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平成３１年４月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成３１年４月２４日（水） 午後４時００分

閉 会 ： 平成３１年４月２４日（水） 午後４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

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

総務部総務課長 松村 浩之

市民部市民スポーツ課長 川田 幸一

市民部次長兼生涯学習課長兼

歴史文化伝承館長兼中央公民館長 松本 直子

市民部秩父図書館長 鈴木 千野

書 記 ： 教育総務課主査 楮本 早紀子



秩父市教育委員会 2/9

１ 開会宣言

教 育 長： 平成 31 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 31 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： 今年度、「校長の顔の見える学校」経営の推進を大きなテーマにした。現

在、HPなどによって、様々な情報を得ることが多くなっているが、社長
の顔がわかる会社の HPは見ている人に安心感を与える。学校も同じだと
考え、まず、各学校の校長あいさつに、校長の顔写真をいれるように指示

をした。大企業も、社長メッセージ、社長あいさつで、社長の顔写真を大

きく出している。学校便りでも同様にしていくことが、開かれた学校につ

ながると考えている。

１ 番 委 員： 4 月 8 日高篠中学校、9 日影森中学校の入学式に、10 日は吉田幼稚園の

入園式に出席した。各校温かみのある入学式、そして入園式だった。

4月 18 日、秩父地区教育委員会連合会第一回の役員会が行われた。5月

13 日開催予定の総会の議案審議や研究指定委嘱校の選定について審議を

していただいた。

２ 番 委 員： 4 月 8 日、荒川中学校の入学式に出席した。荒川東小学校、荒川西小学

校と、今まで別々の学校で学んだ子どもたちがひとつのクラスになり、そ

れぞれが緊張の面持ちで迎えた入学式だったようだ。担任の先生による呼

名に一人一人が堂々と返事をし、一礼する姿はとてもまぶしく、これから

の中学校生活を精一杯頑張ろうとする決意が表れていた。翌 9日は吉田小

学校の入学式に市長と一緒に参列した。在校生とのハイタッチなど、ほほ
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えましいふれあいを見せてもらった。ちょうど荒川中学校の新入生と同じ

30名の新1年生が入学し、まだ学校の環境や大切な式での振る舞い方など、

これから学んでいくスタート地点が入学式であるが、多くの人との関わり

の中で、この子たちが 6年後、立派な中学生に成長するのかと、家庭教育・

学校教育の責任の重さを感じた。

次に、学校図書室の運営と司書教諭補助員の配置体制について、保護者

からの声を報告する。今年度から司書教諭補助員が 2校兼務となった学校
があり、該当の学校では、今まで常に開いていた図書室が、週２回の開室

となっているところもある。子どもの図書離れも心配されるので、改善し

てほしいとのことであった。

３ 番 委 員： 4月 8日、秩父第二中学校の入学式へ出席した。伝統校らしく、ISS の関

係があるのか、きちんとした所作に則った、厳粛とした中にも、新しい新

入生を迎えようという気概を感じるすばらしい入学式だった。

続いて 9 日は、荒川西小学校の入学式に出席した。規模は小さな小学

校であったが、地域の方々、例えば郵便局の方や派出所の方等、そういっ

た方々の顔や雰囲気を見ていると本当に地域ぐるみで子どもたちのこと

をきちんと見守っていこうというのがひしひしと感じられる、大変すばら

しい学校だなと改めて感じた。両学校とも、とてもすばらしい入学式であ

った。

４ 番 委 員： 4 月 8 日、秩父第一中学校の入学式に出席した。新入生 192 名全員を担

任が呼名をし、人数が多くても、一人一人を大切にしていこうという学校

の意気込みを感じた。大変寒い日だったが、1時間 30 分、長時間であった

が、厳粛なよい式であった。

4月 9日、秩父西小学校の入学式に出席した。可愛らしい 56 名の新入生

だった。40 分くらいの式であったが、新入生も起立をしたり、礼をしたり、

しっかりできていた。新入生の歓迎の歌を 1年生も一緒に歌っていたのが

とても印象的だった。西小学校への仲間入りが果たせたように感じた。両

校とも校長先生が替わった学校だったが、教頭先生の補佐もとてもよく、

新年度がスムーズにスタートできたと感じた。

4月 18 日、教科用図書採択会議に出席した。本年度は、来年度から全面

実施となる、小学校の教科書の採択ということだった。外国語が始まると

いうことで、慎重審議となった。秩父地区は 15 採択地区に変わったとの

ことだった。

先ほど教育長から話があったが、新年度になり、HP を全学校見させても

らった。どの学校も更新をこまめにしていると感じられ、学校の様子が大

変よくわかった。特に、校長先生の顔が見える HP になっていた。経営方

針もしっかり書かれていて、スムーズなスタートにつながっているという

ことを感じたので、これからも期待している。
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（2）事務局からの報告事項

事 務 局 長： 新年度にあたり、各課所の多くの担当業務のうち、本年度特に力を入れ

て取組むものを報告する。

教育総務課は、市の13の重点事業のひとつである「安全安心快適な学校

を目指して」、学校施設の環境改善に取り組む。学校教育課は、保護者が安

心して子育てと仕事を両立できるよう、引き続き放課後児童対策の総合的

な推進を実施する。保健給食課は、老朽化した学校給食共同調理場の再配

置および効率的な給食運営の実現のため、関係者との協議を深める。文化

財保護課は、文化財保護法改正により、昨年度進めていた歴史文化基本構

想事業を「文化財保存活用地域計画」として進めることになり、この計画

の基本方針を決定する。教育研究所は、これからの時代を生きる子どもた

ちへの英語教育の充実が重要視されており、英語教育の研究は急務である

ことを肝に銘じ、英語教育強化の推進を行う。

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」を実現するに不可欠なもの

である。

学校指導監： 平成31年度、各小学校、各中学校、各幼稚園とも順調にスタートでき

たこと、まずもって報告する。

以下、2点報告する。

1点目は、児童生徒園児数・学級数である。本年度の児童生徒数である

が、4月6日付け調査によると、小学校2,891人、中学校1,598人、合計4,489

人である。昨年度より110人の減となる。学級数は、小学校通常学級113

学級、特別支援学級29学級、中学校通常学級51学級、特別支援学級10学

級となっている。幼稚園の園児数は44人である。昨年度より9人の減とな

った。学級数は複式2学級を含む7学級である。

2点目は、学習状況調査である。4月11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。この調査は、児童生徒一人一人の学力の伸びを把握すること

が可能となるものである。また、4月18日には全国学力・学習状況調査が

実施され、小学校6年生と中学校3年生が調査を受けた。本年度から、基

本問題と活用問題が統合された形での調査となった。また、国語と算数・

数学の教科に加え、中学校で英語を実施している。英語は「聞く」「読む」

「書く」「話す」、いわゆる4技能の調査を実施した。これらの学習状況調

査結果を受け、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、学力の向上に努めて参りたい。

文化財保護課： 平成 31年度の主要事業について 2点報告する。
1点目、秩父市文化財保存活用地域計画作成事業についてである。平成

30年度に着手した「秩父市歴史文化基本構想」の策定については、文化財
保護法の改正により、法律に位置付けられた「秩父市文化財保存活用地域
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計画」という名称に変更して、文化財の保存・活用計画を作成する。秩父

市に所在する文化財を指定・未指定にかかわらず幅広く捉え、文化財をそ

の周辺環境まで含め、総合的に把握し、地域全体で文化財を支える計画を

作成する。「文化財保存活用地域計画」は、文化財保護行政を進めるための

基本計画とするとともに、文化財を生かした地域づくりに役立てる。作成

は、令和 2年度までの 3カ年を予定している。
2点目、『新秩父市誌』の編さん・刊行事業についてであるが、今年度は、

『新秩父市誌』の編さん・刊行事業の 2年目となる。平成 11年に合併特例
法が改正され、当市においても平成 17年に「平成の合併」が行われた。平
成 31年には合併の動きはじめから 20年を迎えることから、市誌を刊行し、
今後の行政運営に活かすものである。刊行は、今年度末を予定している。

学校教育課長： 学校教育課から 1点報告する。
市内公立学童保育室・ふれあい学校の 4月 1日現在の児童数である。公

立学童保育室においては、現在 14の学童保育室で 585名の入室者があり、
待機者が 25名となっている。なお、このうち 11名は夏休みのみの利用で
ご了承いただいている。

次に、ふれあい学校だが、市内 13校で 421名の入校者があり、3.4.5年
生を中心に 53名が待機となっている。学童、ふれあいともに待機児童数が
増えているが、これは女性の就業率上昇による共働き家庭が増えている影

響によるものと思われる。今年度は、5つの小学校をモデル校として、学
童とふれあいの一体化についてできることから進めていきたいと考えてい

る。

教育総務課長： 教育総務課からは 2点報告する。
1つ目は、国庫補助採択の内示についてである。4月 16日に尾田蒔中学

校大規模改修工事の補助採択の内示があった。これにより、平成 31年度
に予定をしていた大型の改修工事（先月報告させていただいた秩父第一小

学校トイレ改修工事と尾田蒔中学校大規模改修工事）の入札契約事務が進

められ、順調にいけば、両校とも夏休みの工事となる。なお、尾田蒔中学

校の大規模改修工事は、防水・外壁・建具・内装・電気・機械等の改修工

事となる。

2つ目は、奨学金の選考委員会についてである。「平成 31年度秩父市奨
学資金貸与者選考委員会」を 4月 10日に開催し、武山育英資金 6件（4年
制大学進学者 5人、4年制大学在学者 1人の合計 6人、月額 5万円）、高山
奨学資金 2件（専門学校進学 2人、月額 4万円）、秩父市奨学資金 1件（2
年制短期大学進学者 1人、月額 3万円）と入学準備金 2件（100万円が 1
人、80万円が 1人）の申請者全員が承認された。総数は 11件、総額は 1,872
万円である。

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 9日から中学校、10 日
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から小学校の給食提供を開始した。今年度の 4月現在の配食数は、調理場

の職員分を含めて、5,158 食となる。今年度、小中学校とも、183 回の給食

提供を予定している。また、今年度から久那小学校と影森小学校、久那幼

稚園に給食を提供する荒川共同調理場は、昨年度の 3校 1園から 5校 2園、

食数で 424 食から 911 食の給食提供となったが、現在のところ大きな問題

なく給食提供を行っている。同じく、今年度から配食を受ける影森小学校

も、配膳室からの給食提供を順調に開始した。

2点目は、秩父市子育て支援学校給食費助成金についてである。3月 29

日付で、平成 30 年度分の交付決定通知を発送した。助成金の振込予定日は

4月 25 日、一部は 5月 23 日で、支給総額は 4,971 万 7,900 円となる。ま

た、今年度から始まる補助金制度については、委任状の提出依頼を学校を

通じて保護者にお願いした。今後、連休明けに学校から委任状の提出を受

け、5月中に調理場長の名で補助金の申請手続きを行う予定である。

教育研究所長： 教育研究所から報告する。平成 31 年度の教育相談室の活動概要である。

4月より、臨床心理士は、矢島玲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た。室長は岩城教育相談員となり、他 3名については、

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。新

たに今井進教育相談員が加わり、さわやか相談員や関係機関等との連携を深

め、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）補助執行に関わる報告事項

総 務 課 長： 総務課で補助執行をしている「社会教育における人権教育事業」につい

て、今年度の主な事業を報告する。

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（火）、午後 2時 30 分から、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。

2点目、「秩父市人権教育・啓発研修会」については、年が明けて 2月 14

日（金）、午後 2時から、歴史文化伝承館 2階ホールにおいて開催予定であ

る。

3点目、これは市長部局の主催事業である「第 20 回秩父郡市人権フェス

ティバル」については、10 月 18 日(金)、午後 1 時から、横瀬町町民会館

において開催予定である。本年は東秩父村が幹事となり、人権作文の発表

や、落語家の三遊亭多歌介さんの講演会を予定している。

今年度の主な事業は以上の 3件である。なお、詳細については、開催時

期が近づいたら改めてご案内をさせていただく。

市民スポーツ課長： 当課の、主な補助執行にかかる事務について、4点報告する。
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 29日（水）に、住民参加型のスポーツイベント「チェレンジデー2019」
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に 10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、愛

知県扶桑町と対戦し、大勢の皆様にご参加をいただき、71.7％の参加率で
あった。扶桑町が 68.5％であったため、見事勝利をつかむことができ、チ
ャレンジデーは確実に地域に根付いていると感じている。今年は愛知県の

碧南市との対戦となる。碧南市の人口は 73,063 人で、昨年度は 81.9％と

いう驚異的な参加率であったと聞いている。苦戦が予想されるが、本市は

今年も参加率 70％以上を目標に取り組んでいきたい。

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

9日（日）に、秩父ミューズパーク特設コースを会場に「第 61 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。昨年は第 60 回

の記念大会であったため、県庁職員の川内優輝選手をお招きして開催した。

今年は、昨年に引き続き、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準備を進めている。

次に、スキルアップ事業として、プロスポーツ選手や世界を舞台に活躍

した選手を招聘し、スポーツ教室を開催している。今年度は 7月 13 日（土）

に、バルセロナオリンピックの 100 メートル、4×100 メートルのリレーの

アンカーで出場して、6位に入賞した杉本龍勇氏をお招きして、小中学生

を対象に、走り方教室を開催する。

最後に、ペタンクについて報告する。本市では、ペタンク日本一のまち

を目指し、生涯スポーツの一環として、ペタンク協議の普及に取り組んで

いる。今年度も 10 月 20 日（日）に市民ペタンク大会、年が明けて 3月 8

日（日）に秩父市長杯ペタンク大会を開催する予定で準備を進めている。

特に今年は、10 月 5 日、6日の二日間、主催は日本ペタンク・ブール連盟

であるが、第 34 回日本ペタンク選手権大会が、本市の宮地グラウンドに

おいて開催される。

イベント内容についての報告は以上であるが、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。

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み、

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
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主催講座及びクラブ活動を開催する。中央公民館の主催講座は 4講座、ク

ラブ学習は 50 クラブで、その活動の成果発表の場として、10 月に文化祭

を開催し、演技発表と作品展示を行う。各地区公民館も、10 月から 11 月

に文化祭を開催する予定である。また、今年度から中央公民館の文化祭に

地区公民館の作品展示スペースを設けて、公民館同士の交流も深めていき

たいと考えている。

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 1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。

芸術文化に関しては、秩父美術展の会場を昨年度から歴史文化伝承館に

戻して、多くの皆様に来場していただけるようにした。今年度も 9月 30 日

から 10 月 6 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おり、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フェイスブックなど、多くの媒体

を利用して、市民の芸術文化活動の情報発信をしていく。

秩父図書館長： 秩父図書館の、今年度の補助執行事務について報告する。

図書館の基本事業は、図書館管理運営事業である。事業の内容としては、

「図書館資料管理事業」「秩父市史資料編刊行事業」「図書館主催事業」「「対

面朗読事業」「図書館外資料提供事業」「視聴覚教育事業」「図書館施設管理

事業」となる。各事業の詳細については、図書館事業の根幹となる図書資

料の選定、購入、整備、貸出などの業務を中心に、生涯学習の一環として、

俳句講座、短歌講座、万葉集講座などの文化的活動を支援する自主講座を

主催している。図書館費は、全体で約 7,600万円。そのうち資料費は約 2,500
万円である。

秩父図書館では、子どもの読書活動推進にも積極的に取り組み、赤ちゃ

んとお母さんを対象とした「親子で楽しむ絵本とわらべ歌」、幼児からを対

象とした「わくわく絵本タイム」「おはなし会」などを、毎月実施している。

また、読書推進の一環として、ご依頼いただいた学校や児童館に、司書や

ボランティアが出向き、「お話会」や「ブックトーク」を実施する出張サー

ビスや、移動図書館の巡回、朝読セットの貸出、授業のテーマに沿った本

の団体貸出にも、力を注いでいる。

平成 30年度は、児童館での読み聞かせ会を 52回、小学校へのお話会を
56回、小学校へのブックトークを 18回行った。今後も、積極的に学校と
の連携を行っていく。

最後になるが、現在図書館は、中央館である「秩父図書館」を中心に、

荒川図書館、吉田分館、大滝分館の４館体制で運営している。蔵書数は全

館合わせて約 40万冊。年間の個人貸出資料数は約 25万冊、一日の平均利
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用者数は約 400人である。今年度も、引き続き関係各所と協力しながら、
市民に親しまれる図書館運営に努めていく。

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、8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）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 28 日（火）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、5月教育委員会定例会については、5月 28 日（火）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： 事務局より 2点、ご連絡する。まず 5月 13 日（月）午後 1時 30 分から、

歴史文化伝承館研修室において、秩父地区教育委員会連合会定期総会が開

催されるのでご出席をお願いする。続いて 5月 31 日（金）午前 11 時 5 分

から、本庁舎 3階庁議室において、総合教育会議が開催される。議題につ

いては「放課後児童対策」となっているので、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 4月定例会を閉会する。


