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平成２９年６月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成２９年６月２８日（水） 午後２時００分

閉 会 ： 平成２９年６月２８日（水） 午後３時１０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

生涯学習課長 横田 佳子

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 6 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 5 月 26 日に開会された 5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： 昨日、閉会となった市議会 6月定例会について、報告をする。お手元に

教育総務課からの報告資料として「教育委員会関係一般質問について」が

配布されており、質問趣旨及び答弁内容が掲載されているので、併せてご

覧いただければと思う。

今回、教職員の勤務実態に関する質問が多く出ており、学校現場での出

退勤の把握をしっかりと行って欲しいとの要望があった。教育委員会では、

今年度より IC カードリーダーによる勤務時間の把握を導入することで、各

学校の業務改善、教職員の多忙化解消に取り組んでいくとの答弁を行った。

また、これに併せて部活動の在り方の検討を進め、部活動指導員について

は、学校教育法施行規則の改正に基づき、市の部活動指導員の規定も見直

す必要があるとの答弁を行った。この件については、国の方で、ガイドラ

インの作成を検討中との話を聞いているので、これを参考にしながら、今

後も部活動指導の充実と教員の負担軽減に取り組んでいきたいと考えてい

る。

学校のトイレの洋式化に向けての質問があり、計画的に整備を進めてい

くとの答弁を行った。

就学援助制度における新入学児童生徒学用品費の前倒し支給について、

質問があった。国では、要保護の入学準備金の前倒し支給が決定しており、
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市で負担する準要保護についても、入学前の前倒し支給を検討して欲しい

とのことであった。財源の確保を考慮しながら、入学前支給の制度設計に

ついて、検討していくとの答弁を行った。

着衣水泳に関する質問があった。着衣水泳については、小学校を中心に

取組が行われている。水泳の授業は、学習指導要領において、水から生命

を守ることを目的とした指導ということで、どの学校でも取り扱うことと

なっているが、着衣水泳については、その指導方法の一つとして、各学校

の判断により、実施するものであると答弁させていただいた。

授業改善の取組についての質問があった。秩父市学力向上「チチブチャ

レンジ」グランドデザイン、授業改善リーフレット「チチブチャレンジ」

等を活用して、授業改善及び学力向上の取組を進めていくとの答弁を行っ

た。

教育研究所の荒川総合支所への事務所移転後における教育相談の状況に

ついての質問があった。まだ移転して 3ヶ月程度であるため、今後の動静

を見定めつつ、学校現場との連携を密にし、これまで以上に機能的な教育

相談が行えるよう努力していくとの答弁を行った。

その他、児童の交通安全対策、スクールガード・リーダー等に関する質

問があったが、詳しくは報告資料をご覧いただきたい。

続いて、前回の定例会以降の主な行事等について、報告をする。

現在、埼玉県教育局北部教育事務所とともに、人事学事担当学校訪問を

行なっており、私も同行させていただいている。6月 8 日には、久那小学

校、花の木小学校、原谷小学校、南小学校、6月 16 日には荒川西小学校、

影森小学校、吉田小学校を訪問した。1時間から 1時間 30 分程度の訪問で

あるが、その際に、各学校長から学校経営方針や経営上の課題等をお伺い

している。埼玉県教育局としては、訪問で収集した情報を、来年度に向け

た教職員人事の資料として使用するとのことである。

また、全学校の校長とは、人事評価シートに基づく、今年度の当初面談

を行った。どの学校も、校長の経営方針を明確にし、それを、しっかりと

全職員に伝え、円滑に年度のスタートを切っていることが分かった。また、

学力向上への取組が、確実に進められている様子を感じとることができた。

5月 31 日、若い教師のための学級経営講座開講式に出席した。今年度も

聖徳大学大学院の 南部 正敏 教授を講師として迎え、5回にわたって、学

級経営に関するご指導をいただくことになっている。

6月 2日、委員の皆様にもご出席いただいた今年度の第 1回総合教育会議

が開催された。学童保育、放課後子ども教室（ふれあい教室）の一体的な

運営に向けた取組を進めていくこと。また、スクールソーシャルワーカー

やカウンセラー等の取組をとおして、より学校と連携した教育相談体制を

構築していくことについて、協議が行われた。

6月 13 日、南小学校において、ICT 活用教育推進委員会を開催した。教
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育情報化コーディネーターとして、全国で講演・指導をされている 磯崎ひ

ろみ さんを講師に迎え、授業における拡大投影機の活用についての研修を

行った。拡大投影機は、分かりやすい授業づくりに、非常に簡易かつ有効

であるということを理解することができた。また、拡大投影機とともに、

各教室のデジタルテレビを計画的に整備していく必要があると感じたとこ

ろである。

6月 22 日、原谷公民館において、今年度の新規事業「チチブアフタース

クール・スタディ～夜勉～」を開催した。教育ボランティアによる子ども

たちの自主勉強会であるが、30 名定員のところ、112 名の希望があった。

学習スペース、指導者の体制等に厳しいところはあったが、子どもたちの

学びたいという気持ちを優先し、希望者全員の参加を受け入れた。今年度

は、22 回の実施を予定している。基本的には、自主勉強会であるが、子ど

もたちの質問に対応していくため、学習ボランティアの増員等、順次検討

をしていき、今後に向けて、良い形にしていきたいと考えている。

１ 番 委 員： 6月の「秩父市 HP：教育長からのメッセージ」に掲載されていた授業改

善リーフレット「チチブチャレンジ」を読ませていただいた。

授業改善については、6月議会でも一般質問が出ており、答弁の中でも、

このリーフレットのことに触れられているが、「授業改善チャレンジ 14」

という項目に分類され、その一つ一つが、たいへん分かりやすくまとめら

れていた。このリーフレットは、「市内小中学校における授業実践の中で、

効果的だった取組を、秩父市学力向上推進委員会の委員が集約したもの」

とのことだが、本当にそのとおりの内容であり、これを秩父スタンダード

として定着させていくことが大切であると思った。

また、これと同時に、私の民生委員・学校評議員としての経験から、こ

のリーフレットの内容は、授業参観における視点になると感じたところで

ある。

３ 番 委 員： 先週 23 日、荒川西小学校において、「音楽鑑賞会～オペラを楽しもう～」

が開催された。秩父オペラの薗田真木子さん、富田駿愛さん、高橋香さん、

鈴木啓三さんの 4名がお越しになり、オペラを披露していただいた。

子どもたちだけでなく、地域や保護者にも開放されたイベントであり、

私自身もオペラをやっていたので、できればそのイベントに一役買いたい

という気持ちを持ちながら、参加させていただいた。

荒川西小学校は、秩父市でも奥まった場所にあり、どうしても社会の動

きや芸術文化等に触れる機会が少ないと感じるところがある。今回のイベ

ントで良かったと感じたのは、地域や保護者に開放してくれたことで、大

人が、オペラに関心を持ってくれたことである。親が関心を持つことによ

り、家庭の中に音楽が生まれ、それが子どもたちの興味や関心に繋がって

いくと思う。

子どもたちも、初めて聴くオペラに感動したようで、イベントが終了し
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た際には、「もっと聴きたい。」、「もう帰っちゃうの？」との声が聞こ

えてきたので、私の方から、市でも色々な音楽のイベントを行っているこ

とを紹介させていただいた。また、保護者の中にも、初めてオペラを聴い

た方がおり、たいへん興味を持たれたようで、子どもたちの卒業祝いに、

「クラスで合唱しようか。」などの話も出ており、ぜひ実現して欲しいと

思った。

（2）事務局からの報告事項

事 務 局 長： 先ほど教育長からもお話があったとおり、市議会 6月定例会は、昨日、

閉会した。本議会において、教育委員会関連の議案はなかったが、一般質

問者 11 人のうち、7人の議員から多岐にわたる質問をいただき、改めて教

育に対する関心の高さを感じたところである。

今回の議案の中に、旧大滝中学校改修工事の請負契約の締結があった。

旧大滝中学校は、平成 26 年度末に閉校し、所管が教育委員会から大滝総

合支所へ変更となっている。その後、大滝総合支所において校舎の活用に

ついて検討した結果、建物の老朽化により今後の継続使用が厳しい状況に

ある大滝総合支所及び大滝公民館を、旧大滝中学校へ移転することとなり、

議案が提出されたものである。総合支所と公民館の機能に加え、災害時に

おける大滝地区に点在する高齢者単身世帯の孤立化を防ぐため、住民が一

時避難して、数日間過ごせる部屋も準備されるとのことである。工事の完

成は、平成 30 年 2 月末を予定している。このように、秩父市では、閉校

となった学校施設の再利用等を進めているので、これからも随時、ご報告

をさせていただく。

6月 16 日、花の木小学校に久喜市長及び持田副市長をお招きし、給食試

食会を開催した。1年生 2 クラスに、それぞれ分かれて、子どもたちが配

膳するところから、給食の様子を見ていただいた。当日の献立は、カレー

ライスとフルーツであり、大盛のカレーライスを残さず完食していただい

た。子どもたちは気軽におしゃべりをし、市長もたいへん親しく接してい

ただいたことで、楽しい給食の時間になったようである。教育委員の皆様

にも、2学期に、給食試食会を計画したいと考えている。

教育総務課長： 教育総務課から、2点の報告をする。

1点目は、教育長、事務局長からも報告のあった市議会 6月定例会の市

政に対する一般質問についてである。内容の説明については省略するが、

質問及び答弁の内容をまとめた資料を、お手元に配布したので、後ほど、

ご覧いただきたい。

2点目は、秩父市職員防災訓練についてである。

7月 1日、午前 8時 30 分から、市の職員による防災訓練が行われる。今

年の訓練は、弾道ミサイルが関東地方に向けて発射され、日本上空で迎撃

ミサイルにより撃墜されたが、秩父地方に破片等が落下した可能性がある
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との想定で、避難訓練、関係機関との情報伝達訓練、市民の安否確認、災

害の現地調査、情報収集等を実施する。

当日の教育委員会の役割については、小中学校、幼稚園、調理場、民俗

資料館など、所管施設に対する避難指示の伝達、安否確認、施設の被災状

況を調査するための現地調査等の訓練を予定している。

昨年度及び一昨年度は、避難所開設訓練ということで、学校体育館にお

いて、簡易トイレの設置や食糧の持ち込み等を行ったが、今年度は、想定

を変え、実施するものである。

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、秩父市文化財保護基金について、報告をする。6月 1日に開催

した文化財保護審議委員会の中で、秩父市文化財保護基金の活用について、

専門部会を組織し、ガイドラインを作成していただくよう依頼した。文化

財保護基金については、秩父市指定有形文化財「内田家住宅」や「大宮学

校」など、市内に残されている多くの文化財を後世に伝えるために、財源

の確保に努めるものである。

平成 28 年 9 月議会において秩父市文化財保護基金条例を制定し、基金の

積み立てを開始した。基金を用いた文化財修理等の実施に当たっては、ガ

イドラインや具体的な計画が必要となることから、文化財保護審議委員会

の中に専門部会を組織し、その検討を行うものである。

2点目は、ユネスコ無形文化遺産登録記念シンポジウムの開催について、

報告する。日本時間の平成 28 年 12 月 1 日に「秩父祭の屋台行事と神楽」

を含む「山・鉾・屋台行事」33 件が、ユネスコ無形文化遺産へ登録された

ことを記念して行うものである。日時は、平成 29 年 7 月 29 日、13 時 30

分から、会場は、秩父市歴史文化伝承館 2階ホールである。メインテーマ

を「秩父祭の未来を語る」とし、ユネスコ登録への経過報告や基調講演、

パネルディスカッションを行う予定である。お手元に資料を配布したので、

後ほど、ご覧いただきたい。

学校教育課長： はじめに、本日欠席の学校指導監からの報告事項を代読する。

学校指導監から、4点の報告をする。

まず 1点目は、市内小中学校の修学旅行について報告する。市内中学校

については、6月上旬にすべて行われ、無事終了した。小学校については、

5月下旬から 6月中旬にかけて 13 校中 11 校が実施し、無事終了した。久

那小学校・荒川西小学校の 2校は、少人数のため隔年実施となっており、

本年度の実施はなかった。

2点目は、中学校の学校総合体育大会の球技・武道の競技が、6月 16 日、

17 日の 2日間、陸上は 6月 23 日に実施され、無事終了した。また、相撲、

新体操、水泳の競技については、7月 6日に開催予定である。

3点目は、すべての小中学校長と年度当初の面談を教育長と実施した。

各学校長から学校経営や教職員の指導等について、自己申告をいただいた。
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各校とも、目標及び方策が示され、目標達成に向けた手順等について、確

認することができた。

4点目は、教員の勤務時間を適切に把握するため、本日から各学校に IC

カードリーダーを使って記録できるシステムを導入することとし、本日の

教頭会議において説明会を行い、記録を開始することとなっている。これ

まで学校では、出退勤記録簿等により把握してきたが、このシステムの利

用により、ワンタッチで出退勤が記録できるようになる。勤務時間の把握

は、各学校の業務改善・負担軽減につなげることが目的である。まずは、

各校長が学校の実態に応じた対策を講じるために活用していく。

続いて、学校教育課から、2点の報告をする。

はじめに、昨年度から行っている、各学校のパソコンルームのデスクト

ップパソコンを、キーボード付タブレットパソコンに入れ替える作業であ

るが、今年度、久那小学校・秩父第一小学校・秩父第一中学校・秩父第二

中学校の 4校が夏休みの入れ替えを予定している。すでに小学校で 6校の

更新が済んでおり、残り 11 校については、次年度から順次入れ替えを行い、

平成 32 年度で、すべて完了する予定である。

続いて、就学援助制度の準要保護者に対する新入学児童生徒学用品費等

の支給額についてである。先日、閉会となった 6月の議会において、2名

の議員から質問があり、回答を行っている。ちなみに、平成 28 年度までは、

小学校 20,470 円、中学校 23,350 円であったが、国の基準を参考に増額し、

小学校が 40,600 円、中学校が 47,400 円に変更した。なお、金額の変更に

ついては、すでに市 HP などで周知を図っている。

また、入学前支給については、来年度、小学校に入学する児童から実施

する方向で、どのように進めていくか制度設計を行っているところである。

保健給食課長： 保健給食課から、2点の報告をする。

1点目、4月 14 日の秩父第二中学校の眼科・大田小学校の歯科を皮切り

に、明日 6月 29 日の原谷小学校の内科検診まで、約 3か月にわたり幼稚園・

小中学校の定期健康診断が行われた。検診科目は、内科、歯科、眼科、耳

鼻科で、これにより要治療の診断がなされた児童・生徒に対しては、学校

から保護者に治療するよう勧告することとなっている。

2点目、児童手当の支給に合わせ、給食費徴収月間として、6月 12 日か

ら 16 日まで、該当校の教頭先生等と保健給食課職員が共同で家庭訪問をし、

滞納給食費の徴収を行った。訪問対象とした家庭 21 件の内、訪問前 2件、

訪問時 1件、訪問後 5件の計 8件から 210,020 円を徴収した。

また、6件は、訪問交渉時に納付の約束をいただき、残り 7件は、不在

であったため、差置文書で対応した。今後も地道に滞納額を減らしていく

よう、学校と連携をとり、進めていきたいと考えている。

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、地域教育力活用モデル事業「チチブアフタースクール・スタ
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ディ～夜勉～」についてである。先ほど教育長からも報告のあったとおり、

先週 6月 22 日に第 1回が実施され、この様子は、土曜日の埼玉新聞にも掲

載された。明日 29 日に、第 2回の実施予定となっている。なお、学習ボラ

ンティアは、現在、大学生 4名を含む全 11 名が登録されている。

2点目は、「英語土曜学習～英検道場～」の実施についてである。英語

の基礎学力の向上を目指し、土曜日の午後に英語学習に取り組むことがで

きる機会を設け、英語検定の合格を目指した学習を中心に行うものである。

今年度は、会場を、市民会館、原谷公民館、吉田公民館、荒川農村環境改

善センターの 4箇所に増やし、全 6回を予定している。第 1回は、7月 15

日に実施される。

3点目は、夏季休業中を中心とした、市内小学生と秩父高等学校、秩父

農工科学高等学校の生徒の交流事業についてである。8 月 8 日と 9 日の 2

日間、秩父高等学校図書室において、「学力向上チャレンジ・スクール」

が行われる。市内の小学生が、秩父高等学校の生徒から学習支援を受けて

自主学習に取り組み、異年齢児童生徒の交流を図るとともに、児童の学習

意欲・基礎学力の向上を図ることをねらいとした事業である。参加者は、

児童 100 名を予定している。

もう一つは、「小学生と高校生のふれあい体験事業」である。市内の小

学生が、秩父農工科学高等学校の各専門学科に所属する高校生の支援を受

けて、異年齢児童生徒の交流を図るとともに、体験的な学習をとおして、

専門的技能を身につけ、学習意欲の向上を図ることをねらいとした事業で

ある。森林科学科の「巣箱を製作しよう」や専攻科の「電子オルゴールの

製作」など、8つの科による企画がある。7月 15 日から 10 月 21 日の期間

に、8 回、秩父農工科学高等学校において行われ、参加者は、児童 130 名

程度を予定している。

（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１８号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

教育総務課長： 議案第１８号「秩父市教育委員会の所管に係る情報公開条例施行規則を

廃止する規則」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１８号は、原案どおり可決した。
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教 育 長： 議案第１９号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

教育総務課長： 議案第１９号「秩父市教育委員会の所管に係る個人情報保護条例施行規

則を廃止する規則」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１９号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第２０号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

教育総務課長： 議案第２０号「秩父市教育委員会職員の身分及び職名に関する規則の一

部を改正する規則」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２０号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第２１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２１号「秩父市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則」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２１号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第２２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２２号「秩父市障害児就学支援委員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２２号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第２３号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

生涯学習課長： 議案第２３号「秩父市社会教育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２３号は、原案どおり可決した。
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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、この事業に

ついて、共催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、今月の共催願いについて、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、16 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）7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： 7月教育委員会定例会について、7月 26 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、7月教育委員会定例会については、7月 26 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： その他について、何かあるか。

教育研究所長： ここで、平成 29 年度秩父市学力向上「チチブチャレンジ」グランドデザ

インについて、説明をさせていただく。

（ 内 容 説 明 ）

平成 29 年度秩父市学力向上「チチブチャレンジ」グランドデザインにつ

いて、ご意見等があれば、ご連絡をいただけるよう、お願い申し上げる。

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 6月定例会を閉会する。


