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平成３０年４月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成３０年４月２４日（火） 午後４時００分

閉 会 ： 平成３０年４月２４日（火） 午後４時５０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 倉澤 俊夫

事務局長 新井 康代

事務局次長兼文化財保護課長 中野 茂

事務局専門員兼学校教育課長 諸 敦夫

教育総務課長 山越 達也

保健給食課長 新井 常男

教育研究所長 大場 正幸

総務部次長兼総務課長 林 昭弘

市民スポーツ課長 川田 幸一

市民部専門員兼生涯学習課長兼 松本 直子

歴史文化伝承館長兼中央公民館長

市民部次長兼秩父図書館長 宮前 房男

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 4 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 30 年 3 月 27 日に開会された 3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： 4 月 4 日、秩父市と幸手市の非常災害時における相互応援に関する協定

締結式に参加した。水害の多い幸手市、土砂災害などの多い秩父市との相

互応援に関する協定は、たいへん意義のあるものであると感じた。また、

幸手市の教育長との間で、教育活動について、相互に情報交換を行うこと

とを約束した。

4月 6日、文部科学省による全国の公立中学校に通う生徒の英語力を調べ

た結果が公表された。中学校 3 年生における英語検定 3級以上取得者と 3

級以上相当の力を持っている生徒の割合は、全国平均 40.7％に対し、秩父

市は 37.2％であった。

4月 9日、10 日、11 日に、中学校、小学校、幼稚園の入学（園）式が行

われた。入学児童数は、小学校 446 名・特別支援学校 4名・その他 3名、

入学生徒数は、中学校 533 名・特別支援学校 3名・その他 11 名、幼稚園は

15 名となっている。小・中学校とも、落ち着いた入学式が執り行われたと

の報告を受けている。

4月 12 日、埼玉県学力・学習状況調査が実施された。小学校 4年生から

6年生の国語・算数、中学校 1年生の国語・数学、中学校 2年生の国語・数

学・英語で行われた。この調査は、児童生徒一人ひとりの学力を確実に伸

ばす教育を行うための基礎的な資料として活用するために、埼玉県が実施
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するものである。

4月 17 日、全国・学力学習状況調査が実施された。小学校 6年生の国語・

算数・理科、中学校 3年生の、国語・数学・理科で行われた。

１ 番 委 員： 秩父第二中学校と原谷小学校の入学式に参列した。両校とも秩父市内に

おいては、大規模校となるが、整然とした式が執り行われていた。

また、久那幼稚園の入園式に参列した。久那小学校の体育館で行われた

が、来賓が 12 名、入園児数は 4名という少人数で、寂しい感じもあった

が、年中 6名・年長 8名による、しっかりとした歌と歓迎の言葉で、大き

な体育館が、明るく、そして温かく感じられる式であった。

２ 番 委 員： 尾田蒔中学校と秩父第一小学校の入学式に参列した。

尾田蒔中学校では、中学生らしい厳粛な式が執り行われた。式の後半に

体調が悪くなり、担架で運ばれた新入生がいたが、式の後に、体調が回復

したとの報告を受け、安心したところである。

秩父第一小学校では、新入生が 19 名ということで、校長先生から、つい

に 20 名を切ってしまったとの報告を受けた。少人数であったが、温かみ

のある入学式であった。

３ 番 委 員： 昨年度、チチブイングリッシュ・アンバサダークラスに参加していた荒

川中学校の生徒の教室に、外国から転校生がやって来た。日本語がほとん

ど話せず、日常会話が英語とのことで、迎えた生徒たちは、勉強した英会

話を何とか工夫して、皆で知恵を出し合いながら、一所懸命コミュニケー

ションをとっているとのことである。習ったことが、そのままにならず、

実生活で生かせるというチャンスは、たいへん在り難く、お互いの使う言

葉を理解しながら仲を深めていき、使える言葉の範囲が広がっていけば良

いと考えている。

４ 番 委 員： 3月 15 日、荒川中学校と荒川東小学校の入学式に参列した。

荒川中学校には、来賓として久喜市長もお越しになり、市長と私の方で、

挨拶をさせていただいた。生徒たちは、市長等の話に熱心に耳を傾け、厳

粛な雰囲気のもと、良い入学式が執り行われた。

荒川東小学校では、初々しい新入生の姿が印象的であった。ベテランの

先生が担任となっていたが、経験豊かな先生が、小学１年生の担任に就く

ことは、非常に良いことであると感じた。両校とも、たいへん素晴らしい

式であった。

また、これまで旧市内の学校を訪れる機会が多かったが、今回、はじめ

て、旧荒川村管轄の学校に訪問させていただき、言葉では上手く表現でき

ないが、それぞれの地域に、それぞれの特色があるように感じられた。荒

川地域の風土・空気感が、改めて素晴らしいと感じるとともに、貴重な経

験をさせていただいた。
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（2）事務局からの報告事項

事 務 局 長： 倉澤新教育長のもと、新年度が始まった。人事異動により職員の転出入

のある中、新規採用職員 3名が教育委員会事務局に配属され、学校教育課・

文化財保護課・吉田幼稚園にて、それぞれ勤務を開始している。先輩職員

も初心に立ち返り、担当事務の見直しなど、課内の活性化を図っていきた

いと考えている。

市長より示された本年度の秩父市経営方針の最重点事項のひとつ「子育

て、教育の充実」では、放課後児童対策の充実、英語教育の充実、チチブ・

アフタースクール・スタディ（夜勉）の推進、ICT 活用教育の普及、学校

施設老朽化対策の調査と今後の計画策定等が挙げられている。どの事業も

昨年度から取り組んで、成果を上げてきたものであるが、反省点・改善点

を検討して、更なる実績を上げられるよう継続して実施していく。また、

以上の事業の他に、重点施策として「新秩父市誌」の編纂・刊行事業が挙

げられている。これは、文化財保護課が担当して、この 20 年間を対象に

「新秩父市誌」を編纂する。合併した新秩父市のあゆみを歴史・市町村合

併・行政・産業経済・教育文化・民俗などに区分けし、資料に基づき解説

するもので、今後の行政経営に重要な役割を果たすものと考えている。期

間は、平成 30・31 年度の 2 か年を予定している。いずれの事業も当市の

教育大綱の基本理念にある、「秩父市のよさを継承し、秩父市の未来を担

う人材を育成すること」に不可欠なものであることを市民からご理解いた

だけるよう情報発信を心がけていきたい。

文化財保護課長： 文化財保護課から、平成 30 年度文化財保護課の主要事業について報告を

する。

はじめに、秩父市歴史文化基本構想事業について、国の補助金を受けて、

秩父市歴史文化基本構想の策定に着手する。平成 30 年から平成 32 年まで

の 3か年を予定している。秩父市に所在する文化財を指定・未指定に関わ

らず、幅広く捉えて、的確に把握し、文化財をその周辺環境まで含めて、

総合的に保存・活用するための方針を策定する。歴史文化基本構想は、文

化財保護行政を進めるためのマスタープランとするとともに、文化財を生

かした地域づくりに役立てていくものである。

次に、全国山・鉾・屋台保存連合会総会秩父大会の開催についてである。

国の指定を受けている「山・鉾・屋台行事」の保持団体を中心に構成され

る「全国山・鉾・屋台保存連合会」の総会を、12 月 1 日・2日に秩父市で

開催する。北は青森県から南は熊本県まで、全国 37 の祭り関係者及びその

自治体関係者、300 人以上の方が秩父にお越しになる予定である。1日目は

会議や研修等を行い、2日目は秩父祭や街並みを視察していただく予定と

なっている。

最後に、「新秩父市誌」の編纂・刊行事業であるが、この事業について

は、先ほど事務局長が申し上げたとおりである。
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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、市内公立小・中学校及び幼稚園の児童・生徒・園児数、学級

数についてである。本年度の児童・生徒数は、4月 6日付け調査によると、

小学校 2,969 人、中学校 1,630 人、合計 4,599 人である。昨年度の合計は、

4,740 人であったので、141 人の減である。学級数は、小学校通常学級 116

学級、特別支援学級 28 学級、中学校通常学級 54 学級、特別支援学級 9学

級となっている。また、幼稚園の園児数は、53 人である。昨年度は、64 人

であったので、11 人の減である。学級数は 11 学級で、増減は無かった。

2点目は、コミュニティ・スクールについてである。今年度から、全て

の小・中学校に制度を導入することになっており、現在 21 校全ての小・中

学校から、195 人の運営協議会委員が選任され、早い学校では、4月 10 日

から順次、第 1回目の運営協議会が開催されている。第 1回目の運営協議

会において、校長が作成する「学校運営に関する基本的な方針」等の承認

を行う予定である。

教育総務課長： 教育総務課から、奨学金等の貸付状況について報告をする。

本年 2月に申請の状況を報告させていただいたが、4月 11 日に開催した

平成 30 年度秩父市奨学資金貸与者選考委員会において、武山育英資金 10

件、高山奨学資金 2件、秩父市奨学資金 3件と入学準備金 2件について、

申請者全員が承認された。

総数は 17 件で、内訳は 4年生大学 14 件・専門学校 2件・短大 1件、総

額は 3,166 万円である。

なお、選考会委員は、学識経験者の内から市長の委嘱により 13 人以内と

決められているが、本年は 10 名であり、元校長先生、児童委員 社会福祉

協議会事務局長、現職の校長先生等で構成されている。

保健給食課長： 保健給食課から、2点の報告をする。

はじめに、学校給食の開始について報告する。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、6調理場とも順調に給食提供をしてい

る。今年度は、小・中学校とも 186 回の給食提供を予定している。

2 点目は、秩父市子育て支援学校給食費助成金について報告する。3 月

16 日の申請期限までに受け付けた申請件数は 2,780 件で、そのうち支給決

定 2,757 件、不支給決定 23 件で、支給総額 51,547,400 円であった。支給

決定通知書を 4月 27 日に発送し、助成金は 5月 17 日に給食費の振替用口

座へ振り込まれる予定である。

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、学習状況調査についてである。4月 12 日に埼玉県小・中学校

学習状況調査が実施され、小学校 4年生から中学校 3年生までの児童・生

徒が調査を受けた。この調査により、児童・生徒一人ひとりの学力の伸び

を把握することが可能となっている。

また、4月 17 日には、全国学力・学習状況調査が実施され、小学校 6年
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生と中学校 3年生が調査を受けた。本年度は、国語・算数・数学の教科の

他に、理科を加え実施した。国語・算数・数学については、基本問題Ａと

応用・思考力をみる問題Ｂを実施した。今年から全国の学力・学習状況調

査の結果発表が早まるが、県からのご指導を受けながら、成果や課題を明

確にし、学習指導に生かしていきたいと考えている。

2点目は、教育相談室の活動概要についてである。4月より、前荒川東小

学校長の 笠原 佳光 先生が新たなスクールソーシャルワーカーとして、ま

た、臨床心理士の 赤木 友彦 カウンセラーに毎週水曜日に勤務いただき相

談活動がスタートしている。今年度も、教育相談室長の他 3名につきまし

ては、引き続き、教育相談員兼スクールソーシャルワーカーとして勤務し

ている。さわやか相談員や関係機関等との連携を深め、情報交換や対応策

について協議し、教育相談体制の充実を図っていく。

3点目は、英語教育強化推進事業についてである。本年度は、外国語指

導助手（ALT）を、1名増員していただき 9名を配置した。また、昨年度に

引き続き、外国語活動コーディネーター4名を小学校に配置している。4月

上旬に研修会を実施し、外国語活動における授業の支援や教員の授業力向

上への支援を行っている。今後も研修を重ね、教員の授業力の向上と、子

どもたちの英語力の向上への支援を行っていく。

１ 番 委 員： コミュニティ・スクールについて、運営協議会委員 195 人が選任された

とのことだが、学校評議員からスライドして運営協議会委員に就かれた方

から、「これまでの職務と何が違うのか戸惑っている。」との声を聴いて

いる。今後、新規委員を対象とした、コミュニティ・スクール研修会を開

催する予定はあるのか。

学校教育課長： 昨年度より、コミュニティ・スクールディレクターを配置しており、各

学校で開催される協議会等に呼んでいただければ、ご希望により講習会を

実施できるシステムになっている。また、埼玉県において、夏と冬に、コ

ミュニティ・スクールに関するフォーラムを開催するとの話を聞いている

ので、参加を呼びかけていきたいと思う。

（3）補助執行に関わる報告事項

総 務 課 長： 総務課で補助執行事務をしている社会教育における人権教育事業につい

て、今年度の年間計画を報告する。

1 点目、秩父市人権教育推進委員会総会並びに研修会については、7 月

23 日、午後 2 時 30 分から、秩父市歴史文化伝承館 2階ホールにおいて、

開催する予定である。

次に、秩父市人権教育・啓発研修会の開催については、例年どおり、年

が明けて 2月 19 日、午後 2時から、秩父市歴史文化伝承館 2階ホールにお

いて、開催する予定である。

また、市長部局の主催事業である第 19 回秩父郡市人権フェスティバルの
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開催については、10 月 12 日、午後 1時から、小鹿野町文化センターにお

いて、開催する予定である。本年は、小鹿野町が幹事となり、人権作文の

発表や、声優・歌手として活躍中の 佐久間 レイ さんのトーク＆コンサー

トを予定している。

今年度の主な事業は、以上の 3件であるが、人権教育事業は、教育長・

教育委員の皆様をはじめ、秩父市教育委員会全体のバックアップが無けれ

ば、到底、立ち行くことができないため、何卒、ご理解とご協力をお願い

申し上げる。なお、各事業の詳細については、後日、改めてご案内させて

いただく。

市民スポーツ課長： 市民スポーツ課の平成 30 年度の主な補助執行に係る事務について報告を

する。

はじめに、お配りしたチャレンジデーのチラシをご覧いただきたい。5

月 30 日、笹川スポーツ財団が主催する住民参加型スポーツイベント「チャ

レンジデー2018」に 9 回目の参加をする。このイベントは、5月の最終水

曜日の午前 0時から午後 9時までの間に、15 分間以上の運動・スポーツを

した住民の参加率を、全国の人口規模が、ほぼ同じ自治体と競うイベント

である。昨年は、秋田県鹿角市と対戦し、大勢の皆様にご参加をいただき、

70.3％の参加率であった。相手の鹿角市が 71.2％であったため、勝敗では

負けてしまったが、チャレンジデーは、確実に地域に根付いてきている。

今年は、愛知県扶桑町との対戦となる。扶桑町は、人口 34,636 人で、年々

人口が増えている町であり、初めての町との対戦となる。秩父市は、今年

も参加率 70％以上を目標にして取り組んでいる。

次に、チャレンジロードレース大会のチラシをご覧いただきたい。6 月

10 日に、秩父ミューズパーク特設コースを会場に「第 60 回ミューズの森

チャレンジロードレース大会」を開催する。秩父市唯一のロードレース大

会となっており、毎年市外からも多くの参加がある。今年は、ゲストラン

ナーとして、先日、行われたボストンマラソンにおいて、日本人として 31

年ぶりに優勝した 川内 優輝 選手をはじめ、招待選手として、ヤクルト陸

上競技部と大東文化大学陸上競技部の選手に出場していただく予定である。

また、毎年、スキルアップ事業として、一流選手や指導者を招いて、ス

ポーツ教室を実施しているが、今年度は、11 月 11 日に、1991 年の世界柔

道選手権で金メダル、1992 年のバルセロナオリンピックで銅メダルを獲得

した 越野 忠則 氏をお招きして柔道教室を開催する。

最後に、現在、生涯スポーツの推進を図る目的でペタンク協議の普及に

取り組んでおり、今年度も 10 月 14 日に、市民ペタンク大会を、年が明け

て 3月 10 日に、秩父市長杯ペタンク大会を開催する予定である。

本年も、数々のイベントを開催し、子どもから高齢者の方まで、幅広い

層の市民の方々に生涯スポーツの推進を行っていきたいと考えている。
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生涯学習課長： 生涯学習課の今年度中に予定している補助執行の内容について報告をす

る。

まず、青少年教育については、青少年育成関係団体 79 団体で組織する青

少年育成秩父市民会議にて、研修会などを通じて青少年問題を共有すると

ともに、地域でのスポーツや文化活動による青少年育成活動に取り組んで

いく。また、球技大会・芸能大会・文化展を開催して、青少年が活躍する

場を提供していく。

次に、公民館については、中央公民館、各地区公民館において本年度も

主催講座及びクラブを開催する。中央公民館の主催講座は 4講座、単発で

2講座、クラブ学習は 54 クラブある。秋の文化祭については、演技発表と

作品展示を 10 月に伝承館で行う。各地区館では、10 月から 11 月に各館で

開催予定である。また、全ての公民館の代表団体による発表の場として「公

民館のつどい」を毎年開催しているが、昨年度は市民会館主催の「避難訓

練コンサート」に各公民館から 1団体が出演し発表を行った。今年度も同

様な形で発表する場を設ける予定である。

歴史文化伝承館については、ちちぶ学セミナーを今年度も開催する。一

般教養講座 12 回、公開講座 3回、専門講座 2コースである。日程等詳細に

ついては、後ほどお手元の資料をご覧いただきたい。また、新庁舎の完成

に伴い、原状復帰を行った歴史文化伝承館では、以前のように貸館業務を

再開した。1 階の交流フロアについては、郷土の歴史的遺産や文化財の展

示、また住民の皆様の成果発表の場として利用を再開している。

芸術文化に関しては、ここ 7年、吉田取方体育館で開催していた秩父美

術展を歴史文化伝承館に戻し、10月 29 日から 11月 4日の日程で開催する。

市民音楽祭は、例年どおり 11 月に、親子ふれあいコンサートは、12 月に

開催予定となっている。その他、市民オーケストラ・市民ミュージカルの

養成など市民が芸術文化に触れる機会を創っている。

また、市民の皆様が開催する芸術文化イベントを集約して、年 3回のイ

ベント案内パンフレットの制作や市報掲載等、多くの媒体を利用して市民

の方に、芸術文化活動の情報発信をしていきたいと考えている。

秩父図書館長： 秩父図書館から、お手元に配布した資料に沿って、平成 29 年度の事業報

告及び平成 30 年度の事業予定について報告をする。

はじめに、平成 29 年度の主催講座等の実施状況についてであるが、万葉

集講座・俳句講座・短歌講座・お話し講習会・絵本読みきかせ講座を、毎

月 1～2回の頻度で開催した。受講者数は資料のとおりである。

なお、平成 30 年度については、資料の裏面に掲載しているとおり、すで

に 5つの講座が開始している。その中で、絵本読みきかせ講座については、

本の読み方や選び方を学んだ受講生の方々をボランティアとして受け入れ、

月 2回の絵本の読み聞かせを中心とした「わくわく絵本タイム」とお話し

会を合わせて、毎月第 1から第 4土曜日全てで、子ども対象の読書推進事
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業を実施する体制ができている。

続いて秩父図書館の主催事業であるが、平成 29 年度の実施状況として、

おはなし会を年 22 回開催し、4歳から小学生向けに、毎月第 2・第 4土曜

日、図書館職員と絵本読みきかせ講座の受講生のボランティアにご協力を

いただき実施している。

次に、赤ちゃんとママの楽しいお話会では、0 歳から 3 歳までのお子さ

んとお母さんを対象に、毎月第 2・第 4 水曜日に行っている。これは、保

健センターでの 4ヶ月検診において、絵本の引換券を配布し、お話し会当

日等、引換えを行い、小さい頃から親子で絵本に親しむということを学ん

でいただく機会となっている。なお、4 ヶ月検診において、引換券を 450

枚ほど配布しており、実際に、引換えされたのは、半分程度となっている。

出張おはなし会は、年 107 回開催し、主に市内小・中学校 9校と児童館

等で、図書館職員と絵本読みきかせ講座の受講生のボランティアにより、

ブックトーク、読み聞かせ等を実施して、本に親しむ機会を創るものであ

る。

次に、映画会であるが、年 3回、夏・冬・春休みに開催するものであり、

主にディズニー系の映画を上映している。

次に、朝読セットの配本であるが、希望する小・中学校にクラス単位で、

朝読セットを貸し出す事業である。平成 30 年度についても、小学校 12 校、

中学校 2校から希望が出ており、年 5回の配本を実施する予定である。

続いて荒川図書館であるが、これまでボランティア団体にお願いしてい

た「ピヨピヨタイム」は、団体の都合上、平成 29 年度をもって終了となっ

たが、お話し会については、平成 30 年度も継続して行う予定である。

平成 29 年度の施設改修として、秩父図書館に防犯カメラの設置工事を実

施した。所蔵図書の紛失、盗難が年間 100 件ほどあることから、IC タグに

よる管理も検討したが、費用の面を考慮し、まずは防犯カメラの設置で対

応していきたいと考えている。

最後に、資料には掲載していないが、館外資料提供事業ということで、

移動図書館車を運行しており、平成 30 年度についても 126 回の巡回を予定

している。小学校 8校、また、一般地区として吉田・大滝の大血川・栃本

のほか、小鹿野町との業務委託契約により、年 10 回程度、長若小学校・三

田川小学校・10 区公会堂へ運行を行っている。このように、今後も学校と

連携して、図書に親しむ環境づくりを進めていきたいと考えている。

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。
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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、11 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）5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： 5月教育委員会定例会について、5月 25 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、5月教育委員会定例会については、5月 25 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。

各 委 員： 特になし。

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 4月定例会を閉会する。


