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平成３０年９月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成３０年９月２５日（火） 午後２時００分

閉 会 ： 平成３０年９月２５日（火） 午後２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

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 9 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 8 月 29 日に開会された 8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： 先日、市内において、痛ましい交通事故が発生した。この事故を踏まえ、

本日、全小中学校に対し注意喚起を行った。内容としては「自分の命は、

自分で守る。」ということである。子どもたちは、周りを見ないで飛び出

してしまう場合がある。目の前の信号が青信号でも、横から車が飛び出し

てくる可能性もあると考え、しっかり自分の目で確かめてから、横断歩道

を渡るということを、子どもたちに指導するよう、指示を出したところで

ある。

中学校のエアコン整備について、秩父第一中学校、秩父第二中学校、尾

田蒔中学校、影森中学校への設置が終了し、残り 4校となった。過日、市

長と文部科学省を訪問し、補助金の要望を行ったところである。

9月 1 日、青少年育成協議会主催のバレーボール大会が行われた。年々

参加者数が減ってきているが、白熱した試合が行われ、日頃の練習の成果

を感じ取ることができた。

9月 9日、秩父宮杯埼玉県自転車競技大会が、秩父市を会場に行われた。

公道を使用したアップダウンのあるルートは、たいへん珍しいということ

で、競技者にも人気があり、605 名のエントリーがあった。秩父市は、「緑

風（かぜ）と走ろう、癒しの里秩父」をキャッチフレーズとし、自転車の

まちを目指しており、このような大きな大会が開催されている。
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9 月 10 日、埼玉県の小松弥生教育長が、吉田小学校を訪問され、児童た

ちと一緒に給食を食べた。その後、4年生の児童による、龍勢の口上を聞

いていただいたが、たいへん関心をお持ちになられている様子であった。

１ 番 委 員： 9月 16 日、影森中学校の体育祭、9月 23 日、西小学校の運動会に訪問さ

せていただいた。両校の児童生徒ともスローガンを掲げ、一生懸命に、そ

して楽しそうに各種目に取り組んでいる姿が印象的であった。

２ 番 委 員： 9月 16 日、荒川中学校の体育祭に参加させていただいた。先日の雨の影

響で、グラウンドのコンディションが万全ではない中、各種目で校内新記

録が出されるなど、子どもたちの“やろう”という姿勢に、たいへん心を

打たれた。

9月 22 日には、荒川東小学校の運動会を拝見させていただいた。我が子

が、お世話になっている荒川西小学校よりも人数が多い分、競技の合間に

時間の余裕もあり、応援席に座って、落ち着いて見ることができた。また、

待ち時間を上手に利用して、応援合戦が繰り広げられていた。ほとんどの

保護者が何らかの役員として参加しているのと違い、子どものビデオ撮影

など、ゆっくりと応援に専念できる保護者の姿を見て、それぞれの学校に

おいて、特色が様々であるということを改めて感じた。

運動会・体育祭の開催時期について、参加された方々から、ご意見をい

ただいた。「夏休み後の 2学期早々に開催するのは、準備期間の短さや厳

しい気候を踏まえて、体力的にもかなり大変なのではないか。もう少し余

裕のある時期を選んで欲しい。準備期間が長ければ、取り組み方も変わる

のではないか？」とのお話をいただいた。

３ 番 委 員： 9月 16 日、吉田中学校の体育祭に参加させていただいた。前日まで降っ

ていた雨の影響で、コンディションの悪いグラウンドであったが、早朝か

ら、先生・ＰＴＡ等の関係者が、必死のケアをされていて、競技が始まる

頃には、たいへん良い状態となり、生徒たちが、はつらつと競技に参加さ

れていた。

翌週の 22 日には、影森小学校の運動会に参加させていただいた。影森

小学校を訪問したのは初めてであったが、特有の盛り上げ方で、非常にエ

ネルギーが感じられる素晴らしい運動会であった。また、この運動会が、

影森地域の繋がりに大きく貢献しているイベントであるということを強

く感じることができた。児童たちが、元気にはつらつと競技をしている姿

が印象的であった。

４ 番 委 員： 9月 16 日、高篠中学校の体育祭に参加させていただいた。天候の影響

により 15 日から延期となったが、当日のグラウンドのコンディションは、

とても良かった。ブラスバンド部の生演奏に合わせて、入場行進が行われ

た。また、開会式の校歌では、生徒だけではなく、教職員、卒業生である

保護者も一緒になって、声高らかに歌っている姿が印象的であり、感動的

であった。生徒数は、少なかったが、紅白に分かれ、工夫をして競技が行
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われていた。生徒たちは、あいさつや返事がしっかりできており、とても

規律正しい学校であると感じた。

また、23 日には、こちらも 22 日から延期となったが、吉田小学校の運

動会に参加させていただいた。近年、実施できる学校も少なくなっている

鼓笛隊の演奏に合わせて、入場行進が行われていた。全校児童による目当

ての発表があったり、1年生の代表による誓いの言葉があったり、一つ一

つの演技が終わるたびに、大きな拍手が起こるなど、たいへん心温まる内

容であった。校庭の中央に徒競走のコースがあったが、大声援の中で、子

どもたち一人一人が、一生懸命に走る姿が印象的であった。保護者・祖父

母・地域の方々等、校庭一杯に人が集まり、地域の学校を感じさせる温か

な運動会であった。

（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する。

明日、市議会 9月定例会は、閉会する。本議会において、教育委員会関

係の一般質問を 4人の議員からいただいた。

今回、その他に、平成 29 年度決算に対する質疑があり、その内の一つ

が、スクールバスの委託に関するものであった。現在、スクールバスは、

尾田蒔小学校・吉田小学校・影森小学校・荒川西小学校・荒川中学校の校

区で運行している。この内、影森小学校における浦山方面の児童に対する

通学手段として、市営バス浦山線を、「混乗型スクールバス」として、市

民と同乗する形で運行業務委託している。

また、秩父第一中学校及び荒川地区には秩父鉄道を利用する児童生徒、

尾田蒔小学校及び高篠小学校には、西武の路線バスを利用している児童が

いる。このような交通手段で通学する児童生徒は、全部で 103 人おり、市

から交通費を助成している。

この他、中学生の自転車通学者には、入学時にヘルメットを支給してい

る。このように学区が広範囲にわたる当市では、児童生徒が徒歩以外の

様々な手段を利用し通学をしている。今後も、児童生徒の交通安全教育を

推進するとともに、地域の皆様と連携・協働を図って、安全安心を確保し

てまいりたいと考えている。

学校指導監： 学校指導監から、2点の報告をする。

1点目は、平成 30 年度運動会・体育祭についてである。15 日に予定して

いた中学校と大田小学校が、天候のため順延し 16 日に、22 日に予定して

いた小学校では、4校が 23 日に順延となったが、全ての小中学校で、無事

に終了することができた。教育委員の皆様には、早朝より開会式へのご参

加をいただき、お礼申し上げる。なお、幼稚園については、9月 29 日を予

定している。

2点目は、人事学事面の学校訪問についてである。8月 30 日から訪問が
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始まり、9月 20 日をもって 21 校全て終了することができた。北部教育事

務所の管理担当の先生方からは、信頼される学校づくりのために、人材育

成の充実と教職員事故防止の徹底、教職員の負担軽減や健康管理等につい

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、無形民俗文化財の公開について報告をする。

10 月に入ると、各地にある神社の秋祭りで、多くの無形民俗文化財が公

開される。1日には、吉田阿熊の熊野神社で、市指定無形民俗文化財の「白

岩の獅子舞」が公開される。

7日には、下吉田の貴布祢神社で県指定無形民俗文化財の「貴布祢神社

神楽」が公開されるほか、下山田の諏訪神社で、市指定無形民俗文化財「矢

行地の獅子舞」が公開される。

13 日には、荒川贄川の熊野神社で、市指定無形民俗文化財の「日向の獅

子舞」、14 日には、今年 3月 8日に国の重要無形民俗文化財に指定された

「秩父吉田の龍勢」が、指定後、初めて行われる。

27 日・28 日には、浦山大日堂で、県指定無形民俗文化財の「浦山の獅子

舞」が行われる。

また、28 日には、県指定の有形民俗文化財の「萩平歌舞伎舞台」におい

て、市指定無形民俗文化財である「秩父歌舞伎正和会」を中心に、萩平歌

舞伎舞台公演が行われる。

ぜひ、伝承者の日頃の成果をご覧いただけるよう、ご案内申し上げる。

学校教育課長： 学校教育課から、4点の報告をする。

はじめに、学校補助員等説明会の実施についてである。先月 27 日にも開

催した説明会の第 2回目として、3日 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32 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。終了後に、アンケートを回

収したが、守秘義務や報連相についての再確認、また、このような研修会

を年一回程度、開催して欲しいなどの要望があった。これを機会に、補助

員が実際に仕事をしている現場を見てみようということになり、今月から、

主に小中学校の図書室を回って、仕事の様子を確認していく予定である。

次に、10 日に開催された、学童保育室連絡会議についてである。これは、

14 ある学童保育室の主任指導員等が各施設 2名ずつ参加し、情報交換を行

うことで、各学童のスキルアップに繋げていこうとする試みである。今回

は、夏休みの反省事項や秋のイベントについて、各学童から発表があり、

それぞれの意見を交わした

3点目は、来る 10 月 2 日に、高篠小学校 5年生を対象に行われるイベン

トについてである。「みんなでチャレンジ IT エンジニア」と題し、次期学

習指導要領の完全実施を前に、小学校に導入されるプログラミング学習の

一環として、民間の企業：伊藤忠テクノソリューションズのご協力により、
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出前授業が行われる。内容については、センサーロボットを使って、IT エ

ンジニアにチャレンジする活動を通して、世の中でどのように IT が使われ

ているかを知るとともに、創造力や表現力、物事を論理的に考えるプログ

ラミング的思考を学ぶものである。

最後になるが、22 日には、私の母校である花の木小学校の運動会を訪問

した。40 年ぶりに母校の運動会を見させていただき、子どもたちが楽しそ

うに、きびきびと演技をする姿に感動させられた。

教育総務課長： 教育総務課から、3点の報告をする。

１点目は、秩父市議会 9月定例会の市政に対する一般質問についてであ

る。一般質問は、9月 14 日、18 日、19 日の 3 日間の日程で行われ、13 名

の通告者のうち、4名の議員から、教育委員会関係の質問があった。その

内容を取りまとめて、お手元に配布したので、後ほど、ご覧いただきたい

と思う。

2点目は、9月補正予算についてである。今回の市議会定例会に、中学校

4校に防犯カメラを設置するための予算 6百万円を計上した。これは、本

年 6月 26 日に、富山で起こった発砲事件を教訓として、市内中学校全校に

防犯カメラを設置するための予算であり、今年度 4校実施し、残りの 4校

は、来年度の当初予算に計上する予定である。これにより、各校の出入口

に防犯カメラが設置され、凶悪犯罪の防止に繋がればと考えている。なお、

小学校においては、既に全 13 校に整備済となっている。

最後に、運動会についてである。9月 23 日、高篠小学校の運動会に参加

させていただき、地元町会の方々と意見交換をすることができた。特に、

老人会の方々が、自分のお孫さんに、大きな声援を送っている姿が印象的

であった。

保健給食課長： 保健給食課から、1点の報告をする。

来年度に入学する児童の就学時健康診断が、10 月 16 日の高篠小学校を

皮切りに、11 月 13 日の花の木小学校まで、市内小学校で行われる。予定

児童数は男子 255 名、女子 219 名の 474 名となっている。

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、教員を対象とした研修会である。5年経験者研修として、異校

種授業研究会がある。例えば、小学校教員が中学校や高等学校等へ出向き、

異なる校種の授業研究を通して相互理解を深めるとともに、授業力を向上

させることをねらいとしている。9月 3 日には、秩父第一中学校の数学の

授業を小学校の教員が参観し、授業研究会を実施した。

2点目は、英語土曜学習である。今年度も第 1 期と第 2 期に分けて実施

している。第 1期は英検道場として、3 会場にて英検合格を目指し、行っ

てきた。最終回の第 6回を 9月 29 日に実施する。さらに、10 月 13 日から

は、昨年に続き第 2期として、イングリッシュアンバサダークラスを実施

し、英語による会話やコミュニケーション能力の習得を目指した内容にて、
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3 月までの全 10 回を予定している。

（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、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）10 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： 10 月教育委員会定例会について、10 月 25 日午前 9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、10 月教育委員会定例会については、10 月 25 日の午前 9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： 事務局から、3点の連絡をする。

1点目、10 月 2 日、午後 1時 30 分より、高篠小学校において、プログラ

ミング教室の出前授業を開催する。その後、午後 3時 30 分より、秩父市役

所本庁舎 3階会議室において、総合教育会議が開催される。

2点目、10 月 12 日、午後 1時より、小鹿野町文化センターにおいて、人

権フェスティバルが開催される。

3点目、10 月 25 日、教育委員会 10 月定例会の終了後に、教育委員会視

察研修を開催する。
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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 9月定例会を閉会する。


