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令和元年 6月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 令和元年 6月 24 日（月） 午後 4時 00 分

閉 会 ： 令和元年 6月 24 日（月） 午後 4時 32 分

会 議 場 ： 秩父市歴史文化伝承館 5階第 1会議室

出席委員 ： 1番委員 浅見 知子

2番委員 増田 洋一

3番委員 髙野 豊子

4番委員 松本 和雄

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

市民部次長兼生涯学習課長 松本 直子

教育総務課主席主幹（事務局） 原島 淳

書 記 ： 教育総務課主査 諸 克和
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１ 開会宣言

教 育 長： 令和元年 6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、人事案件のみ非公開とし、その他については公開とすること

でよいか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認め、人事案件のみ非公開とする。

（人事案件）

４ 前回会議の議事録の朗読

令和元年 5月 28 日に開会された 5月教育委員会定例会議事録の朗読を事務局が行い、

出席者の異議なく承認された。

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： 各小中学校の修学旅行がほぼ終わりとなり、無事終了することができた。

少子化の中で、バス代の高騰などで、保護者の負担が重くなることが懸

念されている。東京都の小学校では、修学旅行を中止する学校も出てきて

いるようだ。今後検討課題として出てくるのではないかと思っている。

全国で、凶悪な事件が多発している。教育委員会では、ホットスポット

パトロールの考え方をとり、警察に重点的なパトロールをお願いしたい場

所の報告を各学校から求め、それを地図に落とし込んだものをもって、秩

父警察署長、小鹿野警察署長と面会し、重点的なパトロールを依頼してき

た。両警察とも、重点的なパトロールに協力していただいているが、パト

ロールにも限界があるので、コミュニティスクールなどを活用し、地域、

保護者での見守りの強化を今後検討しなければならないと考えている。

１ 番 委 員： 6 月は大きな校外学習があった月だった。年度末の文集などでも、それ

をテーマに取り上げる子どもたちが多いようだ。レジャーに偏りがちな家

族旅行などでは体験できない、歴史的建造物に触れたり、遠方まで仲間た

ちと出かけ、宿泊したりと、思い出に残る楽しいひとときを過ごすことが

でき、保護者としても大変ありがたいと思っている。現地では、班別行動
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をするにあたり、知らない土地で公共交通機関を利用する場面もあった。

細かいところまで事前に計画を立てる際には、一人一人がしっかり意見を

出し合いコースを決めたようだ。実際、小さなハプニングはあったと思う

が、その都度班の中で話し合いながら、自分たちで考えて予定通りの見学

コースを辿れたことは、よい勉強になったのではないだろうか。秩父にも

外国人観光客が見えているが、普段はなかなか自分から関わろうとしない

子どもたちも、旅先では積極的に英語を使い、外国の方とのコミュニケー

ションも取れたようだ。一緒に記念写真をした話も聞こえてきた。各学校

の HP にもその様子が掲載されている。一歩地元を離れると、少し背伸びし

て、初めてのことにもチャレンジする気持ちが芽生えるのかなと、子ども

たちの成長ぶりがほほえましく思えた。事前の準備学習から始まり、旅先

での経験を生かして、さらに自分を伸ばしていってほしいと願うところで

ある。

３ 番 委 員： 来年度から必修化されるプログラミング教育に関して、報告する。

1点目、秩父第一小学校で行われた、ゼンリンによるドローンを利用し

てのプログラミング教育を参観することができた。6年生 23 人が 2つに分

かれ、交互にプログラミングと、ドローンの操作を行った。積極的に、真

剣に取組む姿が見られた。基礎的 IT スキルを楽しく学ぶ姿が印象的であっ

た。来年度の実施に向け、いくつかの学校の教頭先生も参観に見えていた

ようだが、各学校が何を準備していったらよいか、早めに検討していかな

ければならないと感じた。

2点目、教科書展示会を見てきた。プログラミング教育がどのように教

科書に取り入れられているかを見せてもらった。小学校の算数に取り入れ

られていて、各種工夫していると感じた。また、理科の教科書なども、教

科書自体が、論理的思考に基づいたつくりになっていると感じた。また、

音楽の教科書において、主体的・対話的な学習を引き出すような ICT の活

用も見られた。英語が小学校の教科書としてあるのも見せてもらった。一

冊一冊の本がとてもきれいで、カラフルで、大変重かった。6 時間授業が

ある日は、子どもたちはどのようにしてあの教科書を持っていくのか、教

科書以外にも持つものがあって大変だろうなと感じた。

（2）事務局からの報告事項

事 務 局 長： 市議会6月定例会は明日6月25日に閉会する。

本議会に上程した補正予算は、本年10月より実施される幼児教育無償化

に伴うもののほかには、吉田学童保育室空調設備設置工事費、県より委託

され補助金を交付された、原谷小学校にて実施する「学力向上研究事業」(3

年目となる事業)、同じく県より委託され補助金を交付された、尾田蒔小・

中学校にて実施する「英語教育研究事業」（今年度のみの単年度事業）が計

上されている。
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なお、秩父第一小学校の校舎トイレ改修工事は、平成30年度・令和元年

度の両方に計上していたが、国庫補助を受けて平成30年度事業として実施

することになったので、本年度令和元年度予算からは減額する。

また、工事請負契約の締結についての議案も上程された。これは、尾田

蒔中学校校舎大規模改造工事を守屋八潮・黒澤特定建設工事共同企業体が

施工することについて、議決を求めるものである。

以上、明日の最終日に議決される。議決され次第、即時事業に入る。

学校指導監： 3点、報告する。

1点目は、市内小・中学校の修学旅行について報告する。昨日6月23日ま

でに、秩父第二中学校以外は、本年度予定通り実施し無事終了した。なお、

久那小学校、荒川西小学校については、隔年実施のため本年度の実施はな

い。

2点目は、中学校の学校総合体育大会についてである。先週までに陸上が

終わり、今週から球技や武道等の各競技が7月3日までの間に行われる予定

である。

3点目は、すべての小・中学校長との年度当初の面談についてである。5

月30日までに全て終了した。この面談で、各学校長から学校経営や教職員

の指導等について自己申告をいただいた。各校とも、市の教育方針を踏ま

え、各学校の実態に応じた目標及び方策が示され、目標達成に向けた手順

等について確認することができた。

文化財保護課長： 1点、報告する。

6月 30 日、午前 10 時から吉田やまなみ会館において、「第 14 回 初代坂

東彦五郎追善・彦五郎祭」が開催される。文化・文政年間（1804～1829 年）

頃に活躍した初代坂東彦五郎は、下吉田井上出身の歌舞伎役者である。江

戸で修業した後、秩父に帰り、若者に歌舞伎の指導をし、秩父地方の地芝

居の基礎を築いたといわれている。

当日は、午前 10 時から寄せ太鼓と秩父屋台囃子、10 時 20 分から小鹿野

子ども歌舞伎、10 時 45 分から小鹿野歌舞伎保存会による演技、11 時 55 分

からは、初代坂東彦五郎の菩提寺である万松寺への墓参を行う。午後 1時

20 分からは、秩父歌舞伎正和会による公演が行われる。

秩父地方の歌舞伎の始祖と仰ぐ小鹿野歌舞伎保存会と秩父歌舞伎正和会

が力を併せて公演する。お時間があれば、お出かけいただくよう御案内す

る。

学校教育課長： 2点、報告する。

初めに、ふれあい学校と学童保育室の合同保育についてである。このこ

とについては、国が推進している、「新・放課後子ども総合プラン」を実現

するため、「秩父市子ども・子育て支援事業計画」に、ふれあい学校と学童

保育室の運営を連携して行うことを位置付けている。

そこで市では、6月下旬から 7月にかけて、ふれあい学校と学童保育室
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が同一校内にある 5校(秩父第一・南・尾田蒔・高篠・大田小学校)におい

て、試行的に学習や遊びなどを合同で実施し、同じ学校に通う児童同士が

同じ時間を過ごすことにより、保育活動や教育効果の充実を目指す。今後、

各学校で合同保育を行い、その結果を検証し、来年度実施予定の学童保育

室に生かしていきたい。

続いて、学童保育室指導員に対する研修会について報告する。去る 6月

20 日午前 10 時から、6月の連絡会議終了後、生きる活力と感性を育てる「う

たごえ研修会」と題し、総勢 31 人の指導員で、なつかしい唱歌やフォーク

などを声を出して歌った。時折挟む講師の苦労話に皆感動していた。今後

学童保育室の運営に役立ててもらえると思う。

教育総務課長： 2点、報告する。

1点目は、事務局長より説明があった、市議会 6月定例会での市政に対

する一般質問について、10 名の通告者のうち 5名の議員から、教育委員会

関係の質問をいただいた。教育委員会に関する質問と答弁の内容を取りま

とめて、報告資料をお手元に配布したので、後ほど御覧いただきたい。

2点目は、「秩父市職員防災訓練」についてである。7月 6日午前 8時 30

分から、市の職員による防災訓練が実施される。今年の訓練は、勤務時間

内に大規模災害（地震）発生を想定し、職員の初動対応及び災害対策本部・

現地対策本部の設置、運営について検証する。災害対策本部では、職員向

けのメールによるアプリを利用した情報収集訓練、タブレットを利用した、

各総合支所長からの映像による情報伝達訓練、町会長宅への情報伝達訓練

などを実施する。当日の教育委員会の役割については、小中学校、幼稚園、

民俗資料館などに対する避難指示の伝達、児童生徒、教職員等の安否確認、

施設の被災状況を調査するための現地調査等の訓練を予定している。

保健給食課長： 3点、報告する。

1点目、4月 11 日の花の木小学校の耳鼻科検診を皮切りに、6月 21 日の

秩父第二中学校の内科検診までで、幼稚園・小中学校の今年度の定期健康

診断が終了した。検診科目は、内科、歯科、眼科、耳鼻科で、健康診断の

結果に基づき、要治療の診断がされた園児・児童・生徒に対しては、学校

から保護者に、治療するよう指示することとなっている。また、昨年度ま

では、検診で使用する歯鏡・耳鏡等の検診器具は、学校で養護教諭が洗浄・

煮沸消毒していたが、今年度から、業者委託による滅菌処理に切り替えた。

検診器具は、業者から学校へ納品され、検診に使用された後に回収する流

れとなっており、問題なく行うことができた。

2点目は、児童手当の支給にあわせ、6月を給食費徴収月間として、各学

校から給食費の滞納のある世帯へ催告を行った。納付や納付計画の提出な

どの対応をしてもらえない世帯を対象に、6月 10 日から 14 日まで、該当

校の教頭先生等と保健給食課職員が共同で家庭訪問をし、滞納給食費の徴

収を行った。訪問対象とした家庭 14 件の内、訪問前に 1件 13,045 円、訪



秩父市教育委員会 6/8

問時に 4件から 45,500 円を徴収し、4件は訪問時交渉を行い納付の約束を

とり、残り 4件は不在であったため、差置き文書で対応した。差置き後の

翌日に 1件から 8,000 円の納入があった。また、市役所の窓口で 2件 32,500

円の納入をいただいた。合計 99,045 円の入金があった。今後も地道に滞納

額を減らしていくよう、学校と連携し進めていく。

3点目は、「プール水水質検査」の実施について報告する。プールのある

小学校 12 校と中学校 5校について、プール水の水質検査用試料の採集を、

学校薬剤師の協力を得て、6月 27 日に実施する。

教育研究所長： 1点、報告する。

「チチブアフタースクールスタディ～夜勉～」である。本年度 3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。計画にあたり昨年度の課題を精査し、改善を図っ

た。対象は小学校 5年生から中学校 3年生までの希望者とし、原則、月 2

回木曜日の午後 6時 30 分から 8時まで、各自が自主学習を中心に行う。今

年度は会場を歴史文化伝承館とし、7月 4日から 12 月 12 日までの年間 10

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 4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 4号「秩父市歴史文化伝承館運営委員会委員の委嘱について」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 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。

生涯学習課長： 議案第 5号「秩父市社会教育委員の委嘱または任命について」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 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。

学校教育課長： 議案第 6号「秩父市障害児就学支援委員会委員の委嘱または任命につい
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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。

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、14 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）7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： 7月教育委員会定例会について、7月 23 日午後 4時 00 分から、秩父市歴

史文化伝承館 5階第 1会議室で開催することを、御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、7月教育委員会定例会については、7月 23 日の午後 4時 00 分

から、秩父市歴史文化伝承館 5階第 1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： 7月 18 日午後 1時から、秩父市歴史文化伝承館 5階第 1会議室において、

秩父地区教育委員会連合会第 2回役員会が開催されるので、増田委員に御

出席をお願いする。

同じく 7月 18 日午後 1時 30 分から、秩父市歴史文化伝承館 5階第 1 会

議室において、第 15 採択地区教科用図書採択協議会が開催されるので、浅

見委員・髙野委員に御出席をお願いする。

7月 23 日午後 2時から、歴史文化伝承館 2階ホールにおいて、秩父市人

権教育推進委員会総会及び研修会が開催されるので、委員の皆様の御出席

をお願いする。
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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 6月定例会を閉会する。


