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平成３０年２月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成３０年２月２８日（水） 午後２時００分

閉 会 ： 平成３０年２月２８日（水） 午後２時４５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 30 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、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 30 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 26 日、埼玉県都市教育長協議会定例会が蓮田市で開催され、埼玉県

教育局 松本 浩 市町村支援部長から 4点のお話があった。

1点目、東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会における、マスコ

ット選定の小学生投票に、ぜひ参加して欲しいとのお話があった。秩父市

では、全小学校が投票に参加しており、本日開票が行われ、ア・イ・ウの

3案の中から、ア案が公式マスコットに決定したとのことである。

2点目、県の学力調査の活用推進についてのお話があった。

3点目、進路指導について、各県立高校の特性を十分理解した上で、適

切な指導を行って欲しいとのお話しがあった。

4点目、教職員の不祥事に関して、各学校で管理職に相談しやすい雰囲

気づくり、教員の年齢・経験に応じた研修を工夫するなど、不祥事の撲滅

に取り組んで欲しいとのお話があった。

その他、県からの情報提供・連絡事項として、生徒指導について、SNS

に係る被害等の未然防止に関するお話があった。神奈川県座間市の事件で

は、埼玉県立高校の女子生徒も被害を受けたことから、児童・生徒・保護

者へのネットトラブルに対する注意を呼びかけて欲しいとのことであった。

また、高校における通級指導について、平成 30 年度から皆野高校、八潮

南高校、鳩山高校、新座高校の 4県立高校をモデル校とし、通級による指
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導の試行を実施するとの報告があった。

2月 6日から 9日の 4日間、全校長 21 名と人事評価シートに基づく最終

面談を行った。また、これに併せて、学力向上への取組についての意見を

伺い、各学校において、やるべきことをしっかりやっていただいているこ

とを確認することができた。ここで、いくつかの取組や教員の感想等につ

いて、ご紹介させていただく。

毎月の校長講話を「児童のやる気、心を変える」をテーマに実施し、感

想文を書かせて、必ず校長のコメントを書き添えた。取組の成果が見えて

きた段階で、やらされ感が無くなってきた。子どもたちも「できた」とい

う達成感で、生活態度も変わってきており、それを見た教職員も、さらに

やり甲斐を感じ、意識の変容につながってきている。

重点目標を数値化し、教職員の力を結集した。授業改善の取組を通じた

教職員の意識改革が進んできている。

学力調査の成果が出ることによって、教職員の意識、意欲が向上してい

る。子どもたちも、自信、誇りを持ち、落ち着きが見えてきた。教職員は

子どもの伸びしろ、可能性を信じ、より伸ばそうという気持ちが出てきた。

また、校長の仕事が楽しく、笑顔を大切に明るい職場づくりに心がけて

いるなどの嬉しいお話を聴くことができた。

2月 7日、若い教師のための学級経営講座、全 5回の 5回目が開催され、

終了後に閉校式が行われた。聖徳大学大学院教授の 南部 昌敏 先生を講師

として、若手教員を対象とした学級経営講座であるが、ワークショップを

中心とした研修で、今年度 1年間の学級経営を振り返りながら、今後の課

題をグループごとにまとめあげた。5回の研修により、各受講者が、自分

自身の学級経営に対し、省察、分析、改善する実践的な力がついたと思っ

ている。

2月 8 日、大田小学校を会場に、本年度 3 回目の ICT 活用教育推進委員

会が開催された。東京学芸大学准教授の 高橋 純 先生から、4年生理科の

公開授業をもとに、より深い学びのための探求の過程である、①課題設定、

②情報の収集、③整理分析、④まとめ・表現の 4つの段階について説明が

あった。これは、すべての学びのプロセスに適用できるものであり、各段

階において、最も効果的な ICT の活用により、学習過程の質を高めること

が必要とのお話があった。

2月 15 日、秩父特別支援学校において、特別支援学級等合同学習発表会

が開催された。これは秩父特別支援学校と秩父地区の特別支援学級の児

童・生徒の学習発表会であり、子どもたちは、日頃の学習の成果をしっか

りと発表していた。来賓や保護者等たいへん大勢の方にお越しいただき、

特別支援学校の体育館では手狭に思うところもあったことから、もう少し

広い会場が必要ではないかと感じたところである。

同日、県立皆野高等学校を訪問し、青木 孝夫 校長と高等学校における
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特別支援教育について、同校の多くの生徒が、秩父市から進学しているこ

とを踏まえて意見交換を行った。皆野高校では、少子化に伴い、定員割れ

が課題となっている。また、学力に課題のある生徒、中途退学なども問題

となっている。青木校長は、生徒への丁寧な対応、積極的に関わりを持つ

姿勢を教職員に徹底し、ここ数年、中退率が減るなどの成果をあげている。

また、コミュニケーションや学力に課題のある生徒に対する特別な支援

を行うために、来年度から高校通級を行うこととしている。県の 4校のモ

デル校の一つとして、通級指導教室を開設し、週に数時間、生徒の実態に

応じた特別な指導を個別に受けられるようにするとともに、その個別指導

を、学校で設定する科目として、単位認定していくなどの取組を行ってい

くとのことである。

秩父市においても、発達障がい等への乳幼児期から就労まで、生涯にわ

たる一貫した支援体制を検討しているが、これを実現させるためには、ど

うしても県立学校に頼らざるを得ないことから、高校段階の対応について、

皆野高校等の取組に期待したいと考えている。

2月 17 日、国立特別支援教育総合研究所の全国セミナーが都内で開催さ

れ、埼玉県教育委員会から、秩父市におけるインクルーシブ教育システム

に関係した研修の取組についての報告があり、秩父市の校長研修及び担当

者研修等が、しっかりと行われている旨、全国に発信することができた。

2月 18 日、青葉昌幸杯第 56 回秩父駅伝競争大会が開催された。例年、

大田小・中学校をスタートとして実施されていたが、今年度は、秩父市ス

ポーツ健康センターをスタートとして、市街地を走るコースに変更となっ

た。私の方からは、市長代理の挨拶とスターターをさせていただいた。

2月 19 日、本庄市において、北部地区教育長会議が開催され、年度末・

年度当初における人事関係のスケジュール等について説明があった。私の

方からは、コミュニティ・スクールの取組として、文部科学省からコミュ

ニティ・スクール・マイスターの委嘱を受けている 四柳 千夏子 氏による

研修会の実施等について、報告をさせていただいた。。

2月 21 日、秩父市議会 3月定例会が開会され、3月 16 日に閉会という日

程で行われる予定である。

2月 23 日、本年度、第 4回目の総合教育会議が開催された。1点目の議

題は、就学前教育の取組ということで、1月 13 日に開催された、幼稚園・

保育所の合同研修会の報告、2点目の議題は、SNS への対応ということで、

子どもたちを取り巻くインターネットの状況、携帯電話・スマートフォン・

小型ゲーム機を通じて事件に巻き込まれる可能性があることへの危機感の

共有、使用する際のルールづくり等が主な論点となり、協議が行われた。

学校や教育委員会での取組等についての説明後、秩父市 PTA 連合会役員の

皆様からの報告、また、各教育委員からも、それぞれの立場で、ご意見を

出していただいた。学校と PTA で SNS に関する研修を充実させることや、
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危機意識を市民レベルで共有していくために、学校・PTA だけではなく、

社会教育団体・警察等の関係機関も入った「青少年育成秩父市民会議」な

どの既存の組織を活用していくとの方向性を出すことができた。

１ 番 委 員： 2 月 9 日、市役所本庁舎 3階の庁議室において、秩父地区教育委員会連

合会第 3回役員会が開催された。今回の議題は、1点目が平成 29 年度退任

会員・退職教職員・永年勤続職員等の表彰について、2点目が、平成 30 年

度秩父地区教育委員会連合会第 1 回役員会及び総会の開催日について、3

点目が、研究指定委嘱校募集要領の改正についてであった。

研究指定の委嘱については、昨年度、新谷教育長から、「時代の変化や

地域の実情等を考慮し、秩父地域で必要とする研究に対し、支援を行って

いくのはどうか。」とのご意見があり、検討協議を重ねてきた。現在、最

終調整を行っているところであり、決定次第、報告をさせていただく。

３ 番 委 員： 2 月 25 日、ミューズパーク音楽堂において、コーラスフェスティバ

ルが開催された。今年は、第 10 回という記念の年で、全部で 18 団体の参

加があり、私もちちぶ女性合唱団として参加させていただいた。

その中に、高篠小学校の児童が歌う、ちちぶ児童合唱団があった。昨年

の 11 月に学校公開でお伺いした際に、給食を一緒にいただいたり、作文

の発表をしてくれた 2年生の子どもたちもステージに立ち、とても活き活

きとした表情で、楽しく歌う姿にとても感動した。歌に気持ちを込めて、

目の前にいる相手に伝えようとする、子どもたちの想いが、しっかり届い

てきた。合唱活動を通じて、自分の気持ちを表現できる子どもたちが育つ

ことを、これからも応援していきたいと考えている。

（2）事務局からの報告事項

事 務 局 長： 秩父市議会について報告をする。先ほど教育長からもお話があったが、3

月定例会は 2月 21 日に開会され、会期は 3月 16 日までである。本議会の

議案は合計で 40 件あるが、教育委員会関連の議案は、先月の教育委員会定

例会でご審議いただいた「秩父市立学童保育室条例の一部を改正する条例」、

「指定管理者に指定する団体の変更について（秩父市立浦山歴史民俗資料

館）」のほか、平成 29 年度補正予算及び平成 30 年度当初予算を上程して

いる。

今回の補正予算は、年度末を控え、当初の見込みより安価で事業が執行

できたことによる減額補正が多くなっており、教育委員会では、小・中学

校の電気料を約 730 万円を減額する。この小・中学校の電気料については、

平成 27 年度 12 月より、従来の電力会社から新電力会社へ切り替え、毎年

度、入札を行っている。その結果、従来と比較して年間 3千万円以上の削

減が図られている。

その他、中学校普通教室への空調設備設置工事について、国の補正予算

による補助金の交付が決定したことから、来年度に予定していた工事を前
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倒しで実施できることになったことによる補正を行う。対象校は、秩父第

一中学校・秩父第二中学校・尾田蒔中学校・影森中学校である。

また、議会の開会日には、市長が平成30年度の施政方針を発表したが、

最重点事項の一つに「教育の充実」が位置付けられ、教育委員会と市長部

局が一体となり推進していくと述べられた。また、他の最重点事項には、

「外から人を呼び込む施策の推進」等があり、その中には、文化財保護課

の新たな取り組みが盛り込まれている。

なお、一般質問は、13 名の議員から出されているが、その内 7名に対し、

教育委員会が答弁を行う予定である。

学校指導監： 学校指導監から、2点の報告をする。

1点目、平成 30 年度秩父市学校創造グランドデザインを作成した。お手

元の資料をご覧いただきたい。大きな変更点のみ申し上げる。まず、目標

Ⅰ確かな学力と自立する力の育成について、、重点目標に「新学習指導要

領への対応」を入れた。それに対応して、再来年度から全面実施になる新

学習指導要領、特に(4)英語教育の強化・充実について一番下の項目「小学

校外国語活動授業づくりブックレットの活用」を加えた。次の目標Ⅱにつ

いては、今年度と同様である。目標Ⅲについては、（2）秩父の魅力発見・

体験事業の推進項目で、「伝統文化に親しむ日の取組」を加えている。（3）

では、子ども秩父学士を伝統芸能伝道師に変更した。(4)地域教育力活用事

業の推進では、「チチブアフタースクール・スタディの取組」を新たに加

えた。目標Ⅳについては、（1）幼保小中の連携の 1行目、「幼稚園教育の

充実」という文言を「就学前教育の充実」に変更した。以上が改定した主

な点となっている。すでに校長会で提示し、ご意見をいただき完成したも

のである。

2点目は、明日 3月 1日、平成 30 年度埼玉県公立高等学校入学者選抜学

力検査が実施される。また、翌 2日には、一部の学校で面接が実施される。

3月 9日、入学許可候補者の発表が、各高等学校で公表される。

教育総務課長： 教育総務課からは、奨学金等の申し込み状況について報告する。

秩父市には、武山育英資金、秩父市奨学資金、高山奨学資金の 3つの奨

学金制度と入学準備金の貸付制度がある。毎年、2月 1日から 3月 31 日ま

で、奨学金の申請を受け付けている。昨日までの申込状況は、高校・大学

等を対象とする武山育英資金が 3件、専門学校等を対象とする高山奨学資

金が 1件の合計 4件である。ただし申請書類を取りに来られた方は、20 名

おり、今後、合格発表等に応じて、3月 31 日までの受付終了までには、更

に申し込みが増えるものと予想している。

また、入学準備金については、大学への入学金等の払い込みに間に合う

よう、年度内に貸付を行うことになっており、今年も 1月中に申請を受け

付け、申請のあった 2件について、すでに入学準備金の振り込みを完了し

ている。
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参考として、昨年度の貸付件数は、武山育英資金が 11 件、秩父市奨学資

金が 2件、高山奨学資金が 4件、入学準備金が 0件、合計 17 件であった。

文化財保護課長： 文化財保護課から 1件、「秩父吉田の龍勢」の重要無形民俗文化財指定

に伴う記念行事の開催について報告する。

ご案内のとおり、1月 19 日に国の文化審議会は、「秩父吉田の龍勢」等

を国の重要無形民俗文化財に指定するよう文部科学大臣に答申している。

そして、3月 8日には、ANA インターコンチネンタルホテル東京において、

重要無形民俗文化財指定証書交付式が開催され、正式に「秩父吉田の龍勢」

が国の文化財に指定される予定となっている。この指定証書交付式には、

吉田龍勢保存会長をはじめ、久喜市長・新谷教育長が出席する予定である。

この国指定を受けて、秩父市と吉田龍勢保存会では、記念行事を計画して

いる。はじめに、3月 8日午後７時からは、龍勢会館前の広場において、

龍勢保存会会員又は地元の方々を対象とした指定報告会を計画している。

そこでは、指定証書の披露、くす玉割り・懸垂幕のお披露目等を予定して

いる。

次に、3月 26 日午後 5 時 20 分からは、秩父市民を対象とした指定記念

式典や公演会を、秩父市の主催により実施する。また、その後、吉田龍勢

保存会主催による祝賀会も計画されている。このことについては、改めて

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。

はじめに、平成 30 年度市内ふれあい学校入校申し込み状況についてであ

る。新年度の定員 405 名に対し、461 名の申請があり、3年生から 5年生の

51 名が待機児童となっている。ふれあい学校については、平成 27 年度に

53 名、28 年度に 59 名、29 年度に 31 名と、ここ何年か、待機児童が出て

いる状況である。

当事業は、平成 16 年度から市の独自施策として実施してきたが、希望者

が多く、待機児童が増加する傾向にあるので、今後は、余裕教室等の提供

について、小学校と協議することや、職員体制、学校補助員の確保等を行

い、体験活動や学習支援を通じて、放課後の子どもたちの居場所づくりに

努めていきたい。

続いて、就学援助の入学前支給について報告する。今年度より実施する

こととなった、就学援助の入学前支給についてであるが、1 月末の申請期

限後、審査を実施した。これにより、支給対象者として、小学校新 1年生

52 名、中学校新 1年生 50 名が確定した。対象者へは 2月 21 日付けで認定

通知を送付しており、支給時期は 3月 22 日を予定している。なお、支給額

は、小学校は新入学児童学用品費等として 40,600 円、中学校は新入学生徒

学用品費等として 47,400 円、さらに中学生には、秩父市独自の補助金とし

て、制服購入費に 8,000 円を支給することになっている。
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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、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

を限度に支給され、該当世帯は 2,933 世帯となっている。今後の予定であ

るが、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点目は、2月の児童手当支給に併せ給食費の滞納整理を行った。期間は

2月 13 日から 16 日までで、保健給食課の職員と該当学校の教頭先生と夜

間に家庭訪問し、交渉を行った。

最後に、市内小・中学校でのインフルエンザの状況であるが、2月は小

学校 10 校、中学校 1 校で学年及び学級閉鎖があり、23 学級において、イ

ンフルエンザによる閉鎖の報告があった。本日も 2校 3学級が閉鎖となっ

ている。

教育研究所長： 教育研究所から、2点の報告をする。

1点目は、インターナショナルセーフスクール事業 ISS についてである。

2月 13 日、日本セーフコミュニティ推進機構による学校訪問が行われた。

8時 20 分より花の木小学校において、児童による ISS 集会を参観し、担当

職員からの活動報告後、ご指導をいただいた。午後 2時からは南小学校に

おいて同じく児童の ISS 委員による活動の発表と担当職員による活動報告、

午後 3時からは秩父第二中学校において行われた。認証校 3校は、来年度

の再認証に向けて準備を進めているところである。

2点目は、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

いてである。大田小・中学校を研究校として取り組んでいる、第 3回秩父

市小規模校教育高度化推進会議を、2月 13 日、歴史文化伝承館において、

聖徳大学大学院教授 南部 昌敏 先生のご指導の下に実施した。大田小・中

学校それぞれの校長・教頭・研究主任が出席し、今年度の取組成果につい

て報告後、来年度の取組についてご指導いただいた。また、2月 21 日には、

本事業の所管である 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課教育

制度改革室室長補佐 大類 由紀子 様と義務教育改革係ご担当者様にお越

しいただき、大田小学校、大田中学校全学級の 4時間目の授業を参観、午

後には研究推進状況について説明をし、その後、ご指導をいただいた。大

類室長補佐からは、大田小学校での 6年生を送る会の練習をしている様子

に、小規模校の良さを感じていただいたり、小・中が連携して様々なこと

に取り組んでいることにお褒めの言葉をいただいた。
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１ 番 委 員： 平成 30 年度秩父市学校創造グランドデザインについて、目標Ⅰ(4)英語

教育の強化と充実の中で、「小学校外国語活動授業づくりブックレットの

活用」とあるが、もう少し詳しく教えていただきたい。

教育研究所長： 今年度、秩父市英語教育推進委員会を開催し、その推進委員会の中で、2

年間の移行期間において、小学校でどのように授業を進めていけばよいか

を、先生方の参考資料として、約 10 ページ程度にまとめたものである。

現在、活用している「秩父市授業改善リーフレット」の英語教育版と考

えていただければと思う。

１ 番 委 員： そのハンドブックは、秩父市独自で作成したものであるか。

教育研究所長： 秩父市独自で作成したものである。

２ 番 委 員： 給食費の滞納整理について、実施状況と成果を教えていただきたい。

保健給食課長： 今回、学校からの連絡に反応が無かった 14 件について、家庭訪問を行い、

不在の場合には、差置文書による対応を行っている。私が訪問した 3件に

ついては、2 件が入金され、もう 1件については、納入の約束をとり付け

ることができた。

（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： 議案第 5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 5号「秩父市小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令」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 5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、5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）



秩父市教育委員会 10/10

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： 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 27 日午後 3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 27 日の午後 3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 2月定例会を閉会する。


