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平成３０年３月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成３０年３月２７日（火） 午後３時００分

閉 会 ： 平成３０年３月２７日（火） 午後４時１０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

中央公民館長 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 30 年 3 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 2 月 28 日に開会された 2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： はじめに、秩父市議会 3月定例会の一般質問について、報告をさせてい

ただく。

秩父市の独自性のある教育として、チチブアフタースクールスタディ～

夜勉～に関する質問があった。夜勉については、子どもたちも熱心に参加

しており、来年度から、原谷公民館に加え、影森公民館の 2 会場で実施す

る予定である。議員の皆様からは、もっと会場を増やすべきとの声も出て

いるが、これ以上増やすとなると、指導者の確保等、運営体制の見直しが

必要となることから、直ちに会場を増やすことは難しいとの旨、答弁をさ

せていただいた。私の私見となるが、コミュニティ・スクールの取組の中

で、地域からボランティアや退職教員等の協力を得ていくことも一案であ

ると考えており、学校教育だけではなく、社会教育を通して、子どもたち

への教育体制を構築していくことが大切であると思っている。

また、同じ趣旨の質問として、将来を見通す力を養うプログラミング教

育や ICT 活用教育についての質問があった。秩父市では、この分野の若手

のホープである東京学芸大学の 高橋 純 教授に継続的な指導をお願いし

ているところであるが、ドローンを活用したプログラミング教育が、子ど

もたちの興味関心を引くのに非常に有効であるという話を聞いており、今

後、取り組んでいきたい旨、答弁をさせていただいた。
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新教育委員会制度における教育の独立と行政の関わりについての質問が

あった。教育の政治的中立性については、法律に明確に定められているこ

とから、それを前提にしつつ、市長・教育長・教育委員による総合教育会

議が運営され、様々な施策に結びつく成果を得ているとの答弁をさせてい

ただいた。

コミュニティ・スクールが教職員人事に及ぼす影響についての質問があ

った。学校運営協議会は、教職員の任用について、意見を述べることがで

きるとされているが、県教育委員会の人事権、市教育委員会の人事内申権、

各学校長の意見具申権そのものを侵害するものではないとされている旨、

答弁をさせていただいた。

コミュニティ・スクールについては、今年度の取組、学校評議員の今後

等についての質問もあった。先行して事業を進めているモデル校 3校につ

いて、それぞれの成果を説明するとともに、学校評議員は、学校運営協議

会委員に、その機能が移行される旨、答弁をさせていただいた。

新学習指導要領への対応状況についての質問があった。教育委員会にお

いては、移行に必要となる予算の確保に努めるとともに、対応方針を各小・

中学校に示し、4月からの移行措置に向け、しっかりと準備を進めている旨、

答弁をさせていただいた。

不登校の生徒の進路状況についての質問があった。教育相談員がスクー

ルソーシャルワーカーを兼務し、子どもたちとの相談方法を工夫するなど、

様々な角度から検討を行いながら進路相談に努めている旨、答弁をさせて

いただいた。

その他、インクルーシブ教育システム、学力向上等についての質問があ

り、それぞれ答弁を行ったところである。

3月 8日、ANA インターコンチネンタルホテル東京において、「秩父吉田

の龍勢」の国重要無形民俗文化財指定証書交付式が開催され、文化庁長官

から、吉田龍勢保存会の新井会長に対し、国の指定書が手渡された。また

一つ、秩父の誇り・郷土の誇りが増えたこととなるが、これも龍勢保存会

をはじめ、地域の方々の努力の賜物であると考えている。指定の審査につ

いては、文化審議会委員が行ったわけだが、学校教育活動の中で、子ども

たちが龍勢に関わる取組を実施していることが報告書に記載されており、

そのような点も高く評価された要因であったとの話を聞いている。

3月 15 日、大田中学校の卒業式に出席した。大田中学校は卒業生 12 名と

いう少数であったが、非常に温かみのある、感動的な卒業式であった。

3 月 23 日、花の木小学校の卒業式に出席した。72 名の卒業生で、歌・

贈る言葉が素晴らしく、本当に良い式であった。2時間近くの式典となっ

たが、低学年の子どもたちも、最後まで集中力を切らさずに、それぞれの

役割をしっかりと努めて、卒業生を送り出している姿が印象的であった。

3月 24 日、チチブイングリッシュ PR コンテストが、教育委員会主催で
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開催された。今年度後期の秩父イングリッシュ・アンバサダークラスで、

土曜学習として英会話の勉強をしてきた７グループ 34 名が参加した。それ

ぞれ趣向を凝らし、秩父夜祭・浦山ダム・吉田の龍勢・アニメ作品など、

秩父の良いものをテーマとして、歌・寸劇等を交えながら、秩父の魅力を

プレゼンテーションした。今回、第 1回目の取組であったが、非常に見応

えがあり、今後の本事業の可能性を強く感じることができた。

昨日 26 日、熊谷地方庁舎で開催された、本年度最後の北部地区教育長会

議に出席した。平成 30 年度当初の教職員人事の総括、埼玉県教育局北部教

育事務所の新体制についての報告があった。

１ 番 委 員： 3月 15 日、尾田蒔中学校の卒業式に参列した。55 名の卒業生であった。

校長先生の言葉、考えが、子どもたちにしっかりと伝わっており、礼を重

んじた心の籠った挨拶や答辞の言葉に感動させられた。

3月 16 日は、吉田幼稚園・保育所の修了証書授与式に参列した。保護者

の方々が、子どもたちの成長を見て、涙している姿が印象的であった。

3月 23 日は、南小学校の卒業式に参列した。新聞報道もあったが、卒業

生 28 名全員が、秩父銘仙を着用しての式となり、たいへん心に残るもの

であった。私も皆様に合わせて、着物を着て参列させていただいたところ

である。

２ 番 委 員： 高篠中学校及び久那小学校の卒業式に参列した。高篠中学校では、卒業

生はもとより、在校生の態度も非常に立派であり、厳粛な卒業式が執り行

われた。

久那小学校は、卒業生が 9名の小規模校ということもあり、卒業生一人

一人が活躍する場面の多い式であった。厳粛の中にも、たいへん温かみの

ある卒業式であった。

３ 番 委 員： 荒川中学校及び荒川西小学校の卒業式に参列した。荒川中学校では、娘

が卒業生ということもあり、立場を忘れて、祝辞の途中で感極まり、涙し

てしまった。色々なことがあった学年で心配をしていたが、誰一人として

輪を乱すことなく、私語の無い静寂の中、卒業式に相応しい落ち着いた態

度で、最後までしっかりと式に臨んでいた。晴れの日に、中学生らしい振

る舞いができたことは、当たり前のようだが、見ていてとても気持ちの良

いものであった。

荒川西小学校では、9人の卒業生が、在校生の花飾りのアーチに出迎え

られ入場、その堂々とした姿は、とても印象的であった。全校児童で行っ

た呼びかけからは、卒業生が学校の中心となり、下級生をリードしてきた

信頼関係が伺われて、胸が一杯になった。それぞれの進学先での活躍が楽

しみであるとともに、地域や学校を通して、子どものために保護者が出来

ることを、これからも積極的に協力していきたいと思える温かい式であっ

た。

４ 番 委 員： 3月 15 日、秩父第一中学校の卒業式に参列した。161 名という市内では
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たいへん卒業生の多い式であった。最後の旅立ちの日の合唱、また、卒業

生による呼びかけにおいて、ご両親や先生に対し、感謝の言葉を述べる場

面が感動的であった。厳粛の中で、集中力を切らさない、素晴らしい卒業

式であった。

3月 23 日は、秩父第一小学校の卒業式に参列した。卒業生は 28 名であ

った。校長先生からの最初のアナウンスで、今年はインフルエンザの蔓延

と花粉症の影響で、体調が悪い児童が多いとの説明があったが、会場内で

は、多少、咳き込んでいる児童もいたが、こちらも集中力を切らさない、

粛々とした式が執り行われていた。両校とも歴史の深い学校であるが、伝

統校らしい良い卒業式に参列できたと思っている。

３ 番 委 員： 先ほど教育長からもお話があったが、チチブイングリッシュ・アンバサ

ダークラスについての感想を述べさせていただく。私の娘も、英検道場に

引き続き、アンバサダークラスにも参加させていただいた。まだ英語を始

めたばかりの中学１年生にとって、英語を話すということは、ハードルが

高く、当初は消極的であったが、講師の 2人が、子どもの気持ちを引っ張

るのがとても上手で、それにつられて、自然と英語を使うことに躊躇いが

無くなっているように感じた。残念ながら、当日の発表を拝見することが

できなかったが、録画の映像を見せていただき、大勢の中で、ジェスチャ

ーを交えながら、自然に英語を使えるようになった姿に、成長を感じるこ

とができた。これを土台にして、身近なところで、英語を使う機会に出会

った時に、臆することなく、自分から進んでコミュニケーションをとって

いけるような力を、これからも磨いていって欲しいと思った。

（2）事務局からの報告事項

事 務 局 長： 3 月 19 日、ISS（インターナショナル・セーフ・スクール）認証校と教

育委員会事務局との会議が開催され、現況と来年度の再認証に向けてのス

ケジュール等を協議した。

各校における再認証に向けた取組を報告する。秩父第二中学校は、生徒

主体の校内安全点検を実施するとともに、怪我の統計と分析に基づく対応

を行っている。また、花の木小学校・南小学校へ出向いての「あいさつ運

動」は、中学校区での認証を受けている秩父市ならではの活動となってい

る。

花の木小学校では、月 1回、ISS 集会を開催し、各委員会活動の中で、

ISS の啓発等、現状において、できることに取り組んでいる。

南小学校では、PTA とともに自転車ヘルメット着用促進に取り組んでお

り、降雪日における登下校時の安全対策にも活用している。

ISS 活動導入後、安全意識の向上等の効果のほか、学校・保護者・地域

との連携が深まるとともに、児童生徒の自主的・主体的な姿勢が養われる

などの収穫があったと感じている。
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学校指導監： 学校指導監から 2点の報告をする。

1点目は、3 月 15 日に中学校の卒業式、3 月 16 日に幼稚園の卒園式、3

月 23 日に小学校の卒業式が無事終了した。先ほど各委員の皆様からの報告

のとおり、各校・園ともに、厳粛な中にも温かみのある卒業式・卒園式で

あったと報告されている。

2点目は、公立高等学校の入試が、3月 1日に実施され、9日に入学許可

候補者が発表された。今年度は、市内 8 中学校で、9 名が不合格となった

が、いずれの生徒も私立高校、また、欠員補充により、別の高等学校に進

路が決まったとの報告を受けている。中学 3年生の在籍は、580 名で、公

立高等学校進学者数は 466 名、私立・その他は 114 名となっている。3 月

14 日に、各中学校において、本人の請求に基づき学力検査の得点開示が行

われた。県内公立高校総受験者数 473 名中、266 名から開示請求があり、

全体の 56.2％であった。参考であるが、昨年度は、70.9％であった。

教育総務課長： 教育総務課から、秩父地区 PTA 連合会と秩父市 PTA 連合会等の組織統合

について報告する。

秩父地区 PTA 連合会は、平成 30 年 3 月 2 日に臨時の総会を開催し、今

年の 4月 1日から、各市・町の PTA 連合会組織を秩父地区 PTA 連合会に統

合することを正式に決定した。このたびの PTA 連合会の組織改正は、各学

校とも少子化や共働き世帯の増加など、PTA を取り巻く環境が大きく変化

する中で、組織の簡素化や保護者の負担軽減を図り、持続可能な PTA 組織

とするために、PTA が自主的に実施したものである。

このたびの組織改正により、秩父地区 PTA 連合会と各学校単位の PTA と

の中間に位置付けられていた各市・町の PTA 連合会は、発展的に解散する

こととなり、今年の 4月 1 日からは、秩父市 PTA 連合会長という役職に代

わり、秩父地区 PTA 連合会の中に、市・町単位の支部長が置かれることと

なる。

最後に、秩父市議会 3月定例会の一般質問の内容をまとめた冊子を、お

手元に配布しているので、後ほど、ご覧いただければと思う。

文化財保護課長： 文化財保護課からは、平成 29 年度文化財保護課実施事業の成果について

報告する。

毎年 5月 4日に行われる埼玉県指定無形民俗文化財「塚越の花まつり」

の映像制作と報告書の刊行が終了した。国の補助金を受けて 2か年で実施

したもので、平成 28 年度は地元の小学生 6人、平成 29 年度は 2人となり、

いずれも他地域の小学生の協力により実施した。少子化時代の民俗文化財

の継承のあり方については、地元とよく話し合いを持ちながら、検討して

まいりたいと考えている。

平成 28 年 12 月 1 日、「秩父祭の屋台行事と神楽」を含む 33 件の「山・

鉾・屋台行事」がユネスコの無形文化遺産に登録された。これを受けて、

平成 29 年 7 月 29 日、歴史文化伝承館ホールで「秩父祭の未来を語る」と
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題して、ユネスコ無形文化遺産登録記念シンポジウムを開催した。当日は、

240 人の方に参加をいただいた。また、近日中にシンポジウムの記録集が、

完成する予定である。

3月 8日には、「秩父吉田の龍勢」が国の重要無形民俗文化財に指定され

た。同日、午後 2時からは、都内において指定証書交付式が開催され、午

後７時からは、龍勢会館前の広場において、指定報告会を実施した。雨の

中ではあったが、龍勢保存会や地元の方々等、230 名もの方にお集まりいた

だき盛大に行うことができた。昨日 26 日には、記念式典・祝賀会を開催し

たところである。

今後とも「塚越の花まつり」「秩父祭」「秩父吉田の龍勢」等の無形民

俗文化財の保存・継承とともに、活用と普及に努めてまいりたいと考えて

いる。

学校教育課長： 学校教育課から、平成 30 年度学校教育課臨時職員等の配置予定数につい

て報告する。

まず、学童保育室であるが、14 学童保育室に 49 名の指導員と 32 名の補

助指導員が配置される。

続いて、小・中学校であるが、学校補助員として、各小学校に 3名ずつ、

原谷小学校と西小学校には各 6名ずつの計 45 名が配置され、この方々は、

ふれあい学校の指導員も兼ねている。

次に司書教諭補助員であるが、各小・中学校に 1名ずつ、計 21 名が配置

される。

次に、特別支援教育補助員については、小学校に 11 校、中学校に 1校で

18 名が配置される。

市費の非常勤教諭については、複式学級を解消するために、荒川西小学

校に 1名配置される。

次に、幼稚園についてであるが、久那・吉田・荒川の 3幼稚園で、園長

が 2名、臨時職員が 4名、パートタイマーが 7名となっている。

また、平成 30 年度に全校導入を目指すコミュニティ・スクール事業の調

整役となる、コミュニティ・スクールディレクターとして 1名が配置され

る。

以上、合計 180 名の臨時職員で、業務を進めていきたいと考えている。

保健給食課長： 保健給食課から、4点の報告をする。

1点目、3月 16 日に秩父市学校給食会による秩父市学校給食物資納入業

者選定委員会を開催した。審議の結果、平成 30 年度の給食食材の納入業者

として申請いただいた 23 業者については、全て取引業者として選定した。

2点目、3月 23 日の秩父第一中学校共同調理場と北部共同調理場からの

中学校への給食提供で、平成 29 年度の給食提供を全て終了した。平成 29

年度の各校への給食提供は、188 回であった。平成 30 年度は、4月 10 日か

ら中学校、11 日から小学校の給食提供を開始し、小・中学校とも 186 回の
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提供を予定している。

3点目は、3月補正予算により、春休み中に給水管給湯管の老朽化の著し

い秩父第一小学校共同調理場の給排水管設備の改修工事を実施する。これ

により新学期から、より安心して給食提供を行うことができる。

4点目は、来年度の事業として、荒川共同調理場の施設設備の改修及び

更新を実施する。これにより、学校給食衛生管理基準に適合した施設とす

るとともに、食器・食缶の消毒保管庫等の機材を増設をすることにより、

給食の提供能力を高め、影森小学校共同調理場を来年度末を持って廃止し、

平成 31 年度からは、荒川共同調理場から、影森小学校・久那小学校・久那

幼稚園に給食提供を行う予定である。

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、チチブアフタースクールスタディ～夜勉～についてである。

地域人材による学習支援の場を設け、小・中学生の学力向上を図る学習支

援策のモデルとして、今年度より開始した夜勉も、6月 22 日の第 1回から、

3月 22 日までで、全 22 回が終了した。参加申込をした児童生徒は 116 名、

延べ 1,756 名が参加した。来年度は、会場を原谷公民館及び影森公民館の

2会場とし、幅広く子どもたちへの支援をしていく予定である。

2点目は、チチブイングリッシュ PR コンテストの実施についてである。

英語土曜学習チチブイングリッシュアンバサダークラス参加者の成果発表

として、3月 24 日に、歴史文化伝承館ホールにおいて、中学生 7グループ

33 名が参加した。どのグループもパワーポイントを使ったり、映像を流し

たりしながら、ちちぶ銘仙館や聖神社、浦山ダム、龍勢祭り、秩父のアニ

メなど、秩父の良さなどについて、工夫して発表することができた。来賓、

審査員、保護者等、計 112 名の参加があった。テレビ局、新聞社の取材も

あり、25 日には、NHK で放送されたところである。

（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： 議案第 7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 7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７号は、原案どおり可決した。
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教 育 長： 議案第 8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 8号「秩父市教育委員会事務局等事務専決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 8号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 9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 9号「秩父市立小・中学校におけるパワー・ハラスメントの防止

等に関する要綱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 9号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 10 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 10 号「秩父市歴史文化基本構想等策定委員会設置要綱の制定」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 10 号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 11 号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

中央公民館長： 議案第 11 号「秩父市地区公民館長の委嘱について」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 11 号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 12 号を議題とする。議案第 12 号は、秩父市教育員会事務局職員

の人事案件であり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第 6

項において、「従事する業務に直接の利害関係のある事件については、そ

の議事に参与することができない。」と規定されていることから、関係職

員の退出を求める。

（ 関 係 職 員 退 出 ）
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事務局に議案の説明を求める。

事 務 局 長： 議案第 12 号「秩父市教育委員会事務局職員人事異動について」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 12 号は、原案どおり可決した。

（ 職 員 入 室 ）

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）4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： 4月教育委員会定例会について、4月 24 日午後 4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、4月教育委員会定例会については、4月 24 日の午後 4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： 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

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 ）
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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 3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。

３番委員

４番委員

調 製 者


