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平成３１年３月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成３１年３月２７日（水） 午後２時００分

閉 会 ： 平成３１年３月２７日（水） 午後２時５３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

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

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 31 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、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 31 年 2 月 21 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： 県内の教職員の不祥事が相次いでおり、今年度 11 件の処分案件があった。

秩父市でも起こり得ることとして、気を引き締めて、学校運営にあたるよ

う指示した。

平成 31 年度の管理職を含めた教職員の内示が終わり、新年度の体制が整

った。今年度、校長 5名、教頭 1名、教諭 11 名の退職者があった。来年度

は、退職校長 7名、教頭 3名を見込んでおり、管理職の人員体制が厳しい

状況にある。また、新規採用教職員についても、県全体の採用人数が年々

減ってきている。

１ 番 委 員： 3月 15 日、秩父第二中学校の卒業式に出席した。大変厳粛な式が行われ、

合唱も大変素晴らしかった。

3月 19 日、荒川幼稚園の卒園式に出席した。卒園児 4名、在園児 2名で、

どちらも式場に響くような元気な大きな声で歌を歌っていた。涙を誘う場

面もいくつかあり、少人数でなければ味わえない卒園式が催された。

3月 25 日、西小学校の卒業式に出席した。卒業生の態度が大変素晴らし

く、細かいところまで指導が行きわたっていた。このことがあとあと卒業

生たちにも活きて来る場面が多くあるのではと見させていただいた。

２ 番 委 員： 3月 15 日、荒川中学校の卒業式に出席した。どの生徒もひとつひとつの

仕草にしっかり気持ちが込められていて、大変気持ちのよい姿だと感じな
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がら見守っていた。中学生が涙を流しながら歌う姿は、卒業式の気持ちの

高まりがあるにもかかわらず秩父地区音楽会で代表校として出場した学年

だけに心の奥までグッと響くものがあった。それをきっかけに参列者や教

職員の方々が一斉に感極まり涙を流す大変感動的な式となった。人の正直

な感情はとても美しく、門出にふさわしい心洗われるひとときだった。

3月 25 日、荒川西小学校の卒業式に出席した。わが子の卒業式でもあり、

教育委員と保護者の両方の立場で参列した。今年の卒業生の保護者は、Ｐ

ＴＡ本部役員として長年にわたり学校を支えてきた方々が勢ぞろいで、今

回で小学生を送り出す最後の保護者が多くいた。学校に対する愛情も深く、

子どもたちの嬉しそうな笑顔もいとおしく、寂しさとうれし涙の入り混じ

った感慨深い卒業式だった。6 年生にまつわるエピソードがある。以前、

秩父オペラのアウトリーチによるコンサートを学校で開催したのをきっか

けに、6 年生が中心となって親子でともに楽しむコーラスを始めた。その

時、「卒業のプレゼントに親子揃って合唱の発表ができることが目標です。」

と夢を語ったが、この活動が大きくなり、校内の 6年生を送る会で「心の

瞳」という混声合唱を発表することができた。その練習にあたり、親子で

過ごした時間がかけがいのない思い出となった。この発表をきっかけに新

たに参加したいというファミリーが増えたこともうれしく、親子活動が盛

んになり、地域に彩りを添える楽しい学校になるよう今後も続けていきた

い。

３ 番 委 員： 3月 15 日、大田中学校の卒業式に出席した。小学校・中学校と同じとこ

ろで 9年間過ごす学校だが、大田という土地柄もあるだろうが、地域の方々

のまとまりが感じられ、大変感動的で素晴らしい卒業式だった。

3月 25 日、花の木小学校の卒業式に出席した。練習の成果が感じられる

洗練された呼びかけは、大変素晴らしかった。ISS の関係においてもきち

んとした運営がされていることも活かされているのではないかと感じたと

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。

秩父市議会 3 月定例会は 3 月 19 日に閉会した。一般質問を 8 名の議員

からいただき、教育に対する関心の高さを再認識するとともに、教育委員

会事務局としても時機を捉えて業務の更なる改善改革を痛感している。

最終日に副市長の選任についての議案が上程された。現在の持田副市長

の任期が平成 31 年 3 月 31 日に満了となり、後任として、厚生労働省から

派遣される竹中郁子氏が選任された。

秩父市の副市長は、秩父地域全体に影響を与える重要なポストであり、

産業振興や雇用創造、雇用拡大等の分野に関して、地域を挙げて更に前進

させたいことから、労働部門に強い厚生労働省の総合職の派遣をお願いし
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たものである。また、女性の副市長は、秩父市では初めてのことであり、

女性活躍社会の実現に向けても適任と考えられる。

学校指導監： 学校指導監から 3点のご報告をする。

1点目は、卒業式関係で、3月 15 日に中学校の卒業式、3月 19 日に幼稚

園の卒園式、3月 25 日に小学校の卒業式が無事終了した。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を受けた。

2点目は、2月 28 日に実施された公立高等学校の入試結果についてであ

る。今年度は、市内 8中学校で、15 名が不合格となったが、いずれの生徒

も欠員補充により別の高等学校、また、私立高校に進路が決まったとの報

告を受けた。中学 3 年生の在籍は、564 名で、県内公立高等学校進学者数

は、484 名、県内私立は 55 名、その他は 25 名となった。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 490 名中、327 名から開示請求があり、全体の 66.7％

だった。

3点目は、平成 31 年度秩父市学校教育推進プランと家庭教育啓発リーフ

レットについてで、プランの大きな変更点としては、タイトル名とデザイ

ンの 2点です。昨年度はタイトルが秩父市学校創造グランドデザインで 4

つの目標を縦長に配したものであるが、本年度はタイトルを秩父市学校教

育推進プランとし、目標を横長に配した。4つの目標や重点目標は、一部

文言を修正したところであるが、大きな変更点はない。

新たに来年度から実施するものとしては、目標Ⅰの（4）のＧＴＥＣを活

用した授業改善、目標Ⅱの（2）メールによる教育相談の実施（平成 31 年

3 月より実施）、目標Ⅳの（5）校務支援システムの有効活用がある。また、

すでに実施しているもので新たにプランに加えたものといたしましては、

目標Ⅰ（2）秩父市評価テストの活用と検証、目標Ⅳ（5）教員の働き方改

革への支援、プログラミング教育の推進等がある。

また、家庭用リーフレットについて、大きな変更点としては、基本的な

生活習慣ときまりのところに、「情報モラル・ネットマナー」の項目を追

加した点である。

文化財保護課： 文化財保護課から、2点の報告をする。

平成 31 年 3 月 18 日に開催された文化審議会で、市内山田にある「旧強

谷織物工場」と栃谷にある「栃谷八坂神社舞台」の 2件を含む 153 件の建

造物を登録有形文化財に登録するよう、文部科学大臣に答申した。今回の

登録では、昭和 5年に建設され、絹織物産業で栄えた近代秩父の様相を伝

える「旧強谷織物工場」と、農村歌舞伎が盛んであった明治時代に建設さ

れた「栃谷八坂神社舞台」が登録された。これで、秩父市の登録有形文化

財は 31 件となった。

「秩父市栃本市有林」が文化庁の「ふるさと文化財の森」に設定された。

3月 20 日に行われた設定書の交付式には、倉澤教育長・新井事務局長・小
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池環境部長ら 4名が出席し、文化庁長官から設定書が交付された。「秩父

市栃本市有林」は、スギ・ヒノキの木材と屋根材となる檜皮（ﾋﾜﾀﾞ）の供

給地であり、木材のサワラの供給地となる東京大学秩父演習林に続き、２

例目となった。

学校教育課長： 学校教育課から，3点の報告をする。

平成 31 年度秩父市ふれあい学校の入校者が決定した。13 校で定員 405

名のところ 470 名の申し込みがあり、417 名が決定となった。待機児童は

全体で 52 名となり、比較的多い学校は、花の木小学校 9名、南小学校 8名、

原谷小学校 24 名、高篠小学校 7名となっている。

次に、平成 31 年度学校補助員・特別支援教育補助員・司書教諭補助員の

採用について報告する。「学校補助員」は主に児童の学校生活・学習の支援、

ふれあい学校の運営などを業務とし、原谷小と西小が 6名ずつ、その他各

3名ずつ計 45 名の採用となっている。「特別支援教育補助員」は特別支援

学級の児童・生徒への学習支援や学級活動への支援などを業務とし、関係

する学校に 16 名の採用となった。「司書教諭補助員」は学校図書館活動の

補助や環境整備などを業務とし、小中 8校ずつ兼務で、各 1名ずつ 8名、

残りの小学校 5校に 1名ずつ計 13 名の採用となった。

最後に、「秩父市教育情報セキュリティ対策基準」の策定について報告す

る。平成 29 年 10 月に文部科学省の「教育情報セキュリティポリシーに関

するガイドライン」が示され、秩父市教育委員会でも情報セキュリティの

対策を講じる必要となった。秩父市校務支援システムの導入に向けて検討

が始まり、平成 30 年度にシステム業者が決定し、システムの構築とともに

セキュリティに関しての強化が課題となった。9 月から運用がはじまり、

平成 31 年度からは本格運用が始まるため、さらなる情報セキュリティ強化

のために、「秩父市教育情報セキュリティ対策基準」を策定することとなっ

た。今後の予定は、4月 11 日に開催される校長会議で説明し、承認後、運

用を開始する予定である。

教育総務課長： 教育総務課から、2点の報告をする。

1点目は、市議会 3月定例会の市政に対する一般質問についてである。

3月 8日、11 日、12 日の 3日間の日程で行われ、12 名の通告者のうち、

8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。

2点目は、国庫補助採択の内示についてで、秩父第一小学校のトイレ改

修工事について、2月 26 日に国の平成 30 年度補正予算による補助採択の

内示があった。これにより、今後「入札」「契約」事務を行い、順調にい

けば次の夏休みに工事を行う予定となる。工事内容は、A 棟 B 棟の１階か

ら 3階のトイレ 6か所、便器の更新、自動水栓化、床の乾式化、給排水管

の更新、内壁内装等の改修を行い、新たに多目的トイレ 1か所の設置も行

うものである。
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また、同時に申請をしていた、尾田蒔中学校の大規模改造工事は、採択

の連絡がないため、今後の国庫補助採択を目指し、平成 31 年度事業として

実施していく予定となる。

保健給食課長： 保険給食課から、2点の報告をする。

3月 25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 30 年度の給食提供をすべて終了した。平成 30 年度の

各校への給食提供は 186 回だった。また、3 月末で閉場する影森小学校共

同調理場は、3月 19 日の最後の給食提供を無事に終了した。4月からは、

建物の一部を影森小学校の配膳室として使用し、荒川共同調理場からの給

食の受け入れを行う。平成 31 年度は、4月 9日から中学校、10 日から小学

校の給食提供を開始し、小中学校とも 183 回の提供を予定している。

秩父市子育て支援学校給食費助成金の申請状況については、市内小中学

校の在校生は 2月 15 日、特別支援学校と市外の私立学校に通う児童生徒分

を 3月 20 日に申請を締め切った。申請件数は、申請書を発送した 2,886 世

帯中 2,678 世帯で申請率は 92.8％だった。

教育研究所長： 教育研究所から、1点の報告をする。

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～全10回が 3

月 23 日で終了した。最終日はまとめの活動で、東京都英語村 TOKYO GLOBAL

GATEWAY での活動に 24 名の中学生が参加した。4つのグループに分かれ、

外国人スタッフによるオールイングリッシュの環境の中で、2 つのプログ

ラムを体験した。1つめは、「コマ撮り作品を作ろう」というプログラム

で、グループでストーリーを考え、絵コンテを描き、タブレットを使い、

静止画ムービーを制作した。2 つめは、「身近なものから効果音を作りだ

そう」ということで、グループで効果音を作り出す方法を考え、作品とし

て発表した。体験的な活動を行う中で外国人スタッフとの英語によるコミ

ュニケーションを図り、楽しく実りのある活動となった。

質 問 事 項： ２番委員から司書教諭補助員の人員体制についての質問があった。

教育長・事務局長・学校教育課長から、頂いたご意見を参考にして業務

の円滑な運営に努めていく旨の回答を行った。

（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： 議案第 4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 4号「秩父市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則」について
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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 4号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 5号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

学校指導監： 議案第 5号「秩父市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則」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 5号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 6号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

生涯学習課長： 議案第 6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 6号は、原案どおり可決した。

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。

学校教育課長： 議案第 7号「秩父市学校運営協議会規則の一部を改正する規則」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 7号は、原案どおり可決した。

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、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
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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 15 採択地区教科用図書採択協議会委員の指名を行う。

今回協議会委員として、浅見知子委員、髙野豊子委員を指名させていた

だきたいがいかがか。

（「異議なし」という声あり ）

それでは、承認とさせていただく。

その他について、何かあるか。

各 委 員： 特になし。

事 務 局： 3月 29 日、午前 11 時から、本庁舎 4階委員会室において、「平成 31 年

度 秩父市公立学校教職員退職者辞令交付式」が挙行される。

4月 1日、午後 1時 30 分から、歴史文化伝承館ホールにおいて、「平成

31 年度 秩父市立公立学校教職員就任式」が挙行される。

4月 8 日に中学校の入学式、4月 9 日に小学校の入学式、4月 10 日に幼

稚園の入園式が挙行される。

以上 3件のご出席をお願いする。

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 3月定例会を閉会する。


