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平成３０年５月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成３０年５月２５日（金） 午後３時００分

閉 会 ： 平成３０年５月２５日（金） 午後３時３５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 新井 正夫

２番委員 浅見 知子

３番委員 増田 洋一

４番委員 髙野 豊子

出 席 者 ： 教育長 倉澤 俊夫

事務局長 新井 康代

事務局次長兼学校指導監 千島 裕夫

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

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 5 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。ただし、人事案件のみ非公開とすること

でよいか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認め、人事案件を除き公開とする。

ここで、人事案件について、意見聴取を行う。

久保 禮子 教育長職務代理者が、平成 30 年 5 月 24 日付で任期満了によ

り退任となったことから、新たに教育長職務代理者を指名する。

平成 30 年 5 月 25 日から、教育長職務代理者として、新井 正夫 委員を

指名する。このことについて、何かご意見はあるか。

（「異議なし」の声あり）

それでは、人事案件についての意見聴取を終了する。

４ 前回会議の議事録の朗読

平成 30 年 5 月 25 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： 新潟県西区の女児殺人事件を踏まえ、教育委員会としての対応について、

報告する。すぐメールシステムを活用し、教育委員会から保護者に対し、

情報を発信することができた。問題点としては、メールの登録が保護者の

自主的な判断となっており、全ての保護者が登録をしていないことである。

また、メール発信を行うとともに、各学校に、パワーポイント用の安全

確保についての資料を配布し、下校時までに具体的な指導をするよう指示

を行った。この問題については、どこの市でも起こる可能性がある事件で

あるため、継続して、注意喚起を促していきたいと思っている。

この件について、市長からは、従来のアットランダム・パトロール方式
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ではなく、焦点を絞って行うホットスポット・パトロール方式の導入につ

いての提案があり、パトロール方式を変更していくことも重要であると考

えている。

１ 番 委 員： 5月 14 日、秩父地区教育委員会連合会総会が、歴史文化伝承館で開催さ

れ、久保前会長とともに出席した。

また、5月 21 日、埼玉県市町村教育委員会連合会総会が、川越市で開催

され、教育総務課の原島主席主幹とともに出席した。

翌 22 日には、北部地区人権教育実践報告会の第 1回実行委員会が、秩父

地方庁舎で行われた。開催に関する具体的な事項について、協議が行われ

たところである。

（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。4月 22 日に行われた秩父市議会議員選

挙にて当選された市議会議員 22 名による初めての議会が、5月 18 日に開

催された。本議会において、議長に 木村 隆彦 議員、副議長に 高野 宏 議

員が選出された。

また、市議会 6 月定例会は、6 月 6 日から 6 月 26 日まで開催の予定で

ある。本議会にてご審議いただく議案は、条例の一部改正等計 9件で、教

育委員会関連の議案は、国の省令の一部改正に伴い、学童保育の支援員の

資格条件について改正するものである。なお、一般質問については、10 名

前後の議員からの質問を予定している。

続いて、秩父市では、国際的にも認められている「セーフコミュニティ」

の手法を活用して、「安全・安心なまちづくり」を進めている。その一環

として、学校では、秩父第二中学校区（花の木小学校・南小学校・秩父第

二中学校）の 3校で、質の高い安全で健やかな学校づくりを推進し、平成

27 年 12 月に、インターナショナルセーフスクール（ISS）の認証を取得し

た。体や心のケガが起こる原因を考えて、予防するために策を講じること

がセーフスクールの活動であるが、この活動をとおして、児童生徒の自主

性が育ち、校内の連帯感がより強くなるばかりではなく、地域の方々との

連携・協働がより深まっていると感じている。本年度は ISS 再認証の年で

あり、審査は 10 月 23 日に花の木小学校、24 日に秩父第二中学校、南小学

校、そして 11 月 21 日に再認証式典及び祝賀会を開催する予定である。

学校指導監： 学校指導監から、2点の報告をする。

1点目は、今年度の秩父市教育委員会及び北部教育事務所の教育支援担

当・学力向上推進担当による学校訪問を計画した。この学校訪問は、教員

の指導力の向上について、指導助言するための訪問で、先日 5月 21 日の影

森小学校を皮切りに、来年の 1月 22 日までの間に、市内全ての幼稚園・学

校を訪問する。また、人事学事担当による学校訪問を計画した。この訪問

は、学校管理面についての指導助言を行う訪問であり、8月 30 日から 9月
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20 日までの間に、市内全ての小中学校を訪問する予定である。

2点目は、5月16日、埼玉県教育局市町村支援部小中学校人事課が、秩父

市教育委員会を訪問した。教職員不祥事防止、教職員人事評価制度、今後

の管理職候補者の確保、初任者教員の育成等について、ご指導をいただい

た。

文化財保護課長： 文化財保護課から、武甲山の希少植物「ムラサキ」の特別展示について、

報告をする。

5月 25 日から 6月 8日までの 2週間、武甲山資料館において「ムラサキ」

を特別展示する。「ムラサキ」は、武甲山から移植された希少植物で、「埼

玉県レッドデータブック 2011 植物編」には、埼玉県内の野生種は絶滅した

と記載されている。直径 5ｍｍほどの白く小さい花をつける植物で、根が

紫色をしていることから「ムラサキ」の名がついており、古代から染料と

して使われている。

1970 年頃から、秩父太平洋セメント株式会社 三輪鉱業所 では、武甲山

に自生していた「ムラサキ」の増殖を行い、現在に至るまで継続して保護

活動を続けている。自然では見る機会のない「ムラサキ」を多くの人に公

開するため、秩父太平洋セメント株式会社のご協力により、特別に鉢植え

をお借りして展示している。

なお、7月上旬には、武甲山固有種の「ミヤマスカシユリ」の展示も予定

しているので、併せてお知らせをさせていただく。

学校教育課長： 学校教育課から、学童保育室及び司書教諭補助員等の研修会について、

報告をする。

1点目は、学童保育室管理運営事業についてである。今年度、14 の公立

学童保育室に、81 名の指導員及び補助指導員が勤務しており、5月 1日現

在で、583 名の児童の保育業務を行っている。保育業務が忙しい中で、横

の連絡を密にし、それぞれの保育室での取り組みを発表する機会を設け、

お互いに刺激を与えブラッシュアップできるよう、主任指導員を対象とし

た会議や全体の連絡会議をほぼ毎月行っている。また、全体の研修会や経

験が浅い補助指導員への意識向上研修会を各 1回ずつ行う。後者のフレッ

シュ研修会は、去る 5月 7日に、23 名のフレッシュな補助指導員が参加し

開催された。

2点目は、司書教諭補助員配置事業についてである。現在、各小中学校

に配置されている学校司書教諭補助員は 21 名おり、主にコンピューターシ

ステムを活用した図書の運営管理、図書の陳列方法や掲示物等の工夫によ

る魅力的な学校図書館経営など、読書好きの児童生徒育成とともに学力向

上や豊かな人間性の醸成に貢献している。そこで、年 3回程度、資質や技

術の向上を図るため研修を実施している。第 1回目の研修会を今月の 31 日

に秩父市立図書館司書の市職員を講師としてお招きし、「図書室の仕事と

心得について」講義及び意見交換会を行う予定である。
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教育総務課長： 教育総務課から、5 月 1 日現在における学校基本調査と施設台帳の提出

について、報告をする。全国的な調査である学校基本調査と施設台帳の受

領会が 5月 15 日に県庁で行われ、本年度も無事に提出することができた。

お手元に学校基本調査から園児・児童・生徒・教職員等集計表、本年度分

（平成 30 年度）と昨年度分（平成 29 年度分）の 2枚を配布させていただ

いた。

はじめに、小学生について、小学校 13 校の児童数は、男子 1,474 名、女

子 1,496 名、合計 2,970 名である。前年度は、3,061 名であったので、91

名減少した。

次に、中学生について、中学校 8 校の生徒数は、男子 832 名、女子 798

名、合計 1,630 名である。前年度は、1,679 名であったので、49 名減少し

た。

最後に、幼稚園について、幼稚園 3園の園児数は、男子 24 名、女子 29

名、合計 53 名である。前年度は、64 名であったので、11 名減少した。

なお、各学校の学級数及び県教職員数については、お手元の資料をご参

照いただければと思う。

また、本年度の幼稚園・小中学校一覧も配布している。各学校の校長・

教頭名や住所・電話番号等が記載されているので、参考にしていただけれ

ばと思う。

保健給食課長： 保健給食課から、2点の報告をする。

1点目は、日本スポーツ振興センター災害共済加入についてである。本

年度も市立小中学校及び市立幼稚園の在籍者 4,659 人分の保険料

4,312,415 円を納入し、加入手続きを行った。この保険は、学校管理下で

の児童生徒の災害によるケガ等に対応するもので、ケガでは治療費の 4割

を支給される。昨年度は、発生件数 515 件で 4,979,394 円の給付があった。

2点目は、「彩の国ふるさと学校給食月間」についてである。6月 1日か

ら 6月 30 日を、「彩の国ふるさと学校給食月間」とし、埼玉県産の地場産

物の活用や米飯給食の推進を図る月となっている。給食に「みそポテト」

「しゃくし菜ご飯」「かてめし」など、埼玉県や秩父の郷土料理や特産品

が、給食の献立に登場する予定である。

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、「若い教師のための学級経営講座～秩父師範塾～」である。

本年で７年目の事業であり、教師力向上の一つとして、若手教員を対象に

学級経営上の課題についてのワークショップ型研修をとおして、望ましい

学級集団の育成ができる力を身につけることを目的としている。指導者に

は、聖徳大学大学院教職研究科教授 南部 昌敏 先生に依頼している。年間

4回の講座を計画しており、第１回は 5月 23 日に実施したところである。

今年度は、21 名の若手教員が受講している。

2点目は、「チチブアフタースクールスタディ～夜勉～」である。本年
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度 2年目の事業であり、小中学生の学習する機会を充実させる学習支援策

として、地域人材による学習支援の場を設け、小中学生の更なる学力向上

を図ることを目的としている。対象は、市内小学校 4年生から中学校 3年

生までの希望者となる。原則、月 2回、隔週木曜日の午後 6時 30 分から 8

時まで、公民館を会場に各自が自主学習を行う。今年度は原谷公民館に加

え、影森公民館も使用し、2会場で開催する予定である。6月 7日から開始

し、2月 21 日までの年間 20 回を計画している。

（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： 議案第 13 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 13 号「秩父市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の申し出について」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 13 号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 14 号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

秩父図書館長： 議案第 14 号「秩父市図書館協議会委員の任命について」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 14 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）

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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（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： 6月教育委員会定例会について、6月 25 日午後 2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、6月教育委員会定例会については、6月 25 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。

（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 5月定例会を閉会する。


