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平成２８年４月 

秩父市教育委員会 定例会 議事録 
 

 

開  会：平成２８年４月２５日（月） 午後３時００分 

閉  会：平成２８年４月２５日（月） 午後３時５０分 

会 議 場：秩父市芸術文化会館２階会議室 

 

出席委員：１番委員  山中 朱根 

２番委員  新井 康之 

     ３番委員  新井 正夫 

     ４番委員  久保 禮子 

 

出 席 者：教育長              新谷 喜之 

事務局長             新井 康代 

事務局次長兼学校指導監      井深 道子 

事務局次長兼教育総務課長     林   昭弘 

学校教育課長           野口 眞 

     保健給食課長           新井 常男 

     文化財保護課長          中野 茂 

     教育研究所長           福島 昌彦 

     総務課主席主幹          山越 達也 

     市民部専門員兼市民スポーツ課長  萩原 明 

     生涯学習課長           横田 佳子 

     市民部次長兼歴史文化伝承館長   鈴木 日出男 

兼中央公民館長   

     市民部専門員兼秩父図書館長    北堀 芳明 

 

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 28 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、3番委員および 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 28 年 3 月 29 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： 3 月 31 日、卓球女子の伊東美誠選手が、秩父市を訪問し、市内卓球部の

生徒に指導をしていただいた。日本を代表する国際的な選手と卓球ができ

る貴重な体験であり、たいへん良い思い出になったと思う。 

4 月 5 日、市長とともに、文科省・文化庁へ新年度のご挨拶に伺った。

特に今年度は、秩父市と文化庁との人事交流ということで、秩父市職員が

文化庁の文化財部伝統文化課に派遣されていることもあり、文化庁次長、

文化財部長、伝統文化課長に、ご挨拶をさせていただいた。  

 4 月 8 日、影森中学校の入学式、11 日に秩父第一小学校の入学式 、また

12日に久那幼稚園の入園式に出席したが、いずれも立派に挙行されていた。   

4 月 13 日、校長会議が開催され、 子供の安全・安心、危機管理の徹底、

学校組織マネジメントの徹底等についてお願いした。 

 4 月 14 日、午前に埼玉県学力調査が行われた。午後は埼玉県都市教育長

協議会総会に出席し、関根埼玉県教育長から、埼玉県学力調査への協力に

対するお礼があった。また、「一人一人の学力の伸びをしっかりと把握し

て、その能力を引き出し、伸ばしていく方法を共有していくことが大切で

ある。」との学力向上への取り組みについてお話があった。 
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4 月 19 日、全国学力・学習状況調査が行われた。今後の結果分析、公表

等については、例年通りの対応をしていきたいと考えている。 

１ 番 委 員： 荒川中学校と大田小学校の入学式に出席した。太田方面の学校に行くの

は初めてであった。同じ学校だけではなく、各学校を順番に出席させても

らえれば、多くの学校の様子を見られることから、今後、検討をお願いし

たい。 

        4 月 23 日、内田家住宅の現地見学会に参加した。たいへん興味深く、見

学時間の 30 分は、あっという間であった。もう少し見学したいと感じたこ

とから、また機会があれば、ぜひ参加したい。 

２ 番 委 員： 秩父第一中学校と吉田小学校の入学式に出席した。また吉田幼稚園と吉

田保育所の合同入園式に参加した。幼・保一体の総合的な取り組みが行わ

れており、将来の幼稚園・保育園の運営体制における良いモデルになると

考えられることから、今後も注目していきたい。 

        秩父地区教育委員会連合会の役員会が開催され、「秩父地区において学

力調査等に関する情報を共有しながら、連携した取り組みを進めていきた

い。」との話があった。 

３ 番 委 員： 尾田蒔中学校と花の木小学校の入学式に出席した。両校とも立派な態度

で素晴らしい式であった。特に印象に残ったことは、花の木小学校では式

の中に秩父市歌を取り入れていたことである。 

また式の後半に、新入生の集中が切れそうになったが、在校生と一緒に

ドレミの歌を歌うことにより、新入生の目に輝きが戻り、最後まで集中力

を持って式に臨む姿を見て、歌の持つ効果を感じることができた。 

４ 番 委 員： 吉田中学校と原谷小学校の入学式に出席した。両校とも上級生が、本当

に温かい雰囲気で、新入生を迎えている姿が印象的であった。 

        また 4月 23 日に、内田家住宅の現地見学会に参加したが、この件につい

ては、１番委員からの報告のとおりである。 

 

(2) 事務局からの報告事項 

事 務 局 長： 平成 28 年度における教育委員会の経営方針を報告する。 

教育委員会全体の経営テーマは、市長経営方針の重点施策である「基礎

学力の向上、知徳体の調和・いつくしみ合う心の醸成」とする。 

また、秩父市教育大綱にある「児童生徒が社会を生き抜く力を身に付け

る教育の推進」を図るとともに、ふるさと秩父市を愛し、歴史的・文化的

資源をはじめとする秩父市の良さを継承する取り組みを実践していく。 

続いて、各課の経営テーマと目標を報告する。 

教育総務課は、「小中学校普通教室への空調設備の設置」をテーマとし

て、5 年計画の 2 年目である今年度は、秩父第一小・花の木小・西小・高

篠小・荒川東小の 5 校に空調設備設置工事を実施するとともに、来年度工

事分の設計業務を行う。 
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学校教育課は、「学校・家庭・地域が一体での基礎学力の向上」をテー

マとして、学力調査等の結果を分析し、市全体及び各校の課題を明確にし

て、基礎学力の向上に引き続き取り組んでいく。これに併せて、教職員の

指導力・資質の向上を図っていく。 

保健給食課は、「給食調理場の民間委託及び再配置の推進」をテーマと

して、正規給食員が平成30年度に1人を残して定年退職を迎えることから、

今後も調理場の民間委託を推進していく。また、設備の老朽化が進んでい

る調理場の統廃合を計画的に実施し、効率的な運営に取り組んでいく。 

文化財保護課は、「文化財保護保存のための改修と活用」をテーマとし、

重要文化財「内田家住宅」の改修工事 4 か年計画の最終年度となる今年度

は、屋根の葺き替え等の工事を実施し、12 月に工事完了の予定である。ま

た、秩父祭のユネスコ無形文化遺産登録に向け、ＰＲ等の取り組みを計画

していく。 

教育研究所は、3項目をテーマとしている。1点目は「基礎学力向上のた

めの指導内容・方法の改善・教師力向上」、2 点目は「英語力の向上等、

子どもの良さや強みを伸長させる機会の設定」、3点目は「ICT を活用した

教育環境の整備と充実」である。中でも、今年度の新たな取り組みである

ICT を活用した教育については、タブレット端末を使用することで、児童

生徒が主体的に学習を行うとともに、学習意欲を高められるよう研究して

いく。その他、学校教育課と連携しながら、各種研究・研修を実施して、

教職員の資質及び指導力の向上を図っていきたい。 

学校指導 監： 平成 28 年度、各学校とも順調にスタートができている。本年度の児童・

生徒数は小学校 3,164 人、中学校 1,722 人であり、昨年度より 100 人程度

の減少である。学級数は、小学校通常学級 119 学級、特別支援学級 20 学級、

中学校通常学級 61 学級、特別支援学級 10 学級となっている。 

4 月 14 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。今後、県からの指導

を受けながら、学習指導に生かしていきたいと考えている。 

4 月 19 日には、全国学力・学習状況調査が実施された。今年度の問題は

国語、算数・数学の 2 科目で、基本問題Ａと応用・思考力をみる問題Ｂを

実施している。 

教育総務課長： 秩父市の奨学金制度について、当市には、「武山育英資金」、「髙山奨学資

金」、「奨学資金」、「入学準備金」の 4 つの制度がある。それぞれの制度の

対象及び貸付額については、「武山育英資金」は、高校生が月額 1万円以内、

大学生等が月額 5万円以内、「髙山奨学資金」は、専門学校生等を対象とし、

月額 4万円以内、「奨学資金」は、高校生が月額 2万円以内、大学生等が月

額 4万円以内、「入学準備金」は、大学生等の保護者が対象であり、一時金

100 万円以内となっている。 

        奨学資金の申請を受けた後、外部有識者からなる奨学資金貸与者選考委 
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員会で審議を行い、貸与者を決定している。貸与者の人数は、武山育英資

金が 14 名、髙山奨学資金が 4 名、秩父市奨学資金が 1 名、入学準備金が   

1 名となっている。 

学校教育課長： 情報ネットワークについて、これまで当市では、自治体ネットワークと

学校ネットワークが一体となって運用されていたが、国からのセキュリテ

ィに関する指針を受け、今年度から、ネットワークを分離し、独自の学校

ネットワークを構築することとなった。本日、業者選定等について審議す

る建設工事等監理委員会が開催され、承認を受けたことから、今後、契約

手続きを進め、8月末までに構築完了、9月からの運用実施を予定している。 

保健給食課長： 今月 11 日から中学校、12 日から小学校及と幼稚園の給食提供を開始し

た。また、今年度から新規に委託を開始した秩父第一小学校共同調理場は、

大きなトラブルも無く、順調に滑り出している。 

        秩父市子育て支援学校給食費助成金について、3月 17 日の申請期限まで

に受け付けた申請件数 3,004 件の内、支給決定は 2,983 件、不支給決定は

21 件、支給総額は 55,533,200 円であった。4 月 28 日に支給決定通知書を

発送、5月 12 日に各保護者の給食費用口座へ振り込まれる予定である。 

文化財保護課長： 4 月から 5 月にかけて多くの民俗文化財が公開となる。4 月 29 日の昭和

の日には、上影森にある椿森・諏訪神社の春の大祭で、秩父歌舞伎正和会

が歌舞伎を上演する。また、この日には、浦山大日堂において、影森中学

校の生徒が浦山の獅子舞の公開練習を行う。 

5 月 4 日のみどりの日には、上吉田で、子どもたちによる「塚越の花ま

つり」が行われる。 

5 月 21 日・22 日には、道の駅ちちぶの特設会場で、第 4回平成秩父座公

演が行われ、2日間にわたり市内の獅子舞・神楽・歌舞伎等が披露される。 

いずれも県や市の無形民俗文化財に指定されている民俗行事や芸能であ

り、ぜひ伝承している方々の成果をご覧いただきたい。 

教育研究所長： 今年度も教育研究所では、市内小･中学校教員の資質向上を目指し、各種

研修を実施していく。その一つとして、「若い教師のための学級経営講座

～秩父師範塾～」がある。この研修のねらいは、学力向上や不登校予防の

基盤となる学級経営力の向上を図ることである。講師は、教員の指導・育

成を専門に取り組まれている聖徳大学大学院教職研究科教授の南部先生で

ある。年間 5 回、ワークショップ型で、参加者が主体的に取り組むことの

できる学級経営講座であり、参加人数は、20 名程度を予定している。 

教育相談員及びソーシャルスクールワーカー（SSW）の学校訪問について、

今年度のソーシャルスクールワーカー（SSW）は、磯田 善次 先生が担当と

なっている。年間 3 回、それぞれ 6 日間にわたって市内全小・中学校を訪

問する。訪問のねらいは、教育相談室の取り組みを周知するとともに、不

登校や非行問題等の課題解決のための支援をすることである。第 1 回目の

訪問は、4月 20 日から 5月 11 日の期間に実施する。 
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(3) 補助執行に関わる報告事項 

総務課主席主幹： 総務課で補助執行事務を行っている「社会教育における人権教育事業」

について、その年間計画を報告する。 

「秩父市人権教育推進委員会総会並びに研修会」の開催について、7 月 25

日、秩父市歴史文化伝承館 2階ホールにおいて、午後 2時 30 分から開催予

定である。                          

「秩父市人権教育・啓発研修会」の開催については、例年通り、年が明け

た 2月 14 日に、秩父市歴史文化伝承館 2階ホールにおいて、午後、開催予

定である。 

市長部局の主催事業である「第 17 回秩父郡市人権フェスティバル」の開

催については、10 月 12 日、秩父ミューズパーク音楽堂において、午後、

開催予定である。本年は、秩父市が会場市となり、人権作文の発表やシン

ガーソングライターの立木早絵さんの講演会を予定している。立木さんは、

目に障害がありながら、24 時間テレビでトライアスロンやキリマンジャロ

登頂に挑戦された方である。 

以上 3 件であるが、人権教育事業は、教育委員の皆様をはじめ、秩父市

教育委員会全体のバックアップがなければ、到底立ち行くことができない

事業であることから、今後も、ご理解とご協力をお願いしたい。     

市民スポーツ課長： 平成 28 年度の主な補助執行に係る事務について報告する。       

5 月 15 日に、秩父ミューズパーク特設コースを会場に「第 58 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。今年は 1,713

人がエントリーしており、招待選手として、第 89 回箱根駅伝大会で総合優

勝を達成した日本体育大学のメンバーであり、現在ヤクルト陸上競技部に

所属している勝亦 祐太 選手に出場していただく予定である。 

5 月 25 日に、笹川スポーツ財団が主催する住民参加型スポーツイベント

「チャレンジデー」に 7 回目の参加をする。このイベントは、5 月最終水

曜日の午後 9 時までに 15 分間以上運動・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。昨年度は岐阜県

羽島市と対戦し、見事に勝利することができた。本年は、沖縄県南城市と

対戦する予定である。  

現在、生涯スポーツの推進を図る目的で、ペタンク競技の普及に取り組

んでおり、今年度も 10 月 16 日に市民ペタンク大会を、年が明けて 3月 12

日に秩父市長杯ペタンク大会を開催する予定である。 

        今年度もスキルアップ事業として、一流選手等を招いてのスポーツ教室

を開催したいと考えている。昨年度は、教育長のご報告のとおり、先月 31

日に、伊藤美誠選手を招いた「卓球教室」を開催し、たいへん盛り上がり、

好評であったが、今年度については、まだ交渉中の段階であり、種目や日

程等は、決まっていない状況である。 



秩父市教育委員会  7/9 

        本年も、数々のイベントを開催し、子供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： 生涯学習課では、青少年教育を含む社会教育、生涯学習、芸術文化に関

することを担当している。 

青少年教育については、青少年育成関係 80 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の活動による青少年育成活動に取り組んで、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。 

生涯学習については、親子で地元の良さを再発見することを考え、親子

対象の講座などを計画している。また、音楽や美術に関する教室を小中学

生向けに開催している。その他、講師登録をしていただいた方と市民から

の要請をマッチングする「出前講座」も継続していく。 

芸術文化に関しては、芸術文化会館が本年 10 月、開館 10 周年を迎える

にあたり、記念の「大作展」を、年間を通して開催する。8 月に「ちちぶ

オペラ」・10 月に「秩父美術展」・11 月に「秩父市民音楽祭」・12 月に

「親子ふれあいコンサート」の開催や、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く。また、市民の

皆さん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市報掲載等、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。 

歴史文化伝承館長： 公民館及び歴史文化伝承館事業に関することについて報告する。 

各公民館事業については、本年度も順調に主催講座及びクラブ指導が開

催されている。中央公民館の秋の文化祭については、演技発表を 10 月 8 日

に、展示発表を10月 15日から17日までの3日間、歴史伝承館で開催する。

各地区館の文化祭は、10 月から 11 月に各館で開催予定である。また、す

べての公民館の代表団体による発表の場として「公民館のつどい」を毎年

開催しているが、今年度は来年 2 月 5 日に、歴史文化伝承館にて開催予定

である。 

歴史文化伝承館に関することについて、来月 5月 14 日に、ちちぶ学セミ

ナーの開講式を行う。一般教養講座と専門講座があり、専門講座には「ジ

オパーク秩父探究コース」と「峠の国・秩父を知るコース」の 2 コースが

ある。受講者数は 65 名を予定している。 

参考として、平成 27 年度の市内 11 公民館の利用延べ人数は、224,895

人であった。上位 3館は、中央公民館の約 68,000 人、原谷公民館の約 45,000

人、影森公民館の約 40,000 人となっている。公民館の業務は、市民の方々

と直に接する業務であることから、より一層の方々に親しまれる窓口業務

を心掛けていきたいと考えている。 

秩父図書館長： 図書館の平成 27 年度主催講座については、近藤 章 先生による「万葉集

講座」、関田 誓炎 先生による「俳句講座」、新井 悦子 先生による「短
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歌講座」、高田 律子 先生による「お話講習会」を開催している。また、

主催事業については、秩父図書館では「おはなし会」、昨年度から始まっ

た「赤ちゃんとママの楽しいお話会」、児童館や各小中学校で行う「出張お

はなし会」、「映画会」、「朝読セットの配本」等を実施している。荒川図

書館では、「ピヨピヨタイム」を年 10 回、「おはなし会」を年 4 回、「映写

会」を年 2 回開催している。  
平成 27 年度の施設改修について、1 点目として、外壁調査の結果、ひび

割れ等があり、危険性があることが判明したことから、外壁の改修工事を

実施した。2 点目として、電動式書架の制御系部品が生産中止となり、故

障等が発生した場合に修理ができないことから、閉架式書庫電動式スタッ

クランナーの交換修繕を実施した。3 点目として、3 階機械室の防水工事を

実施した。4 点目として、図書館利用者の利便性の向上を図るため、2 階ロ

ビーの空間を利用し、飲食可能な休憩コーナーを設置した。  
平成 28 年度の講座実施予定について、近藤 章 先生による「万葉集講座」、

関田 誓炎 先生による「俳句講座」、「短歌講座」は今年度より綾部 光芳 
先生に依頼、高田 律子 先生による「お話講習会」、そして今年度から新規

に近藤 幸子 先生による「絵本よみきかせ講座」を開講している。 
 

 

６ 議案審議 

教   育  長： 議案審議に入る。                          

議案第 10 号を議題とする。事務局に議案の朗読と説明を求める。 

学校教育課長： 議案第 10 号「秩父市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令に

ついて」を朗読し提案理由を述べる。 

教   育  長： 質問または異議がなければ、この議案を原案通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 10 号は原案通り可決した。 

 

 

７ 協議事項 

 

（1）後援願いについて 

教 育 長： 後援願いについて、説明を求める。 
教育総務課長： 別紙のとおり、4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

について後援を承認することでいかがか。 

        （「異議なし」という声あり） 
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        それでは、今月の後援について、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： 次に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 25 日午後 2時 00 分から、秩父市芸

術文化会館 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 25 日の午後 2 時 00 分

から、秩父市芸術文化会館 2階会議室にて開催する。 

 

（3）その他 

教 育 長： その他、何かあるか。 

事  務  局： 特になし。 

 

 

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。 


