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平成２９年９月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成２９年９月２８日（木） 午後２時００分

閉 会 ： 平成２９年９月２８日（木） 午後３時００分

会 議 場 ： 秩父市歴史文化伝承館２階会議室

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 9 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 8 月 28 日に開会された 8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： 秩父市議会 9月定例会が、9月 5日から 9月 26 日の会期で行われ、教育

委員会に関する多くの一般質問があったことから、その答弁内容について、

報告をさせていただく。

学校規模、学級数の現状と学校再編についての質問があった。法令では、

学校の規模について、「12 学級以上、18 学級以下を標準とする。」とされ

ているが、当市の場合、小・中学校 21 校の内 16 校が、12 学級以下（標準

以下）であり、小規模化が進んでいる。小規模校については、様々なデメ

リットがある一方、メリットもある。現在、教育委員会では、大田小・中

学校を研究校とし、小規模校のデメリットを最小化させ、メリットを最大

化させるための研究に取り組んでいる。今後も引き続き、小規模校であっ

ても、小・中学校の連携や ICT 機器の活用等により、教育活動の活性化が

図られるよう研究を進めていく。いずれにせよ、学校再編については、子

どもたちにとって、良いことかどうかを見極めながら慎重に検討する旨の

答弁をさせていただいた。

ICT 活用推進事業についての質問があった。ICT の配備状況、研究校であ

る大田小・中学校の状況、ICT 活用教育推進委員会の取組状況、ICT を活用

した授業改善の状況等について答弁させていただいた。

少子化・人口減少に対応した活力ある学校教育推進事業についての質問
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があった。平成 28 年度から 30 年度までの文部科学省委託事業として、大

田小・中学校を研究校とし、小規模校のデメリットを最小化、メリットを

最大化するために、中学校の連携・学力向上・ICT 活用を研究の柱として

取り組んでいる。12 月には、市内小・中学校を対象に、中間発表として、

公開授業やこれまでの実践発表等を行う旨の答弁をさせていただいた。

プログラミング教育についての質問があった。小学校の新学習指導指導

要領において、各教科等の特質に応じ、児童がプログラミングを体験しな

がら、コンピューターに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考

力（プログラミング的思考）を身に付けさせるための学習活動を実施する

こととされている。今後、平成 32 年度の学習指導要領の全面実施に向け、

内容の検討、研修の実施等に取り組む旨の答弁をさせていただいた。

チチブ・アフタースクールスタディ～夜勉～についての質問があった。

原谷公民館において、地域の教育力を活用し、小・中学生への学習支援を

行うモデル事業である。予想を越える参加があり、来年度以降も、より多

くの子どもたちの学びたいというニーズに応えることができるよう取り組

んでいく旨の答弁をさせていただいた。

コミュニティ・スクール導入の現状と課題についての質問があった。本

年度 3校に導入し、来年度には、全ての学校に導入する予定であり、今後

も教職員や地域住民に対し、共通理解を広げるための取組を進めていく旨

の答弁をさせていただいた。

総合教育会議の開催状況についての質問があった。平成 27 年度及び 28

年度にそれぞれ 4 回、今年度は既に 2回開催され、活発な意見交換が行わ

れている。ICT を活用した教育の充実、発達障害支援体制の整備など、具体

的な成果も上がっており、総合教育会議が設けられた意義は大きいとの答

弁をさせていただいた。

学力テストについての質問があった。今年度の全国学力・学習状況調査

の全体的な傾向で言えば、前回を上回る成果が上がっている。これは、こ

こ数年の学校及び教育委員会における重点的な学力向上の取組の効果が現

れたものと考えているとの答弁をさせていただいた。

その他、学校の危機管理体制、奨学金、学童保育料の減免措置、文化財

保護助成制度などの質問があり、答弁をさせていただいた。

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。

8月 28 日、皆野町主催で開催された外国語活動・英語科担当教員集中研

修会に参加した。講師は、文部科学省の英語担当視学官の 平木 裕 氏であ

り、新学習指導要領の趣旨と外国語（英語）教育の充実の考え方、小学校

の教科・英語の新設に関し、中学校英語においても小学校英語を理解する

必要があり、小・中連携の取組が重要であるとの説明があった。

また、同日に総合教育会議が開催され、就学前教育及び伝統文化教育に

ついてを議題として、活発な意見交換が行われた。特に就学前教育につい
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ては、幼稚園教育要領及び保育園保育指針に、「幼児期の終わりまでに育

ってほしい姿 10 項目」が共通に示されたことを鑑み、公立私立の幼稚園、

保育園、認定こども園の関係者に、この趣旨を徹底するための方策が課題

であるとの協議が行われた。

9月 1日、埼玉県教育局北部教育事務所 下野戸 陽子 副所長をはじめと

した指導主事の皆様による人事・学事担当学校訪問が行われた。高篠小学

校・西小学校・影森中学校の各校長から、学校運営や人事上の課題等につ

いての説明が行われ、それに基づく質疑応答、その後に授業視察等が実施

された。

9月 9日、天気にも恵まれる中で、中学校の体育祭が開催された。私は、

市内唯一の小・中合同開催である大田小・中学校の合同運動会に出席した。

開会式では、小学校 1年生から中学校 3年生までが横に並ぶことで、小さ

い 1年生が 9年間の義務教育課程において、成長していく姿を見て取るこ

とができた。現在、小学校 108 名、中学校 48 名であり、別々に実施すると、

少し寂しい感じとなる運動会も、合同で実施すると、非常に賑やかな雰囲

気となる。教員も各校 10 名余りであるが、倍の 20 名余りになることで、

運営面において細かな部分まで目が届くとともに、中学生にいたっては、

小さい子どもたちの面倒を見ていた。小・中学校連携の良い所を見ること

ができ、今後も更に、連携についての研究を進める意義は大きいと感じた。

また、同日、市民会館大ホールにおいて、歌手の 南 こうせつ 氏 のコ

ンサートが開催され、歌にトークに素晴らしい内容のステージであった。

また、これと同時に、新ホールの音響の素晴らしさに感心させられたとこ

ろである。

9月 14 日、埼玉県教育局北部教育事務所の人事・学事担当学校訪問があ

り、尾田蒔小学校、尾田蒔中学校、秩父第二中学校の授業視察が行われた。

9月 16 日、小学校の運動会が開催され、荒川東小学校、影森小学校、久

那小学校、秩父第一小学校を訪問した。朝から小雨の降る生憎の天気であ

ったが、各学校において、プログラムの前倒し等の工夫をするなどして、

無事に終了することができた。

9月 19 日、北部地区教育長会議に出席した。人事・学事担当の学校訪問

が終わり、平成 30 年度当初の管理職人事及び教職員人事がスタートすると

のことで、その事務内容及びスケジュール等の説明があった。

9月 21 日、中学校に配置されている、さわやか相談員の研修会が開催さ

れた。私の方からは、学校における教育相談体制における明確な位置付け

のもと、チーム学校の一員として、子どもたちに最も近い相談者として、

ご尽力して欲しいとのお話をさせていただいた。この教育相談体制におけ

る位置付け及び全教職員の共通理解については、昨日の校長会議でも、再

度徹底をお願いしたところである。

9月 22 日、秩父第一中学校において、埼玉県教育局北部教育事務所によ
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る学力向上の学校訪問が行われた。北部教育事務所の指導主事 12 名が授業

視察をするとともに、県教委の指導主事による教科の専門性に基づく指導

をいただいた。秩父第一中学校の様子については、非常に落ち着いた雰囲

気であったことが印象的であった。私が、秩父市に着任した 2年前は、秩

父第一中学校は、必ずしも落ち着いた学校とは言えなかったが、この 2年

間、PTA の方々をはじめ地域の皆様が学校に入り、挨拶運動や花壇の手入れ

等を行った。また、教員の生徒への対応も、強い言葉で指導するのでは無

く、先ずは生徒の話に耳を傾けようという姿勢に変わってきた。このよう

な取組の成果により、生徒たちは落ち着き、笑顔で生き生きとした学校生

活を送っている姿を見ることができた。県教委の指導主事からも、学校の

落ち着いた雰囲気や生徒たちの明るい表情に高い評価をいただいた。

9月 27 日、校長会議が開催された。今後も引き続き、緊張感のある学校

運営、新学習指導要領への対応等について、お願いしたところである。

また、同日、発達障害者等支援庁内会議が行われた。総合教育会議での

議論に基づき、発達障害者への切れ目のない一貫した支援について、市役

所内の関係部局で検討を行う場であり、保健・医療、福祉、教育、雇用の

関係部局が連携して対応を図っていくために立ち上げられた会議である。

今年度については、啓発用リーフレットの作成、HP への発達障害ページの

新設等を行うべく協議を進めていく予定である。

また、全国学力調査について、埼玉県下の市町村の結果が、埼玉県教育

委員会の HP に公表されている。昨年度と比較し、大幅に良い結果が出てお

り、学力向上の取組の成果が見えてきたと考えている。今後も引き続き、

チチブチャレンジに基づく授業改善等、学力向上に取り組んでいく所存で

ある。なお、秩父市内の各学校ごとの結果については、結果分析及び改善

策を含めて、12 月初旬を目途に公表すべく準備を進めている。

本日 9月 28 日、西小学校において、埼玉県教育局北部教育事務所による

学校訪問が行われた。学校全体が非常に落ち着いた様子であり、先生方が

児童に笑顔で対応する姿を見て、良い学校運営がなされていると感じたと

ころである。

１ 番 委 員： 秩父第一中学校の体育祭に出席させていただいた。天候にも恵まれ、と

ても暑い中で行われたが、入場時から 3年生の大きな掛け声が出されるな

ど、やる気に満ち溢れている姿を見ることができた。このような熱意や意

欲も点数に影響するとのことであるが、本当に立派な態度で、テントで見

ていた皆様からも大きな拍手が起こっていた。

また、南小学校の運動会に出席させていただいた。中学校の時と打って

変わり、小雨の降る中での運動会となったが、開会式では、台風の接近に

伴い来賓挨拶等を割愛する旨を、しっかりと文書で伝えるなど、学校側の

配慮ある対応に感心したところである。少人数の運動会であったが、非常

に活気があり、何をするにも呼名をし、それに対して、児童が大きな声で
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返事をする姿が印象的であった。

２ 番 委 員： 吉田中学校の体育祭と尾田蒔小学校の運動会に出席させていただいた。

両校の生徒・児童とも、表情が明るく、態度も素直で、各種目に一生懸命

取り組んでいる姿を見ることができた。吉田中学校では、若い先生が、ペ

ースメーカーとなって好記録を狙う取組や、トラックの内側を伴走して励

ましの声をかけるなどの取組が印象的であった。また、当日は、北朝鮮の

建国記念日であり、ミサイル発射が懸念されていたが、そのような事態が

発生した場合には、速やかに校舎内や体育館に避難する旨の説明がなされ、

危機管理体制が整っていることを感じた。両校ともに、素晴らしい運動会

であった。

３ 番 委 員： 荒川中学校の体育祭と荒川西小学校の運動会に出席させていただいた。

荒川中学校の体育祭では、結果発表がされた時に、負けたクラスの男子が、

悔しくて泣いている姿を見て、本当に一生懸命取り組んでいたことを感じ

取ることができた。学級通信に体育祭についての 3年生の感想が掲載され

ており、「中学校生活で、これほど頑張ったのは初めてだ。」、「これま

で体育祭に一生懸命取り組めなかったことが、先輩たちに申し訳ない。」

等のコメントがあった。自分たちの学校生活を、しっかり振り返ることが

できていることに、子どもたちの成長を感じることができた。また、この

体育祭で負けた悔しい気持ちを糧に、紅葉祭に向けて、合唱の練習に取り

組んでいるとのことである。

荒川西小学校は、小規模校であり、保護者と地域の協力無しでは、開催

できないような運動会である。地域のおじいちゃん、おばあちゃんも参加

し、また、ほとんどの保護者が役員としてお手伝いに出ていることから、

小学校の運動会が、地域のコミュニティの場のひとつになれば良いと思っ

ている。私も、来賓の挨拶が終わった後、すぐに保護者の学年委員として、

お手伝いに参加したが、子どもたちと一緒に運動会の競技に参加している

気持ちになり、非常に楽しく、あっという間に終わってしまう感じであっ

た。準備から最後の片付けまで、学校・地域一体となって行う、温かみの

ある運動会を、今後も継続していきたいと思った。

先日、いじめ防止のための望ましい人間関係づくりの研究推進校として

荒川中学校において、全校生徒と保護者への公開による「命の大切さを学

ぶ教室」の講演会が実施された。それに先だって校長先生から「命は、ど

うして大事なのでしょうか？」という質問があった。誰からも声が上がら

ず、私たちも思わず口籠ってしまい、言葉にできない重さを感じた。講演

会では、交通事故で 10 歳のお子さんを亡くした犯罪被害者遺族の方が、講

師をしていただいた。大変辛い出来事で、実話なだけに聞いている親とし

ては、自分の子どもと重ねてしまい、涙が止まらない様子であった。子ど

もを思う母親の気持ちに寄り添いやすいのか、女子生徒も涙している様子

が多く見られた。男子生徒には照れもあるのか、それを見て茶化してしま
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う姿もあったが、母親たちの涙に神妙な顔をしていた。講師の方は、この

話をするたびに、当時のことを思い出すため、大変辛いと思う。子どもた

ちにとっては、身近に経験したことでなくては、実感として捉えることが

なかなか難しく、重い内容であるかもしれない。けれども講師の方が、苦

しい思いをしても語ってくれたことで、子どもに伝わるものはあったと思

う。あるお母さんが、今日の講演会についての感想を子どもに聞いたら、

本当にインパクトが強かったようで、講演会で聞いたことを兄弟にも話を

してくれたそうである。このような体験をしたことで、大切なものに気付

いたのか、「今日は話が聞けて良かった。自分はこんなに大切に思れれて

いる。そして、まわりの一人一人にも、それと同じ命があり、大切にしよ

うと思った。」とのことである。私たち親も反抗期真っ盛りのこの時期に

落ち込むことはあるが、子どもに対し深い愛情で育てていることを再認識

することができ、この講演会を開いていただき大変有難いと感じた。平日

の日中ということで、参加者は限られてしまうかもしれないが、ぜひ親子

で聞いて家庭で話題にしてもらいたいテーマであるので、今後は、お母さ

ん同士の誘い合いを積極的に行っていきたい。校長先生からの「命は、ど

うして大事なのでしょうか？」という質問の答えが、子どもたちにも伝わ

っていれば嬉しいと思った。

４ 番 委 員： 秩父第二中学校の体育祭と花の木小学校の運動会に出席させていただい

た。秩父第二中学校の開会式では、しっかりとした所作が身に付けられ、

毎日、練習を重ねてきたことが感じられた。プログラムには、各競技の歴

代の記録が掲載されているが、フライング等にも厳しく、精度の高い記録

をとるための意識の高さを感じたところである。

花の木小学校は、小雨の降る中での運動会であったが、愛くるしい 1・2

年生が、明るく元気に頑張っている姿が印象的であった。雨の影響により、

校長・教頭等が中心となって、開会式の一部割愛・プログラム変更等を行

うとともに、雨脚が強くなった際には、一時的に児童をテントへ避難させ

るなど、難しい天候の中で、子どもたちへの配慮も行き届いていると感心

させられた。両校ともに、非常に素晴らしい内容の体育祭、運動会であっ

た。

（2）事務局からの報告事項

事 務 局 長： 市議会 9月定例会は一昨日に閉会した。本議会における教育委員会関連

の議案は、平成 28 年度決算と平成 29 年度補正予算であったが、一般質問

者 13 人のうち、6人の議員から多岐にわたる質問をいただいた。

その中で秩父市の奨学金についての質問があり、この件に関しては、

文教福祉委員会でもご質問をいただいた。秩父市には、3つの制度の奨学

金及び入学準備金があり、現在、429 名の方に貸し付けている。いずれも

無利子で、貸付要件も近隣自治体と同様であるが、利用者数は、減少傾向
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にある。制度の PR 不足も考えられるため、必要な方が利用しやすいよう、

より一層の周知を図っていきたい。また、議員から、利用者が少ないのな

ら、3つの制度を整理してはどうかとのご意見もあったが、それぞれの目

的や条件が異なっているため、一本化は難しいと考えているとの答弁させ

ていただいた。

また、学童保育室の多子世帯の保育料減免制度について、ご質問いただ

いた。今まで秩父市は、県内においても低額な保育料で対応してきたが、

他の自治体の動向や、近年の社会情勢における子育て世帯の状況等を踏ま

え、1世帯 2人以上入室している場合は、2人目半額、3人目以降を無料と

する減免制度の創設について、来年度からの開始に向け、現在、検討中で

あると答弁させていただいた。

9月 22 日、埼玉県立小児医療センターを福祉部・保健医療部・市立病院

職員とともに訪問し、秩父市における障がい児のリハビリテーションの充

実へのご協力をお願いしてきた。いろいろな分野でのリハビリが必要な子

どもたち、また、その保護者が秩父地域の中で、より充実した相談・支援

を受けられるように、市役所関係部局で連携を図り、研究しているところ

であり、今後もその取組等について、ご報告していきたいと考えている。

学校指導監： 学校指導監から、2点の報告をする。

1点目は、平成 29 年度運動会・体育祭が、全ての小・中学校とも、無事

に終了することができた。教育委員の皆様には、早朝より開会式にご参加

いただき感謝申し上げる。小学校は、生憎の天候で、多少雨に降られたが、

各学校ともプログラム変更等で柔軟な対応をし、実施することができた。

なお、幼稚園については、9月 30 日に開催する予定である。

2点目は、人事学事面の学校訪問が、この 9月 14 日をもって 21 校全て

終了することができた。北部教育事務所の管理担当の先生方からは、人材

育成の充実と教職員事故防止の徹底、更に各学校への学校経営に係るアド

バイスをいただいた。また、チーム学校としての経営力の一層の向上とと

もに、出退勤の把握等、教職員の負担軽減を考えた取組の充実についても

ご指導いただいた。

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、市議会 9月定例会の市政に対する一般質問についてであるが、

その内容を取りまとめた資料を、お手元に配布しているので、後ほど、ご

覧いただきたいと思う。

2点目は、小・中学校の電力供給契約についてである。教育総務課では、

小・中学校の光熱水費の節減を図るため、平成 27 年 12 月から、いわゆる

新電力会社と契約を結んでいる。毎年、入札により電力会社を選定してお

り、先日、入札を実施した結果、今年 12 月からは、東京電力エナジーパー

トナー株式会社と契約することになった。

経費節減の効果であるが、東京電力と契約していた平成 26 年度と、完全
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に新電力に切り替わった平成 28 年度の電気料金を比較すると、平成 26 年

度が小・中学校合わせて約 8,360 万円であったのに対し、平成 28 年度は約

5,240 万円となり、約 3,120 万円（37％）の減額となった。平成 29 年度は、

更に電気料金が減額になる見込みである。今後も、入札を適正に実施し、

経費の節減を図っていきたいと考えている。

文化財保護課長： 文化財保護課から、無形民俗文化財の公開について報告する。

10 月に入ると、各地域にある神社の秋祭りで、獅子舞・神楽などの無形

民俗文化財が公開される。1日には、下吉田の貴布祢神社で、県指定無形

民俗文化財の「貴布祢神社神楽」が公開されるほか、吉田阿熊の熊野神社

で「白岩の獅子舞」、影森の琴平神社で「琴平神社神楽」、下山田の諏訪

神社で「矢行地の獅子舞」が公開される。いずれも市の無形民俗文化財に

指定されている。8日には、県指定の無形民俗文化財の「椋神社の龍勢」、

14 日には、荒川贄川の熊野神社で、市指定無形民俗文化財の「日向の獅子

舞」、28・29 日には、浦山大日堂で、県指定無形民俗文化財の「浦山の獅

子舞」、29 日には、県指定の有形民俗文化財の「萩平歌舞伎舞台」におい

て、市指定無形民俗文化財の「秩父歌舞伎正和会」を中心に、萩平歌舞伎

舞台公演が行われる。ぜひ、伝承者の日頃の成果をご覧いただきたく、ご

案内申し上げる。

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、コミュニティ・スクール推進事業についてである。この事業

については、現在、尾田蒔小・中学校、影森中学校で設置されているとこ

ろであるが、教育委員会としては、来年度中に残りの全ての小・中学校へ

の設置を目指している。そこで、全校長先生に対して、コミュニティ・ス

クールの共通認識を持っていただくため、昨日の校長会議において、「コ

ミュニティ・スクール設置に向けて」と題し、根岸 CS ディレクターより、

ご説明をさせていただいた。今後の予定であるが、CS ディレクターを中心

にして、既に設置している学校だけでなく、来年度設置予定の学校に対し

ても、積極的に訪問等を行い、校長だけでなく、関係する教職員に対して、

周知徹底を図りたいと思っている。

また、この事業については、国・県も力を入れている。その一環として、

文科省で指定した CS マイスターと呼ばれるコミュニティ・スクールのスペ

シャリストを、各地域に派遣する CS マイスター派遣事業というものがあり、

当市も応募したところ見事選ばれ、来る 12 月 15 日の校長会が開催される

日に、三鷹市の 四柳 千夏子 先生に講演をしていただけることになった。

当日は、教育委員の皆様も、ぜひ、ご都合をつけて参加していただければ

幸いである。

2点目は、公立幼稚園の運動会であるが、3園とも来る 9月 30 日の実施

となっている。教育長、事務局長、久保教育長職務代理者におかれては、

ご出席のほど、よろしくお願い申し上げる。
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保健給食課長： 保健給食課から、1点の報告をする。

来年度入学する児童の就学時健康診断が、10 月 12 日の荒川東小学校と

荒川西小学校を皮切りに、11 月 8 日の高篠小学校まで市内小学校で行われ

る。予定児童数は男子 234 名、女子 228 名の 462 名となっている。

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、教員を対象とした研修会についてである。教員の 5年経験者

研修として、異校種授業研究会がある。小学校の教員が中学校や高等学校、

特別支援学校へ、中学校の教員が小学校や高等学校、特別支援学校などへ

行き、異なる校種の授業研究を通して、教育内容や方法について相互理解

を深めるとともに、授業力を向上させることをねらいとしている。昨日 9

月 27 日には、秩父第一中学校の英語の授業を小学校の教員が参観し、授業

研究会を実施した。新学習指導要領では、小学校で外国語が教科化される

こともあり、有意義な研修会を実施することができた。

2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。

木曜日の夜、全 22 回を計画し、本日は第 8回目が実施される。現在小学 4

年生から中学 3年生まで合計 115 名の児童生徒が参加し、学習ボランティ

アとして退職教員や教員を目指す大学生 14 名が登録をしている。子どもた

ちは、それぞれ問題集やドリル等を持ち寄り、分からない箇所を学習ボラ

ンティアに質問するという形で行っている。

3点目は、英語土曜学習についてである。例年実施している英語土曜学

習を今年度は、第 1期と第 2期に分けて実施している。第 1期は前年度ま

で行っていた英検道場として、会場を 4箇所に広げ、英語を読む、書く活

動を行い、英語の基礎的な知識を習得し、英検の合格を目指して行ってき

た。最終回の第 6回を 9月 30 日に実施する予定である。10 月 21 日からは、

今年度新たに第 2期として、イングリッシュアンバサダークラスとして、

英語による会話・コミュニケーション能力の習得を目指して全 11 回を予定

している。

１ 番 委 員： 新電力の導入により、学校の電気料金が削減できているとのことだが、

各小学校にエアコンが設置され、今後、中学校に設置されることも考慮し、

過度なコスト削減により、エアコンの使用に制限がかからないよう、予算

措置してもらえるようお願いする。

教育総務課長： エアコンの導入が決定した際に、エアコンによる電気料金の増額につい

ての試算を行っている。今後も、予算不足でエアコンの使用に制限がかか

ることの無いようにしていきたい。なお、エアコンの導入による電気料金

の増額よりも、新電力の導入による削減効果の方が大きいため、電気料金

は減額になる見込みである。

３ 番 委 員： 英検道場について、新たにイングリッシュアンバサダークラスが開始す

るとのことで、私の娘も申し込みをさせていただいているが、プリントを

見ると秩父市の PR コンテストを開催するとのことだが、具体的に、どのよ
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うなことを行うのか。

教育研究所長： 新規事業であり、どのような形で実施していくのか不透明な部分もある

が、秩父の名所・特産物等を英語で紹介できるようになることを目指して

いる。参加人数にもよるが、できれば観光地まで行って、調査活動を実施

することも検討している。

（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： 議案審議に関わる議題は、今回、特にない

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、2件の協議をお願いする。

１ 番 委 員： 第 2回ユネスコ無形文化遺産の普及・啓発について、なぜ第 1回の時に、

共催願いの申請が無かったのか。

文化財保護課長： 第 1回は「川越祭と小川町の細川紙」を訪ねるバスツアーであった。今

回は「秩父市と東秩父村の細川紙」を訪ねるバスツアーということで、秩

父市が対象地であることから、共催願いが提出されたものである。

教 育 長： その他、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、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、4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。
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（3）10 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： 10 月教育委員会定例会について、10 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、10 月教育委員会定例会については、10 月 26 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。

（4）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 9月定例会を閉会する。
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以上、秩父市教育委員会会議の顛末を記載し、相違ないことを

証するため、署名委員は、ここに署名する。

１番委員

２番委員

調 製 者


