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平成２９年５月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成２９年５月２６日（金） 午後４時００分

閉 会 ： 平成２９年５月２６日（金） 午後４時５５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

市民部専門員兼市民スポーツ課長 萩原 明

市民部次長兼図書館長 北堀 芳明

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 5 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 4 月 26 日に開会された 4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： 5月 4日・5日、富山県南砺市で開催された全国山・鉾・屋台保存連合会

のユネスコ登録認定書伝達式及び同連合会の総会に出席した。登録認定書

伝達式では、宮田文化庁長官から、久喜市長をはじめ、各団体の代表者に

ユネスコ登録認定書が手渡された。

今回の総会は、南砺市の城端曳山祭に併せて開催されたが、地域で大切

に守り継がれていることが感じられる素晴らしい祭礼であった。次回の総

会は、平成 30 年 12 月 2 日の秩父祭に併せて、秩父市で開催されることと

なったことから、今後、準備を進めていくに際し、皆様にも色々とご相談

をさせていただく。

また、今回の総会において、北海学園大学客員教授である 岩崎 まさみ

氏の記念講演が行われた。「文化の多様性とユネスコ無形文化遺産保護条

約」という演題であったが、この講演を聞くことにより、これまで漠然と

していた秩父祭とユネスコ登録との関係を、はっきりと把握することがで

きた。講演の内容を簡単にご紹介すると、「世界遺産は、顕著な普遍的価

値や最上級の自然現象などを登録する、いわばエリート主義である。これ

に対し、無形文化遺産は、多種多様な無形文化遺産を対象とし、申請に基

づき登録されることによって、これまで地域で大切に守られてきた無形文

化遺産を、国際的に認知し、文化の多様性に対する認識を世界的に深める、
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いわば平等主義に基づくものである。つまり、地域にとって価値のあるも

の、地域のアイデンティティを国際的に認知することによって、人類の多

様性に対する理解を深めていこうとするものである。」とのお話しであっ

た。秩父地域で大切に守られてきた「秩父祭」を、ユネスコ無形文化遺産

に登録し、世界に発信していくことが、文化の多様性の相互理解に資する

と認識したところである。

5月13日、平成29年度秩父学セミナーの開講式及び公開講座が開催され、

今年度も、一般教養講座全 12 回と専門講座が行われる。また、公開講座で

は、歴史研究者の 河合 敦 氏による「秩父の歴史を概観する～秩父からわ

かる意外で面白い日本史」という演題の講演を聴くことができた。河合氏

は、「世界一受けたい授業」などのテレビにも出演されている方で、歴史

の面白さを、とても分かりやすく説明していただいた。旧石器時代から始

まり、江戸時代まで、古墳・和同開珎と銅の産出・平将門・平賀源内・鎖

国・徳川綱吉など、歴史上の人物・出来事と秩父の逸話を結びつけながら

のお話であり、たいへん興味深い内容であった。

5月 15 日、秩父地区教育委員会連合会総会が開催され、平成 28 年度の事

業報告・会計報告、並びに平成 29 年度の事業計画・予算について、承認を

得たところである。また、新井 康之 会長の退任を受け、久保 禮子 委員

を新会長とする人事案についても承認をいただいた。

5月 17 日から 19 日にかけて、全国都市教育長協議会総会奈良大会に出席

した。特別支援教育をテーマとする部会に参加させていただき、秩父特別

支援学校と秩父市小・中学校の連携について、事例等の紹介をさせていた

だいた。

また、記念講演として、元リクルート社の統括本部長で、杉並区で東京

都初の民間人校長となり、現在、奈良市立一条高等学校で民間人校長を務

める 藤原 一博 氏の講演を聴くことができた。人口頭脳の発達により、現

在ある職業の多くが、AI ロボットに、とって代わられると言われている中

で、「必ず食える 1％の人になる方法」「10 年後、君に仕事はあるのか？」

などの本人の著書をテーマに、500 人を超える全国の都市教育長を相手に、

フロアとやりとりをしながら、アクティブ・ラーニング（主体的・対話的

で深い学び）形式の講演であり、たいへん興味深いものであった。 人口頭

脳 AI にとって代わられる仕事は何か。例えば、「Ｑ：レールの上を走る乗

り物の運転手は生き残れるか。」「Ａ：これはかなり厳しい。」「Ｑ：教

師は、職業として生き残れるか。」「Ａ：教師については、単なる知識・

技能の伝達であれば、AI の方が優れている。しかし、学ぶ意味、学ぶ姿勢

を指導するのは、AI では難しい。」との説明があった。つまり、想定可能

な回答のある問題解決は、AI が優れている。想定不可能な、回答のない問

題については、AI は苦手であるとのことである。

先般、告示された新学習指導要領は、10 年後、それ以降の来たるべき社
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会に向けて、AI ロボットが大いに活用される社会を想定して、子供たちに

どのような力を、どのようにして身に付けさせたら良いかを示したもので

ある。アクティブ・ラーニング（主体的・対話的で深い学び）もその一つ

である。藤原氏によると、「これまで求められてきた学力は、ジグソーパ

ズル型である。すなわち、決まり切った正解を当てたり、他人が思い描い

た世界観や完成図に速く到達する能力で、模倣性や情報処理力を特徴とす

る学力である。それに対し、これから求められる学力は、レゴ型である。

すなわち、自ら世界観や完成図を思い描いて組み立てる能力で、創造性や

情報編集力を特徴とする学力である。」とのことであった。今後、このよ

うなレゴ型の学力を身に付けさせるために、教師はどうあるべきか、学校

での指導をどのようにしていけば良いのかを、今後の新学習指導要領の検

討事項の中で、考えていく必要があると思う。

5月 23 日、熊谷地方庁舎において、小中学校教育課程北部地区説明会運

営委員会に出席した。今年度に行われる新学習指導要領説明会についての

連絡があり、秩父地区においても、7月 26 日・27 日に、横瀬小学校を会場

として、説明会が開催される予定である。

また、その後に、教科書展示会運営委員会が開催された。秩父地区の教

科書展示会は、6月 16 日から 6月 29 日まで、秩父市役所荒川総合支所で開

催される予定である。

また、その後に、北部地区教育長会議が開催された。埼玉県教育局特別

支援教育課の 上松 寿明 副課長がお越しになり、中学校の進路指導の参考

として、高等学校における通級指導の取組が開始するとのお話をいただい

た。これまで高等学校における通級制度はなかったが、昨年度の平成 28 年

12 月に省令の改正が行われ、高等学校の通級が可能となった。これを受け、

埼玉県でも 八潮南高校、新座高校、鳩山高校、皆野高校の 4校をモデル校

として位置づけ、高等学校の通級指導を試行的に実施していくとのことで

ある。このことについては、昨日の校長会において、各校長先生にお伝え

したが、後日、埼玉県からも改めて正式に連絡があると思われる。その他、

校長・教頭選考の事務連絡、北部教育事務所教育支援担当・学力向上推進

担当・人事学事担当・総務給与担当の各訪問、教員採用試験、学校事故の

防止等について、お話をいただいた。

5月 24 日、今年度、第 1回の秩父市学力向上推進委員会が開催された。

私からは、「約 2 年前頃から学力向上への取組に力を入れており、昨年度

は、授業改善リーフレット『チチブチャレンジ』を作成した。この『チチ

ブチャレンジ』は、埼玉県の担当者からも高い評価を得ており、今後も当

委員会を通じて、バージョンアップを図っていきたい。」とお話しさせて

いただいた。また、「国や県の学力調査をベースとして、試験が終わった

ことを一段落とせず、試験終了をスタートとして、ＰＤＣＡサイクルに基

づいた、学力向上に取り組んでいく。」とお話をさせていただいた。
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5 月 25 日、校長会議が開催され、これに併せて研修会を開催した。埼玉

県教育局義務教育指導課 大根田 頼尚 課長にお越しいただき、学力向上の

取組についての講演を行った。学力向上の取組の本質について、具体的な

事例を取り入れながら、非常に分かりやすくご説明をいただいた。また、

大根田課長には、秩父第一中学校と原谷小学校の授業を見ていただいた。

特に原谷小学校では、教職員の皆さんと意見交換を行うなど、たいへん充

実した学校訪問となった。

5月 26 日、午前中、荒川東小学校の学校訪問に参加した。北部教育事務

所教育支援担当・学力向上推進担当による学校訪問であり、今年度、最初

の学校訪問となる。また、午後には、第 14 採択地区教科用図書採択協議会

が行われ、教科書採択に向けて専門的な調査を行う専門員 5名を任命した。

来年度から使用される小学校の「特別な教科 道徳」の教科書採択に向け、

専門員の皆様に調査を依頼したところである。

１ 番 委 員： 5 月 22 日、ウエスタ川越で開催された平成 29 年度埼玉県教育委員会連

合会総会に出席した。平成 29・30 年度の会長は、川越市の 梶川 牧子 教

育長職務代理者が就任した。

その後、東洋大学陸上競技部長距離部門監督の 酒井 俊之さんの講演が

行われた。演題は、「その 1秒を削りだせ」ということで、箱根駅伝にお

いて、早稲田大学に僅か 21 秒差で 3 連覇を阻まれたことをきっかけに、

このスローガンを立てたとのことである。そして、このスローガンを達成

するために、普段の生活態度の見直しを図り、「礼を正し、場を清め、時

を守る」を徹底させたとのお話があった。また、監督が自身に刻む言葉は、

「才能は不平等であるがチャンスと時間は平等である、目標は高く、視野

は広く、考えは深く」であり、監督として日々心掛けていることは、「日々

の見極め、伝え方と時を読む、旬を逃がさない、信頼関係をいかに構築す

るか、選手の才能に蓋をしない、選手は鏡である」とのことであった。こ

の選手という言葉を、児童・生徒という言葉に置き換えると、我々の仕事

にも通じるものがあると感じたところである。

（2）事務局からの報告事項

事 務 局 長： 市議会 6月定例会について、報告をする。

6 月定例会は、6 月 7 日から 6 月 27 日まで開催の予定である。本議会

にて、ご審議いただく議案は、専決処分が 3件、指定管理者の指定期間の

変更等が 1件、条例の一部改正が 2件、補正予算が 1件、工事請負契約の

締結が 1件の合計 8件となっているが、今議会において、教育委員会関連

の議案はない。なお、今まで 3つの常任委員会（総務委員会・まちづくり

委員会・文教福祉委員会）を同時に開催していたが、本議会から 1日 1委

員会開催に変更となる。

続いて、先ほど教育長からもお話があったが、5 月 4 日・5 日に、富山
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県南砺市において、全国山・鉾・屋台保存連合会総会が開催され、秩父祭

保存委員会及び秩父市文化財保護審議会の皆様とご同行をさせていただ

いた。500 人近い方々が集まり、たいへん熱気に包まれた総会となった。

来年度の秩父市での総会開催に向けて、来月より、早速、準備を開始する

予定である。

学校指導監： 学校指導監から、3点の報告をする。

まず 1点目は、今年度の秩父市教育委員会・北部教育事務所教育支援担

当・学力向上推進担当による学校訪問を計画した。この学校訪問は、教員

の指導力の向上について、指導助言するための訪問で、本日 5月 26 日、

荒川東小学校を皮切りに、来年の 1月 30 日までの間に、市内全ての幼稚

園・学校を訪問する。また、北部教育事務所人事学事担当による学校訪問

を計画した。この訪問は、学校管理面についての指導助言を行う訪問であ

り、6月 8日から 9月 1日の間に 21 校すべての小・中学校を訪問する予定

である。

2点目は、5月 1 日、埼玉県教育局市町村支援部小中学校人事課が、秩

父市教育委員会を訪問した。初任者教員の育成、今後の管理職候補者の確

保やコミュニティ・スクールの積極的推進等について、ご指導をいただい

た。

3点目は、昨日 5月 25 日、埼玉県教育局市町村支援部義務教育指導課の

大根田 頼尚 課長が秩父市を訪問され、市校長会議で「学力向上について」

ご講義をいただいた。午後には、秩父第一中学校と原谷小学校の 2校を訪

問し、県学習状況調査の分析等のご指導をいただいた。今後の授業改善に

向けた取組に活かしてまいりたいと考えている。

教育総務課長： 教育総務課から、本年度の学校基本調査に基づく、5月 1日現在の児童・

生徒・教職員数を報告する。

はじめに、小学生について、小学校 13 校の児童数は、男子 1,529 名、女

子 1,532 名、合計 3,061 名である。前年度は、3,164 名であったことから、

103 名の減少となっている。

次に、中学生について、中学校 8校の生徒数は、男子 860 名、女子 819

名、合計 1,679 名である。前年度は、1,722 名であったことから、43 名の

減少となっている。

最後に、市立幼稚園 3園の園児数は、男子 29 名、女子 35 名、合計 64 名

である。前年度は、88 名であったことから、24 名の減少となっている。

なお、各学校の学級数及び県教職員数については、お手元の資料をご確

認いただければと思う。

文化財保護課長： 文化財保護課から、全国山・鉾・屋台保存連合会総会について、報告す

る。

5月 4日・5日、富山県南砺市城端において、全国山・鉾・屋台保存連合

会総会が開催された。当連合会は、昨年、ユネスコ無形文化遺産に登録さ
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れた「山・鉾・屋台行事」を構成する 33 団体を中心に組織され、秩父市が

事務局を担当している。

初日の 4日、総会開始前には、文化庁長官からユネスコ無形文化遺産登

録の認定書が、33 団体へ伝達された。また、総会では、平成 28 年度の事

業報告・決算、平成 29 年度の事業計画・予算について審議されたほか、先

ほど教育長・事務局長からも報告があったとおり、平成 30 年度の総会を

12 月 1 日・2日に、秩父市で行うことが決定した。

さらに、5日には、ユネスコ無形文化遺産登録記念講演会として、「文

化の多様性とユネスコ無形文化遺産保護条約」と題して北海学園大学客員

教授の 岩崎 まさみ 先生にご講演をいただいた。総会は、「城端曳山祭」

の開催に併せて行われたこともあり、全国各地から 450 人を超える祭り関

係者が集まり、盛大に行うことができた。

学校教育課長： 学校教育課から、2点の報告をする。

はじめに、コミュニティ・スクールについてであるが、先月の定例会で

ご報告したとおり、希望のあった 3校、尾田蒔小学校・尾田蒔中学校・影

森中学校にて、今年度からモデル校として実施しており、今週初めから、

根岸 正治 CS ディレクターが直接学校を訪問し、校長・教頭と今後の進め

方について、協議を始めたところである。

さて、5月 10 日に県の教育局が主催する、コミュニティ・スクールの研

修会に参加させていただいた。当日は、文部科学省の参事官や県教育局の

指導主事からの説明、すでに市内全校導入済みの久喜市と、来年度から 3

校を指定校として事業を開始する、ふじみ野市のお話をお聞きし、非常に

ためになる研修となった。国・県からの説明及び 2市の事例発表等をお聞

きし、コミュニティ・スクールが、なぜ秩父に必要かということを改めて

考えてみたところである。

現在、秩父市は、全国の地方都市でも進行している少子高齢化による人

口減少によって、未来に向け大きな不安を抱えている。不透明な未来に向

け、より安定した地域社会を目指して取り組んでいくうえで、これからの

地域社会に求められるキーワードは「持続可能性」である。そのために地

域コミュニティの一員としての意識を持った、10 年後・20 年後・30 年後

の地域住民の育成が強く求められている。子どもたちこそ、これからの持

続可能な地域社会に貢献していく力であると考える。そのために自分の属

するコミュニティを誇りに思える子どもたちを育成することは、とても大

切である。これからの教育は、従来の枠にとらわれない新しい取組が求め

られている。その有効な方法が、学校運営協議会制度(コミュニティ・スク

ール)である。当市では、今年度 3校のモデル校を皮切りに、次年度中に、

小・中全学校に制度を導入することを目指し事業を進めていく。

次に、放課後対策支援事業についてである。今年度 4月 1日現在、市内

に 14 施設ある公立学童保育室には、27 名の待機児童が発生している。特
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に吉田学童保育室には 16 名と多くなっており、早急な対策が望まれていた。

そこで、今月に入り、吉田小学校の校長・教頭に、この現状を説明し、「一

時的余裕教室を学童保育室として使わせていただけないか。」とお願いを

した。説明の甲斐もあり、2階部分の多目的室で、現在、図書室として使

用している部屋を、学童保育室として共用できることとなった。これによ

り 16 名の待機児童が解消される見込みであり、これから、夏休みの開始に

向け、準備を進めていく所存である。なお、このことを含め「秩父市の放

課後児童対策の総合的な推進について」という題名で、来る 6月 2日に行

われる総合教育会議にて報告する予定である。

保健給食課長： 保健給食課から、3点の報告をする。

1点目は、子育て支援学校給食費助成金の支給が、5月 18 日に行われた。

2月に申請書を郵送した子育て世帯 3,061 件中 2,815 件の申請で、申請率

は約 92％であった。そのうち支給決定件数は、2,784 件で、支給金額は、

52,521,400 円であった。

次に、6月の児童手当支給に伴い、支給日の翌週の 12 日から 1週間程度、

給食費滞納整理強化月間として、学校・教育委員会合同で、滞納家庭を訪

問する予定であり、現在、訪問家庭を調整中である。

最後に、6月 1日から 6月 30 日は、「彩の国ふるさと学校給食月間」で

ある。地場産物の活用や米飯給食の推進を図る月となっており、給食に「み

そポテト」、「しゃくし菜ご飯」、「かてめし」など、秩父の郷土料理や

特産品が登場する予定である。

教育研究所長： 教育研究所から、4点の報告をする。

1点目は、ISS インターナショナルセーフスクール認証校担当者会議の実

施についてである。5月 10 日に、教育委員会事務局、セーフスクール認証

校 3校の校長先生、研究主任、危機管理課が出席し、第 1回の会議が行わ

れた。平成 30 年度の再認証取得に向けてのスケジュール等について協議し、

今年度の取組の方向性の共通理解を図った。

2 点目は、学力向上推進委員会の実施についてである。学力向上に

ついては、様々な取組を行っているところであるが、昨年度の学力向上推

進委員会において、授業改善リーフレット「チチブチャレンジ」を作成し、

市内の全教員に配布し、今年度の授業において活用を図っているところで

ある。第 1回の学力向上推進委員会が、5月 24 日に行われた。今年度の学

力向上の取組、授業改善リーフレット「チチブチャレンジ」の効果的活用

等について協議した。この授業改善リーフレット「チチブチャレンジ」は、

秩父市ホームページにも掲載されており、今後、教育支援担当の学校訪問

等においても活用していく予定である。

3点目は、若い教師のための学級経営講座～第 1回秩父師範塾～の実施

についてである。今年度も、聖徳大学大学院教授 南部 正敏 先生を指導者

としてお迎えし、年 5回の研修会で構成され、5月 31 日に第 1回が実施さ
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れる。今年度で 6年目となるが、教職経験 2年目から 9年目の教員を対象

とし、今年度は 17 名が受講する予定である。

4点目は、ICT 活用教育推進委員会の開催についてである。英語教育の強

化とともに、ICT 活用教育は、本年度の重点事項となっている。6月 13 日

に第 1 回の推進委員会を開催し、教育情報化コーディネーターの 磯崎 ひ

ろみ 先生をお招きし、ICT 機器・実物投影機の操作方法、また授業での効

果的な活用についての研修会を実施する予定である。

（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１５号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

図 書 館 長： 議案第１５号「秩父市図書館協議会委員の委嘱または任命について」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１５号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第１６号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

市民スポーツ課長： 議案第１６号「秩父市スポーツ推進審議会委員の委嘱または任命につい

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１６号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第１７号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

文化財保護課長： 議案第１７号「秩父市文化財保護審議委員会委員の委嘱について」の提

案理由及び説明を述べる。

１ 番 委 員： 長瀞町や横浜市にお住まいの方がいるが、どのような理由で選ばれたの

か。

文化財保護課長： 長瀞町の方は、秩父市山田に所在地を置く、社寺建築設計会社の代表取

締役を務める方である。また、横浜市の方は、ものつくり大学の教授で、

昨年度に整備された御旅所（秩父公園）の設計を実施した方であり、いず

れも秩父市に関わりの深い人物である。
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教 育 長： その他、何かあるか。

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１７号は、原案どおり可決した。

７ 協議事項

（1）共催願いについて

教 育 長： 共催願いについて、説明を求める。

教育総務課長： 別紙のとおり、1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）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、8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。

（3）6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： 6月教育委員会定例会について、6月 28 日午後 2時 00 分から、秩父市歴

史文化伝承館 5階第 1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、6月教育委員会定例会については、6月 28 日の午後 2時 00 分

から、秩父市歴史文化伝承館 5階第 1会議室にて開催する。

（4）その他

教 育 長： ここで、第 14 採択地区教科用図書採択協議会委員の指名を行う。

この採択協議会は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する

法律に基づき、小・中学校で使用する教科用図書の採択について、協議す

ることを目的に設置されており、同協議会の委員については、同協議会規
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約第 5条第 2 号の規定により、教育委員会委員の中から、指名することと

なっている。

今回、協議会委員として、久保 禮子 教育長職務代理者を指名させてい

ただきたいが、いかがか。

（「異議なし」という声あり ）

それでは、承認とさせていただく。

なお、この件について、同協議会規約第 5条第 3号の規定により、保護

者委員が協議会委員になると明記されていることから、保護者委員である

浅見 知子 委員も、協議会委員になることを、併せて、ご報告させていた

だく。

その他、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 5月定例会を閉会する。


