飾り置きに要する費用である。

次に、新年度予算についてであるが、教育費の歳出総額は 22 億 257 万

円余りで、前年度に比べ 7．76％の減となっている。これは、主に小学校

の普通教室の空調設備設置工事が、前倒しで実施されることになったこと

が大きいと思われる。

また、新年度予算のうち増額したものは、英語関連の事業である。これ

まで教科教育充実事業の一つに位置付けていたALT派遣及び英語土曜学習

を、来年度から他の教科とは別に、英語教育強化推進事業として独立させ、

より一層、力を入れていく所存である。また、今年度から開始した ICT 活

用教育推進事業についても、当初の計画を見直して、より充実した学習環

境を提供できるよう予算を計上している。

学校指導監： 2月 9日、尾田蒔中学校の図書室において、司書教諭補助員研修会を開

催した。今年度についても、市内各小・中学校 21 校に司書教諭補助員を配

置し、学期 1回の研修会を実施してきた。今回は、尾田蒔中学校の司書教

諭補助員から、学校での取組について、報告をいただいた。その後、他の

学校からも本年の取組について、報告をいただいた。司書教諭補助員の配

置により、各校とも貸し出し数の増加が見られ、大きな成果を上げている。

今後とも、子どもたちの身近に接する司書教諭補助員の資質の向上に努め

て参りたいと考えている。

教育総務課長： 教育総務課からは、市の監査委員による定期監査について、報告をする。

定期監査は、地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づき、2名の監査委

員が、市の財務に関する事務の執行及び事業の管理について、監査するも

のである。定期監査は、毎年、部局ごとに日を指定して実施されるが、教

育委員会については、1月 27 日に行われた。当日は、事務局長及び各課長

が出席し、2名の監査委員から、各課の主要事業の進捗状況や、予算の執

行状況等についての質問があったほか、学校における会計事務の管理体制

や、現金を扱う事務のチェック体制等についても質問があった。教育委員

会全体としては、監査委員から指摘を受けるようなことは特に無かった。

学校教育課長： 学校教育課からは、幼稚園及び小・中学校の卒業式の日程について、報

告をする。
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3 月 15 日に中学校の卒業式、3月 17 日に幼稚園の卒園式、3月 23 日に

小学校の卒業式が行われる予定である。

保健給食課長： 保健給食課から、3点の報告をする。

1点目、昨日、秩父市子育て支援学校給食費助成金申請書の発送を行っ

た。これは、小学校及び中学校並びに特別支援学校の小・中学部までに在

籍している児童又は生徒の保護者に対し、学校給食に要する経費の一部を

助成するもので、助成額は、小学生：年額 12,000 円、中学生：年額 14,400

円で、該当世帯は、3,062 世帯となっている。今後の予定としては、申請

締切が 3 月 16 日、滞納の有無などの支給条件を確認する基準日を 3月 31

日とし、決定通知を 4月に、助成金交付振込みを 5月に行う予定である。

2点目、2月の児童手当支給に併せて給食費の滞納整理を実施した。期間

は、2 月 13 日から 20 日までで、保健給食課の職員と該当学校の教頭先生

が、共同で夜間に家庭訪問をし、交渉を行った。

最後に、市内小・中学校のインフルエンザの状況についてである。1 月

17 日から 3週間ほど、学年閉鎖及び学級閉鎖等の報告が続いた。多い時で、

5校 7クラスの閉鎖の報告があり、先週と今週については、1校 1クラスの

報告となっている。

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、旧秩父駅舎の開館についてである。聖地公園内に移築されて

いる国の登録有形文化財「旧秩父駅舎」を、春のお彼岸の時期を中心に、

無料休憩所として開館する。開館期間は、3月 11 日～20 日の午前 9時～午

後 5時までである。室内には、秩父鉄道関係資料などを展示しているので、

ご利用いただけるよう、ご案内申し上げる。

2点目は、山田の春祭りについてである。恒持神社の春祭りが、3月 12

日に行われる。この祭りに曳行される「恒持祭(まつり)屋台・笠鉾 3基」

が、秩父市の有形民俗文化財に指定されている。3基のうち中山田屋台は、

昨年度までに、国からの助成金をいただき、修理を完了している。また、

大棚の笠鉾は、同様に国からの助成金をいただき、今年度から修理に着手

している。

教育研究所長： 教育研究所から、研修会の実施について、2点の報告をする。

1 点目は、聖徳大学大学院教職研究科教授 南部 昌敏 先生を指導者と

して実施している「若い教師のための学級経営講座～秩父師範塾～」につ

いてである。2月 8日に、最終回の第 5回を実施し、受講生 19 名に修了書

を授与した。受講生の今後の充実した学級経営を期待するものである。

2点目は、学力向上に係る授業研究会の実施についてである。1月 25 日

に、西小学校において、5年生の外国語活動の授業研究会を実施し、市内

小・中学校 20 名の教員が参加した。2月 2日には、吉田中学校において、

国語科の学力向上授業研究会を実施した。北部教育事務所から指導者を迎

え、15 名の教員の参加があった。また、2月 7日には、秩父第二中学校に



秩父市教育委員会 6/8

おいて、中学校英語科教員授業研究会を実施し、23 名の参加があった。い

ずれも小・中学校の教員が、ともに意見を交わすことにより、有意義な研

修ができたと考えている。

（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： 議案審議に入る。

議案第１号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

教育研究所長： 議案第１号「秩父市教育研究所条例の一部を改正する条例の申し出につ

いて」の提案理由及び説明を述べる。

２ 番 委 員： 荒川総合支所の 2階に移転するとのことだが、2階フロアの全部を使用

することができるのか。

教育研究所長： 2階フロアは、教育研究所において管理することとなっている。約半分

のスペースを事務室として使用し、事務室の奥を研修室及び会議室、さら

に奥のスペースを適応指導教室（ひまわり教室）として使用する。また、

旧村長室をスクールカウンセラーや相談者が来た場合の個別相談室として

使用する予定である。

２ 番 委 員： 荒川総合支所の 3階フロアも、使用できるのか。

教育研究所長： 3階フロアは、荒川総合支所の管理となるが、現状の予定としては、空

きスペースとなっていることから、必要に応じて 3階もお借りし、使用す

ることができる。

２ 番 委 員： 適応指導教室（ひまわり教室）は、プライバシーへの配慮が非常に大切

となることから、確認をさせていただいた。今後も、適切な対応をお願い

したい。

教 育 長： 質問または異議がなければ、この議案を原案どおり可決することでいか

がか。

（「異議なし」という声あり）

異議なしと認め、議案第１号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第２号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

学校教育課長： 議案第２号「秩父市学校運営協議会規則の制定」の提案理由及び説明を

述べる。

教 育 長： 質問または異議がなければ、この議案を原案どおり可決することでいか

がか。

（「異議なし」という声あり）

異議なしと認め、議案第２号は、原案どおり可決した。
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教 育 長： 議案第３号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

学校教育課長： 議案第３号「秩父市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則につい

て」の提案理由及び説明を述べる。

教 育 長： 質問または異議がなければ、この議案を原案どおり可決することでいか

がか。

（「異議なし」という声あり）

異議なしと認め、議案第３号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第４号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

学校教育課長： 議案第４号「秩父市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令に

ついて」の提案理由及び説明を述べる。

教 育 長： 質問または異議がなければ、この議案を原案どおり可決することでいか

がか。

（「異議なし」という声あり）

異議なしと認め、議案第４号は、原案どおり可決した。

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、10 件の協議をお願いする。

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。

（2）3月教育委員会定例会の日程について

教 育 長： 次に定例会の日程について、説明を求める。

教育総務課長： 3月教育委員会定例会について、3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 3 月教育委員会定例会については、3月 28 日の午後 2時 00 分

から、秩父市芸術文化会館 2階会議室にて開催する。

（3）その他

教 育 長： その他、何かあるか。

事 務 局： 特になし。
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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 2月定例会を閉会する。


