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平成２９年１月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成２９年１月２３日（月） 午後２時００分

閉 会 ： 平成２９年１月２３日（月） 午後２時４０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

保健給食課長 新井 常男

文化財保護課長 中野 茂

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 29 年 1 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 28 年 12 月 27 日に開会された 12 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： 1 月 7 日、秩父広域消防の出初式に臨席した。観閲・部隊点検、鳶組合

によるはしご乗り、消防活動訓練、音楽隊の演奏等、大変見応えがあった。

特にビル火災を想定した消防活動訓練は、非常に緊張感があり、日頃の訓

練の成果を見ることができた。多くの市民の皆様も参観に来られており、

特に子どもたちが、きびきびとした隊員の動きに見入っている様子が印象

的であった。このように、大人が社会の中で使命感を持って職責を果たし

ている姿を子どもたちに見せることは、単なる仕事への憧れにとどまらず、

職業観・勤労感を醸成するキャリア教育としても大きな意味を持つと感じ

た。

1月 8日、秩父市成人式が開催された。 一部の自治体において、混乱が

あったとの報道がなされたが、本市の成人式は、成人自身の司会進行のも

と、整然と行われた。元担任教員等も出席し、厳粛な中にも温かみのある

良い式典であった。

1月 15 日、「子どもちちぶ学士・博士」、「子ども伝統芸能伝道師」の

称号授与式並びに秩父市民族芸能大会に出席した。秩父市民族芸能大会で

は、黒谷・浦山の獅子舞、花の木小学校の子ども歌舞伎が披露され、日頃

から熱心に練習していることが感じられる素晴らしい発表であった。

1月 16 日、北部地区教育長協議会が、本庄市の早稲田リサーチパークで
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行われた。埼玉県教育局総務部教育政策課の担当者から、2020 年東京オリ

ンピック・パラリンピックの機運を盛り上げていくため、埼玉県において

も、オリパラ教育を推進していくとのお話があった。今後、オリパラ教育

実施校の事業認証等を行う予定であり、具体的な内容については、改めて

各自治体事務局へ連絡するとのことである。また、北部教育事務所から、

平成29年度当初の教職員人事のスケジュール等に関する事務連絡があった。

その他、学力向上の取組、管理職の人材育成等について、ご指導があった。

1月 18 日、校長会議が開催され、各校長先生から諸々のお話があった。

また、埼玉県教育局市町村支援部の松本副部長がお越しになり、各校長先

生に、直接ご指導をしていただいた。全国学力・学習状況調査の結果から、

埼玉県の学力の状況が厳しい状況にあること、その中でも秩父市の状況が

非常に厳しい状況であることから、やはり各学校において、しっかりと指

導力を上げていくことが大切であるとのお話があった。もちろん子どもた

ちの学力の課題には、様々な要素があると考えられるが、学校関係者にで

きることとして、授業力を高める取組を進めて欲しいとのことであった。

また、教職員人事について、他の地域との人事交流を図ることで、秩父地

区の教育の活性化を図って欲しいとのことであった。

1月 22 日、文化体育センターにおいて開催された、第 5回スキルアップ

事業ヨネックスソフトテニス教室に出席した。日本を代表する 4名のソフ

トテニスプレイヤーがお越しになり、秩父市のスポーツ少年団や中学校ソ

フトテニス部の子どもたちに、直接ご指導をしていただいた。昨年は、卓

球の伊藤美誠選手が指導者であったが、今年も一線級で活躍する選手のプ

レーということで、打球にも迫力があり、中学生にとっては、とても良い

刺激になったのではないかと思う。今後も東京に近いという地の利を生か

して、有名なスポーツ選手に来ていただき、子どもたちに良い刺激を与え

て欲しいと考えている。

また、この件に関連して、現在、政府の働き方改革の中で、教師の勤務

時間・部活動が課題となっており、土・日を含め、学校に負担が掛かり過

ぎているとの指摘があった。文科省では、地域のスポーツ指導者等が、部

活動の指導や単独での引率を行えるよう、現在、部活動指導員の省令上の

位置付けについて、事務作業を行なっていると聞いている。子どもたちの

運動・スポーツを学校の部活動だけに任せるのではなく、地域や市の事業

とタイアップした「新たな部活動」ということも検討していく必要がある

と考えている。

２ 番 委 員： 1 月 13 日、文科省で開催された平成 28 年度市町村教育委員研究協議会

に出席した。前半は、文科省初頭中等教育局の担当者による行政説明会等

があり、後半は、5つの会場において研究分科会が行われ、新教育委員会

制度に関する分科会に参加した。正直な感想としては、秩父市における新

教育委員会制度の取組は、他の自治体と比較して、かなり進んでいる印象
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を受けた。

私の方からは、市長部局と教育委員会が密接に連携し、スムーズな運

営がなされていること、教育委員とＰＴＡ役員との意見交換会が行われて

いることを報告させていただいた。また、多くの自治体において、教育長

と教育委員による勉強会が実施されていないことを知り、秩父市教育委員

会の運営が、適切に図れていることを改めて感じることができた。

４ 番 委 員： 1月 8 日から 9 日にかけて雪が降ったことから、10 日の朝、登校時間に

栃谷県道の信号に立たせてもらった。これまで通学路の歩道の雪掃きは、

ＰＴＡ等により行っていただいていたが、手作業ということもあり、十分

に掃けていない状況であった。しかし、今回は、市から各自治会に小型除

雪機を貸与していただいたことで、町会の皆様の協力のもと、非常にきれ

いに掃けていた。子どもたちの安全のためにも、大変ありがたいと感じた

ところである。

（2）事務局からの報告事項

事 務 局 長： 新庁舎及び歴史文化伝承館における各部局の配置場所について、お手元

の資料をご覧いただきたい。

2月末の新庁舎完成後、3月 18 日～20 日の 3連休に、全庁を挙げて引越

し作業を行う予定であり、教育委員会事務局は、現在の市長室フロアであ

る歴史文化伝承館 2階へ移動する。また、教育研究所の相談等一部業務は、

フロアの状況を考慮し、荒川総合支所 2階へ移動する。

その他、大きな変更点として、地場産センターに配置されている産業観

光部の各課及び農業委員会は、歴史文化伝承館の 1階と 3階に配置される。

また、荒川総合支所に配置されている地域整備部は、歴史文化伝承館 4階

と 5階に配置され、選挙管理委員会・監査事務局は、本庁舎 2階に配置さ

れる。芸術文化会館を管理している市民部生涯学習課は、市民会館 1階に

配置され、今後、市民会館の管理運営を担当することとなる。観光課は、

これまでと変更なく、西武秩父駅前の秩父観光情報館 2階に配置され、市

民スポーツ課も、従来どおり、下影森のスポーツ健康センター内に配置さ

れる。具体的な各部局・課所の配置については、市報ちちぶ 3月号に掲載

し、市民の皆様にお知らせする予定である。

東日本大震災にともない、事務所の移転を余儀なくされ、その結果、歴

史文化伝承館における公民館活動にも大きな支障をきたし、いくつかの活

動を地区公民館に移動して実施してきたが、平成 29 年度から、準備が整

い次第、震災前の公民館活動に戻ることになる。

これらの新たな配置による業務の開始は、3連休明けの 3月 21 日からと

なるが、芸術文化会館については、4月 23 日まで、常設展示室のみ開館を

行う予定である。なお、議会事務局だけは、3月市議会が、新庁舎におい

て 3月 1日に開会するため、先行して 2月中に引越しを行う。
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最後に、市民会館・市役所本庁舎開館式典が、3月 26 日に市民会館大ホ

ールで開催される。近日中に、教育委員の皆様にも、ご案内の文書が、秘

書広報課から送付されるので、ご臨席くださるようお願い申し上げる。

学校指導監： 平成 29 年 3 月の中学校卒業予定者は、男女合わせて 582 名である。

このうち、全日制高等学校への進学希望者は、県内公立高校が 494 名、

県内私立高校が 55 名、県外公立高校が 2名、県外私立高校が 8名である。

また、通信制高等学校の希望者が 3名、定時制高等学校への進学希望者が

1名、県外校等専門学校への進学希望者が 2名、知的障害等の特別支援学

校が 8名、就職希望者が１名である。なお、この進路希望調査は、10 月末

現在であるため、進路未定者が 3名いるとの報告を受けている。

1月 16 日、大田小学校において、第 3回秩父市 ICT 活用推進委員会を開

催し、57 名という多くの先生方にご参加いただいた。はじめに、6年生の

研究授業を実施し、それに引き続いて、東京学芸大学の高橋先生による指

導及び講義が行われた。今回の講義では、理科の授業での ICT 活用方法や

授業全般における ICT の活用についてを基本から学ぶことができ、非常に

実りのある内容であったと思う。高橋先生からは、毎回の授業で特に心掛

けたいこととして、①集中すること・②しっかりと教えること・③つなげ

て考えさせることの 3点についてのお話があった。ICT は、この 3点を実

現するための学習を支える道具であるとの説明があり、先生方の ICT への

理解が、より一層深まったのではないかと考えている。

教育総務課長： 教育総務課からは、12 月市議会補正予算として提出した工事 2件につい

て、その後の進捗状況を報告する。

はじめに、普通教室空調設備設置第 3期工事（尾田蒔小学校・吉田小学

校・大田小学校・久那小学校・荒川西小学校）についてである。国の第 2

次補正予算による補助金の交付決定を受けたことから、事業を前倒しして

実施するため、補正予算案を提出することについては、11 月の教育委員会

定例会で報告させていただいたとおりである。その後、1月 11 日付けで、

国から追加内定の連絡があり、当初に通知された補助額より約 400 万円多

い、総額 23,401,000 円の内定をいただいた。そこで、補助金の増額分につ

いて、3 月市議会に補正予算案を提出する予定である。なお、工事の進捗

状況であるが、1月 18 日に入札が行われ、すでに落札候補者が決定してお

り、1月 27 日付で工事請負契約を締結する予定である。

次に、久那小学校の特別支援学級教室改修工事についてであるが、本日

付で工事請負契約を締結した。これから新学期に確実に間に合うように、

工事を進めていきたいと考えている。

保健給食課長： 学校教育課からの報告を代理で行う。

本日、午前 10 時から、学童保育室に係る国庫補助金の関係で、国の会

計検査を受けている。

続いて、保健給食課から、1点の報告をする。
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市内小・中学校でのインフルエンザの状況であるが、1月 17 日から学級

閉鎖及び学年閉鎖の報告が入り始め、本日までに学級閉鎖が、花の木小学

校 1年生と 3年生各 1学級、尾田蒔中学校 2年生 1学級、秩父第一中学校

1年生 3 学級の合計 6 学級、学年閉鎖が、荒川中学校 2年生、荒川東小学

校 3年生、原谷小学校 4年生の合計 3学年の報告があった。

なお、このうち本日現在の閉鎖については、花の木小学校の 3年 2組が

本日 23 日まで、荒川東小学校の 3年生が 24 日まで、秩父第一中学校の 1

年生 3学級が明日から 25 日まで、原谷小学校の 4年生が 24 日から 26 日ま

で閉鎖となる。

文化財保護課長： 文化財保護課から「山･鉾･屋台行事」ユネスコ無形文化遺産登録記念秩

父祭中近笠鉾特別公開についての報告をする。

秩父祭の屋台行事と神楽を含む 33 件の「山・鉾・屋台行事」が、ユネス

コ無形文化遺産に登録されたことを記念して、秩父祭中近笠鉾の飾り置き

を計画している。3月 26 日に行われる市役所本庁舎・秩父宮記念市民会館

の開館式典に花を添えるとともに、ユネスコ無形文化遺産の登録を広く周

知し、秩父祭の伝統文化を全国に発信することにより、文化財の保護保存

の機運を高めることを目的として実施するものである。

日時は、平成 29 年 3 月 26 日の 10 時 30 分から 17 時 00 分、会場は、秩

父公園内の秩父市役所新庁舎前を予定している。内容としては、秩父祭中

近笠鉾に、三層の花笠を付けた笠鉾本来の姿で、飾り置きをするものであ

る。また、10 時 30 分からのオープニングセレモニーでは、秩父屋台囃子

の演奏も行う予定である。

（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、2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）

それでは、今月の後援願いについて、ただいまのとおり決したので、事
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務局には、今後の処理をお願いする。

（2）共催願いについて

教 育 長： 共催願いについて、説明を求める。

教育総務課長： 別紙のとおり、1件の協議をお願いする。

２ 番 委 員： 秩父市・長瀞町は、共催であり、横瀬町・皆野町・小鹿野町は、後援と

なっているが、この違いはどのようなことか。

教育総務課長： 共催は、1つの催しを 2つ以上の団体が共同で開催することであるが、

同じ共催でも、関わり方が違う場合もある。今回の秩父市のように、企画

立案から事業運営まで行うこともあれば、長瀞町のように、会場を提供し

たり、係員を配置したりすることも共催となる。

なお、後援については、一般的に名義使用のみで、具体的な支援は行わ

ないこととなる。

教 育 長： その他、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、こ

の事業について共催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、今月の共催願いについて、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。

（3）2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： 2月教育委員会定例会について、2月 21 日午後 1時 30 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 2 月教育委員会定例会については、2月 21 日の午後 1時 30 分

から、秩父市芸術文化会館 2階会議室にて開催する。

（4）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 1月定例会を閉会する。


