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平成３０年８月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成３０年８月２９日（水） 午後２時００分

閉 会 ： 平成３０年８月２９日（水） 午後２時３０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

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 8 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 7 月 24 日に開会された 7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： 7・8月は猛暑が続き、夏季休業日中のプール指導に支障をきたすことが

あったが、各学校とも、適切なプール運営を行い、事故なく、プール指導

を終了することができた。

8月には、秩父農工科学高校、秩父高等学校、埼玉大学、日本薬科大学等

との連携事業が実施された。どの講座も人気があり、大変盛況であった。

特に地元の高等学校との連携は、今後の県立高等学校の存続問題にも関わ

ることであり、今後も継続して実施していきたいと考えている。また、子

どもたちの生き生きとした表情を見ていると、体験活動の重要性を改めて

認識することができた。

7月 31 日・8 月 1 日、秩父地区小学校水泳大会が開催された。子どもた

ちが、日頃の練習の成果を発揮して、とても良い水泳大会であったと思う。

8月 4日・5 日、第 54 回秩父市子ども会球技大会が別所運動公園で行わ

れた。非常に暑い中で、熱中症も心配されたが、各チームともしっかりと

した熱中症対策を行っていた。子どもたちの一生懸命なプレーが見られ、

白熱した素晴らしい大会となった。

２ 番 委 員： 夏休み中に、荒川西小学校で行われたサマースクールの学習支援ボラン

ティアに参加させていただいた。特に低学年の自主学習のサポートをさせ

ていただいたが、1学期の復習に取り組む児童が多い中で、気が付いたこ



秩父市教育委員会 3/7

とがあった。授業で先生から教わったことが、そのまま問題として出てい

るものには、どの児童も比較的すらすら答えられていたが、出題の形が逆

になり、その答えを導き出すためには、どのような問題を作れるかという

ような問いに、立ち止まってしまう児童が多いように感じた。先生から教

わる受け身の学習だけではなく、自分で考えて答えを導き出すためにも、

習ったことを家に持ち帰り、練り直すという家庭学習の大切さ、特に低学

年のうちから、親も一緒に取り組んで、頭を使う訓練をしていくことが、

応用力を身に付けることに繋がっていくのではないかと、ボランティアを

通じて、強く感じたところである。

（2）事務局からの報告事項

事 務 局 長： 事務局長から、3点の報告をする。

はじめに、秩父市議会について報告をする。9 月定例会は、9 月 4 日か

ら 9 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、

決算の認定 10 件、条例の一部改正 5件、条例の新規制定 2件、補正予算 9

件の計 26 件で、教育委員会関連は、前回の定例会でご審議をいただいた

条例の一部改正 1件と決算の認定及び補正予算である。なお、一般質問は、

13 人の議員が行う予定である。

2 点目、7月 28 日に台風 12 号の影響で大雨警報が発表され、避難所が

開設された。旧秩父市内は、伝承館等に加え、10 校の小学校体育館にも避

難所を開設した。吉田・大滝地区は、総合支所、荒川地区は農村環境改善

センターを避難所としている。また、8月 8日の台風 13 号の際にも、同様

に小学校体育館を避難所として開設した。なお、今後は、市民からの要望

もあり、秩父第一中学校体育館も避難所として開設することになっている。

通行止めや停電が、一部の地区で発生したが、大事には至らなかったとの

報告を受けている。

3点目、秩父市は、アメリカ合衆国カリフォルニア州のアンチオック市

と昭和 42 年 9 月に姉妹都市提携を結び、文化・スポーツ・教育などの分

野で、相互の交流を図っている。今年は 7 月 30 日から 2 週間、秩父市か

らの中学生 5名を含む使節団が、アンチオック市を訪問した。子どもたち

からは、ホームステイを通して、普段の生活では触れることのできない

様々な楽しい体験があり、一生の宝物となる想い出になったとの感想をい

ただいている。子どもたちの将来において、役立つ経験になったのではな

いかと考えている。

学校指導監： 学校指導監から、4点の報告をする。

1点目、一昨日の 8月 27 日に、市内小・中学校で始業式が実施され、2

学期がスタートした。大きな事故もなく、夏休みが終了できたことを報告

させていただく。

2点目、幼稚園・小学校運動会並びに中学校体育祭が、来月実施される。
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中学校及び大田小学校は 9月 15 日、小学校は 9月 22 日、幼稚園は 9月 29

日にそれぞれ実施予定である。委員の皆様には、すでに訪問していただく

学校のご案内が届いていると思うが、当日は、よろしくお願い申し上げる。

3点目、平成 31 年度の埼玉県公立小・中学校等校長候補者選考及び教頭

候補者選考試験が、7・8月に行われた。今年度の本市の受験者数は、校長

選考 7名、教頭選考 4名である。

4点目、平成 30 年度全国学力・学習状況調査結果が、7月 31 日に公表さ

れた。調査結果について分析を行い、後日、その分析結果を併せて公表し

たいと考えている。

文化財保護課長： 文化財保護課から、2点の報告をする。

1点目は、夏休み期間中における各行事についてである。7月 28 日に予

定していた武甲山資料館主催の「夏休み！武甲山の写生会」については、

台風 12 号の接近により中止となった。また、7 月 27 日の土器づくり、8

月 3日の野焼き・火起こし体験は、小学生 28 名の参加により、無事終了す

ることができた。特に 3日は、35 度を超える気温にもかかわらず、元気に

火起こし体験をしていた。

2点目は、旧秩父駅舎の開館についてである。聖地公園内に移築されて

いる国の登録有形文化財である「旧秩父駅舎」を、お彼岸の時期を中心に

無料休憩所として開館する。開館期間は、9月 15 日から 26 日までの午前 9

時から午後 5時までである。ちなみに、今月のお盆の時期の利用者は、367

人で、昨年のお彼岸には、370 人の方に利用していただいている。

学校教育課長： 学校教育課から、8月中に開催された事業報告を 4点申し上げる。

はじめに、8 月 6 日に行われた、校務支援システム導入・操作研修会に

ついてである。初めてとなる集中研修となったが、各学校の管理職・養護

教諭・パソコン担当教諭等 60 名が参加し、スズキ教育ソフトのインストラ

クター及びキヤノン電子ビジネスシステムズから説明を受けた。2学期か

らのシステムの運用に向け、真剣に研修を受講していただいた。

続いて、8月 23 日に行われた秩父市コミュニティスクール研修会につい

てである。当研修は、文科省の後援により開催され、参加者は、学校の管

理職・教職員・学校運営協議会委員・教育委員の皆様、そして教育委員会

事務局職員であり、総勢 70 名の参加があった。講師は、CS マイスターと

して文科省より派遣された、小見 まいこ氏で、講義のほか、ワークショッ

プ形式で熟議の演習を行った。受講者の皆様にお願いしたアンケートでは、

今後の運営協議会を進めるに当たって、大変参考になる研修会だったとい

うご意見をたくさんいただいた。

続いて、8月 27 日には、2つの事業を開催した。午前 10 時から、市内小・

中学校の学校補助員・司書補助員・特別支援補助員の方々52 名にお集まり

いただき、雇用に関する説明会と題し、地方公務員の臨時・非常勤職員に

関する制度改革についてや、普段の補助員等の業務の確認を行った。この
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研修は、9月 3日にも行われる予定である。

続いて、午後 3時から、今年度第 1回目となる「秩父市いじめ問題対策

連絡協議会」が開催された。これは、秩父市いじめ問題対策連絡協議会等

条例に従い、いじめ防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必

要な事項について協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を

図ることを目的として、今回を含め年 3回程度開催する予定である。

教育総務課長： 教育総務課から、各小・中学校の工事要望ヒアリングについて、報告を

する。

来年度の予算編成の資料とするため、各小・中学校 21 校を訪問し、工事

要望等のヒアリングを実施した。ヒアリングに当たっては、各学校から、

あらかじめ修繕工事等の要望書を提出していただき、建築住宅課の職員と

ともに現状の確認を行った。学校からは、全部で 100 件を超える要望があ

り、これからヒアリングの結果をもとに、緊急性、重要性等を考慮しなが

ら、優先順位を定めて、来年度に向けて、必要な予算を確保していきたい

と考えている。

なお、猛暑が続く中で、普通教室のエアコン整備事業については、国庫

補助を有効に活用し、昨年までに小学校全校、本年度中学校 4校、来年度

最後の中学校 4校の工事を計画している。国庫補助金の補正予算が国会で

審議され、順調に行けば来年度で全ての整備が終了となる。また、既存不

適格なブロック塀の撤去工事についても、現地調査を行い、安全対策が必

要な個所を洗い出し、優先順位を付け、順に撤去・改修工事を、補正予算

等により、対応していきたいと考えている。

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、荒川共同調理場の改修についてである。荒川共同調理場では、

この夏休み期間中に、来年度の影森小学校共同調理場の統合に向けて、第

一期の改修工事として、回転釜やシンクなどの厨房機器の更新と使わなく

なったプレハブ冷凍庫の撤去等の施設の改修を行い、無事終了した。

2点目は、本市の学校給食の調理員及び配膳員についてである。8月 23

日の午後に横瀬町民会館ホールで開催された、秩父地区学校食育研究会主

催の学校給食食品衛生講習会に、郡内町村の給食関係者とともに受講させ、

衛生管理の徹底を図った。

3点目は、給食の提供の開始についてである。昨日 8月 28 日から市内 6

共同調理場における、2学期の学校給食の小学校 13 校と中学校 8校への提

供を開始した。なお、幼稚園 3園は、9月 4日からの提供となる。

教育研究所長： 教育研究所から、8月に実施した講座と研修会について、2点の報告をす

る。

1 点目は、8 月 4 日に実施した「理科おもしろ実験教室」についてであ

る。埼玉大学との連携のもと、秩父第一中学校の理科室を会場に実施した。

小学校 3年生から 6年生対象で 319 名の応募があり、抽選の結果、79 名の
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児童が参加し、埼玉大学の 松岡 准 教授と研究室の大学生 7名の指導のも

と、「色を楽しもう」というテーマのもとに、様々な色を使って、色の仕

組みを学習しながら、スライムやスーパーボールづくりを行った。子ども

たちは、暑い中であったが、集中して熱心に実験に取り組んでいた。

2点目は、教員を対象とした研修会についてである。8月 22 日、23 日の

二日間にわたり、生徒指導育成プログラム研修会として、青少年育成フォ

ーラムによる指導のもと、19 名の小・中学校教員が参加し、ワークショッ

プ形式での研修会を実施した。望ましい人間関係作りを通して、学級経営

や生徒指導に生かすことができる研修会となった。8月 23 日には、初任者

研修施設体験研修として、小・中学校初任者教員 15 名が、秩父まるごとジ

オパーク推進協議会主任推進員 吉田 健一 先生を指導者として、ジオパー

ク関連施設である大滝地区の「高札場・手堀り隧道」「神庭半洞窟遺跡」

「栃本関所跡」等を巡り、秩父を知る研修を深めた。

（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： 議案審議に関わる議題は、今回、特にない。

７ 協議事項

（1）後援等について

教 育 長： 後援等について、説明を求める。

教育総務課長： 別紙のとおり、7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、後援等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、今月の後援等について、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）9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： 9月教育委員会定例会について、9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 ）
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教 育 長： それでは、9月教育委員会定例会については、9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： 総合教育会議の日程について、ご案内させていただく。

本年度の第 2回目の総合教育会議を、10 月 2 日の午後 3時 30 分から、

秩父市役所本庁舎 3階会議室で開催する。

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 8月定例会を閉会する。


