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平成２９年１１月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成２９年１１月２８日（火） 午後２時００分

閉 会 ： 平成２９年１１月２８日（火） 午後３時００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 久保 禮子

２番委員 新井 正夫

３番委員 浅見 知子

４番委員 増田 洋一

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 山中 正広

事務局次長兼教育総務課長 林 昭弘

事務局専門員兼文化財保護課長 中野 茂

学校教育課長 諸 敦夫

保健給食課長 新井 常男

教育研究所長 福島 昌彦

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 11 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 29 年 10 月 26 日に開会された 10 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： 10 月 27 日、秩父市 PTA 連合会が主催する各学校 PTA 会長と教育委員と

の意見交換会が行われた。まず、各学校の PTA の活動状況について報告が

あり、コミュニティ・スクールに指定されている尾田蒔小・中学校、影森

中学校の 3校については、学校運営基本方針の承認や特定課題の熟議等、

既に複数回の学校運営協議会が開催されており、モデル事業として順調に

進んでいる様子が報告された。

その後、ISS（インターナショナル・セーフ・スクール）、部活動の今後

の方向性をテーマに意見交換が行われた。ISS については、現在、秩父第

二中学校、花の木小学校、南小学校が、来年度の再認証に向け取り組んで

おり、その成果を、セーフ・コミュニティの枠組みも使いつつ、市内 21 校

全体で共有したいとのお話をさせていただいた。

続いて、各学校における部活動の状況等について、意見交換が行われた。

今日における部活動は、少子化の中で、活動時間、指導者の問題等、様々

な課題があり、持続可能な運営が求められている。特に、指導者の問題に

ついては、本年 4月に、部活動指導員を法令上、学校の職員として位置付

け、部活動指導員だけで、対外試合の引率等もできる法令改正が行われて

いる。実際には、中体連等、団体の規約改定や市教育委員会の規定改正等

が必要であることから、現在、文部科学省において、ガイドラインの検討
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を行なっているところである。秩父市としても、これらの動きを受けて、

部活動の教育的意義も踏まえ、持続可能な部活動の在り方を検討していき

たいとのお話をさせていただいた。

10 月 28 日、FU・RU・SA・TALK（市長と秩父を語ろう）が開催され、秩父

地域の高校生との意見交換会に出席した。今回は、秩父高校、秩父農工科

学高校、小鹿野高校、皆野高校に加え、秩父特別支援学校高等部の生徒に

も参加していただいた。新しくなった市議会の議場を会場として、高校生

たちからの質問に対し、市当局から答弁を行った。高校生たちの市の行政

に対する課題意識の高さに感心させられた。

10 月 30 日、埼玉県教育局の魅力ある高校づくり課から、担当課長補佐が

お越しになり、秩父地域の高等学校の在り方についての意見交換を行った。

当方からは、秩父地域の高等学校が大幅に定員割れしている実態を考慮し、

生徒たちの多様なニーズ、時代のニーズを踏まえ、秩父地域のみならず、

他の地域から見ても魅力ある高等学校になるよう改革をお願いしたいとお

伝えした。

11 月 9 日、埼玉県小・中学校音楽会秩父地区大会に出席した。秩父地域

の小・中学校の代表が、新しくなった市民会館大ホールフォレスタに集い、

合唱・合奏を行った。音響の良い素晴らしいホールに、子どもたちの歌声

が気持ち良く響き渡っていた。

11 月 11 日、秩父市青少年健全育成推進大会が開催され、青少年育成特別

功労者への感謝状、優良青少年表彰、青少年育成功労者表彰、優良青少年

団体表彰等が行われた。また、青少年の主張の入賞者への表彰も行われた。

青少年の主張については、小学生及び中学生それぞれの入賞者から発表が

行われた。その中で、最優秀賞の高篠小学校 6年生の女子児童の発表が、

とても印象に残った。将来、看護師になりたいという希望を持つ女の子で、

母親の看護師としての仕事ぶり、祖母の終末看護を家庭で行う母親の姿を

見て、自分も看護師になりたいと思うという内容であった。本格的な高齢

化社会を迎え、自分の祖母の終末期に当たり、看護師である母親の対応を

通して、終末期のケアという大きな社会問題を、子どもらしい視点から提

起した素晴らしい主張であった。

11 月 13 日、本年度第 3回目の総合教育会議が開催された。今後の課題で

ある学力向上、ICT の活用、英語教育、学校施設の老朽化対策について、活

発な意見交換が行われた。教育施策における来年度予算に向けて、市長部

局と教育委員会の間で、その方向性について、共通理解を図ることができ

たと考えている。

11月16日、本年度第2回目の秩父市障害児就学支援委員会が開催された。

委員の皆様方には、障がいのある子どもたち一人一人の教育的ニーズを踏

まえ、子どもたちを最大限に伸ばすために、最も適切な教育の場はどこで

あるのかという観点で、ご審議いただきたいとお願いしたところである。
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11 月 17 日、埼玉県市町村教育委員会教育長研究協議会に出席した。埼玉

県の 小松 弥生 教育長が、6月 19 日の就任以来初めて出席され、挨拶の中

で、7点について述べられた。

1点目は、埼玉県独自の学力調査について、一人一人の伸びを見ることが

できる調査であり、伸びた要因を分析し、共有して欲しい。

2点目は、いじめの認知件数が、大幅増加しているが、これは初期の段階

からいじめを認知し、対応しようとする学校の姿勢によるものであり、早

期に対応していくことが大切である。

3点目は、家庭・地域の力を学校で活用して欲しいとのことであり、コミ

ュニティ・スクールなど、学校と家庭・地域が WINWIN の関係をつくること

が大切である。

4点目は、部活動について、これまでの指導通知を参考に、適切な部活動

の在り方を検討して欲しい。

5点目は、学校の安全安心、交通事故防止について、指導徹底をして欲し

い。Jアラートについて、各学校の実態に応じた対応をお願いしたい。また、

座間市の事件について、事件の背景には、情報リテラシーの問題があるこ

とから、スマホ安全利用等情報リテラシーの指導が必要である。

6点目は、教職員事故防止について、教職員の不祥事が多く報道されてい

ることから、防止、根絶に努める。

7点目は、文化財を活用した街づくりについて、文化財保護法の改正によ

り、文化財を産業観光に活用することが、より求められるようになること

から、今後もより一層、教育委員会と産業観光部局との連携を強めて欲し

いとのことであった。

11 月 22 日、大田小学校において ICT 活用教育推進委員会が開催された。

市内全小・中学校の ICT 担当教員及び大田小・中学校の教員が出席し、授

業での ICT 機器の活用についての研究協議を行うとともに、東京学芸大学

高橋 純 准教授の講演をお聴きした。新学習指導要領を踏まえ、子どもた

ちに求められる新しい力、生きて働く力と個々の知識との関係、各教科等

の見方・考え方との関係等を、大変分かりやすく図式化して、ご説明いた

だいた。

11 月 25 日、花の木小学校開校 80 周年記念式典に出席した。全校児童、

保護者や地域の皆様が集い、広い体育館も狭く感じられた。式典では、80

周年記念のお祝いのほか、花の木小学校の PTA が、林 芳正 文部科学大臣

から大臣表彰を受賞したことについても併せてお祝いを申し上げた。また、

式典後のアトラクション、児童による合唱と合奏は、子どもたちの自主運

営で行われた。児童会長の司会進行も見事で、合唱も合奏も素晴らしいも

のであった。この様な学校行事の自主運営の力及び主体的に取り組む力は、

ISS の取組の中で、さらに磨かれているように感じた。

11 月 27 日、北部地区教育長会議が開催され、来年度当初人事の手続き等
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についての説明があった。なお、今月、来年度の当初人事について、各学

校長に対し、ヒアリングを実施しており、その結果を、12 月 7 日に行われ

る埼玉県北部教育事務所の人事ヒアリングで、お伝えする予定となってい

る。各学校の様々な実情をしっかりとお話ししていきたいと考えている。

11 月 29 日から、秩父市議会 12 月定例会が開催される。教育に関する質

問も多く出されるのではないかと考えている。

12 月 3 日の秩父祭に、文化庁から担当課長、埼玉県から小松教育長をは

じめ幹部の皆様が、視察・指導に来られる予定となっている。

１ 番 委 員： 11 月 21 日、さいたま共済会館において埼玉県市町村教育委員会連合会

第 2回理事会及び埼玉県教育局との意見交換会が開催され出席した。意見

交換会の内容は、平成 30 年度文教施策と予算に関する各市町村からの要望

事項における 12 の重点要望項目についてであった。その中で、特に魅力あ

る学校教育推進のためにということで、教材研究や児童生徒と向かい合う

時間の創出と新学習指導要領の確実な実施に見合う教職員定数の増加、少

人数学級・少人数指導を行うための教職員の配置の拡充、特別支援教育の

推進に関し、学習障がい・ADHD・自閉症・トラウマ等障がい児のための研

修の充実、特別支援学校教諭の免許状取得者の配置、SC（スクールカウン

セラー）、SSW（スクールソーシャルワーカー）を全小・中学校への配置に

ついて、強く要望してきたところである。

２ 番 委 員： 先ほど教育長からもお話があったが、11 月 11 日、歴史文化伝承館にお

いて秩父市青少年健全育成推進大会が開催され、久保教育長職務代理者と

共に出席させていただいた。未来を担う若い人たちの主張の最優秀賞等の

各表彰及び発表が行われ、それぞれの児童・生徒が、堂々とした立派な態

度で、発表の内容も大変心が打たれるものであった。

３ 番 委 員： 11 月 2 日、高篠小学校の学校見学会及び給食試食会に、新井委員と共に

出席した。保護者目線から感じたところをお話しさせていただくが、高篠

小学校は、新しい校舎であり、明るく開放的であった。また、校内の掲示

物が非常にカラフルであり、見るだけでも楽しく、まるで美術館の中にい

るかのような気持ちになるとともに、日頃の先生方の努力に頭が下がる思

いであった。

高篠小学校の児童数は 260 名で、各学年 2クラスで構成されていたが、

教室の中は、びっしりと埋まっている状態であった。自分の子どもが通っ

ている学校は、規模が小さく、全校分の人数が、高篠小学校の１クラス分

であることを知り大変驚かされた。また、これと同時に心配に思ったこと

は、この人数の子どもたちに対し、一度に同じペースで勉強を教えるのは、

とても大変ではないかということである。そのような思いを感じながら、

授業を見させていただいたが、5年生の教室において、習熟度別学習を実

施していた。子どもたちが、自分の能力に応じて、もう少し難しいことに

挑戦してみたいという子には、その希望に合わせた指導が受けられ、また、
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逆に苦手意識のある子には、基礎をしっかりと教え込む指導が行われてい

た。他の学校でも実施されているかもしれないが、非常に良い取組である

と感じた。

４ 番 委 員： 11 月 1 日、原谷小学校の学校見学会及び給食試食会に、久保教育長職務

代理者と共に出席し、校長先生から丁寧なご案内をいただいた。

学校見学会では、低学年から高学年まで、授業中の各教室を見学させて

いただいた。また、図書室・体育館・ホールなど、学校内の各施設のご案

内もしていただいた。授業については、新任の先生からベテランの先生ま

で、それぞれが持ち味を発揮し、アクティブ・ラーニング的な授業が実践

されており、粛々と算数の問題を考えて解かせる授業や元気な体育の授業

など、学校全体でしっかりとした取組が行われている様子を見ることがで

きた。また、支援の必要な児童に対しては、個別式的に取り組まれており、

本当に努力されている様子を伺うことができた。

給食試食会では、1年生の教室で、児童の輪に入って、給食をいただい

た。当日は、ごはんの日であったが、秩父市大田産のお米であるとの説明

を受けた。秩父で作られたお米を秩父の児童がいただくということは、本

当に良いことであると思っている。先日、小鹿野町給食センターを視察さ

せていただいた折、地産地消にこだわることは、安定供給の面で、なかな

か難しいとのお話しを聞いている。コストの問題、安定供給の問題等、諸

般の事情はあると思うが、可能な限り秩父産の食材で、給食に取り組んで

いただけると有難いと感じた。

（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。市議会 12 月定例会は、明日 11 月 29 日

から 12 月 20 日まで開催の予定である。本議会にてご審議いただく議案は、

条例の一部改正、補正予算等合計 20 件で、教育委員会関連は、補正予算と

して学校改修工事費と就学援助費の増額を計上している。なお、一般質問

は 17 名が予定されており、現在、多くの議員の皆様から、教育委員会関連

の質問が提出されているところである。

続いて、先ほど教育長からもお話があったが、10 月 28 日、FU・RU・SA・

TALK（市長と秩父を語ろう）が開催され、参加させていただいた。新しく

なった議場で行われ、秩父郡市 5校から 24 人の高校生が参加した。議会

形式で進められ、医療・子どもたちの遊び場・人口減少への対策・障がい

者の雇用・観光等多方面について、全部で 13 項目の質問があり、教育委

員会には「秩父市に一人でも多く学生を残すために市としてできること

は？また、高校生ができることは？」との質問があった。市としては、秩

父という郷土への愛情と誇りを持ち続けることに対して、教育活動は重要

な役割があること、また、地域活動を通じて人々とつながりを持ち“自分

のまち”を自分のこととして活動する仕組を創る必要性があること、そし
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て何より、若い世代が安心して働き、結婚・子育てができ、心豊かな生活

を送れる環境を整えることが、市としての大変重要な課題であると答弁し

た。

後段の高校生ができることとしては、秩父の良さを自分の足や目で見つ

けて、若者ならではの切り口で秩父の魅力を情報発信してみることを提案

させていただいた。どの高校生も“秩父”のことをよく考えており、とて

も貴重な質問や意見であったが、既に市で実施されている施策についての

質問もあり、まだまだ若い世代に対し、市の取組を周知できていない部分

があるということを痛感したところである。

学校指導監： 学校指導監から、4点の報告をする。

1 点目、平成 29 年度全国学力・学習状況調査の秩父市全体の結果及び

各小・中学校の学校別結果を、12 月 8 日、ホームページに公表する予定で

ある。内容については、単に結果のみならず、各学校の改善に向けた取組

も掲載したいと考えている。

2点目、11 月 16 日、平成 29 年度第 2回秩父市就学支援委員会を開催し

た。全ての小・中学校から校長及び調査専門員が参加し、報告及び就学判

断が行われた。

3 点目は、11 月 24 日、校長会議の後、特別支援教育研修会を開催し、

インクルーシブ教育システムの構築と校長の役割という演題で、独立行政

法人国立特別支援教育総合研究所の 明官 茂 研修事業部長兼上席総括研

究員にご講義いただいた。1つ目として、学習指導要領改訂とインクルー

シブ教育システムの構築、2つ目として、インクルーシブ教育システムの

構築に向けた校長の役割、3つ目として、学校経営と特別支援教育につい

て、お話しいただき、今後の特別支援教育を進めていく上で、大変参考と

なる内容であった。

4点目は、埼玉県教育委員会から、平成 29 年度優秀な教職員、れんたつ

先生として、秩父第一中学校 小池 佳子 教諭が表彰された。

教育総務課長： 教育総務課から、奨学金に関する規則の改正について、報告させていた

だく。秩父市には、武山育英資金、高山奨学資金、秩父市奨学資金の 3つ

の奨学金制度があるが、このたび各奨学金にかかわる書類の見直しを行い、

規則の改正を行った。その内容であるが、一つは、貸付償還契約書につい

て、これまでは秩父市と学生と保証人の 3者契約となっていたが、未成年

である学生と契約する場合には、親権者の同意が必要であることから、契

約者に学生の親権者を加え、4者契約への改正を行うものである。もう一

つの改正は、奨学金の貸付決定通知書であるが、これまでは奨学金の月額

のみ記載していたが、貸付金の月額に加えて、貸付総額と貸付期間を記載

することとした。改正内容は、3つの奨学金とも同じである。なお、これ

らの規則は、市長決裁により定める規則であるため、教育委員会に議案と

して提出するのではなく、報告という形にさせていただく。
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文化財保護課長： 文化財保護課から、2点の報告をする。

はじめに、平成 29 年度武甲山図画・作文展の開催についてである。武甲

山図画・作文展については、11 月 10 日から 12 日までの 3日間、秩父図書

館 3階展示集会室で行った。3日間で、809 人の方にお越しいただいた。出

品点数は、図画の部、小・中学校合わせて 330 点、作文の部、小・中学校

合わせて 40 点、合計 370 点であった。11 月 12 日に表彰式を行い児童・生

徒の優秀な作品に対し、新谷教育長からは、埼玉県知事賞・秩父市長賞・

秩父市教育長賞・審査員奨励賞、新井事務局長からは、清水武甲記念賞の

賞状の授与をしていただいた。

続いて、今年の秩父祭について、ユネスコ無形文化遺産登録から 1年が

経とうとしているが、今年の秩父祭も例年通り開催される予定である。各

笠鉾・屋台町とも 11 月 26 日に組立を行い、12 月 2 日・3 日の祭りの準備

を進めているところである。12 月 4 日には、中近笠鉾・本町屋台が各収蔵

庫前に飾り置きをし、解体は、宮地・上町・中町屋台が 12 月 4 日を、中近・

下郷笠鉾、本町屋台が、12 月 10 日を予定している。お祭りには、文化庁

伝統文化課長をはじめ、埼玉県教育長、愛知県の犬山祭保存会の方々にお

越しいただく予定である。

学校教育課長： 学校教育課から、学童保育・ふれあい学校に関して 2点報告する。

はじめに、先日開催された総合教育会議でも報告させていただいた学童

保育室・ふれあい学校に係るアンケートの実施についてである。このアン

ケート実施の目的であるが、現在の各施設の運営に対する検証を行い、今

後の対策の参考とすること及び放課後子ども総合プラン推進の参考とする

ために、学童保育室登録児童数 588 名 485 世帯と、ふれあい学校登録児童

数 411 名 360 世帯の保護者に対して行うものである。締め切りは、12 月 5

日となっており、その後、回答を取りまとめ、分析をし、今後の対策に生

かしていきたいと考えている。

次に、次年度の学年保育室及びふれあい学校の入室・入校申請について

である。受付を 11 月 10 日から開始し、継続の児童は各施設へ、新規の新

１年生・途中入室については、学校教育課への提出となっており、12 月 8

日が締め切りである。その後、学童保育室は 1月末、ふれあい学校は 2月

末の入室・入校決定となり、4月 1日からスタートとなる。

最後に、ご案内をさせていただく。お手元の封筒に入っているが、来る

12 月 15 日午前 10 時 30 分から本庁舎 2階けやきフォーラム A・Bにおいて

コミュニティ・スクールの研修会を開催する。当日は、文部科学省で CS

マイスターとして認定されている、みたかスクール・コミュニティ・サポ

ートネットの共同代表 四柳 千夏子 氏をお招きし、「子どもたちの未来の

ために、今、私たちができること」～地域とともにある学校づくりに向け

て～と題し、研修会を開催する。当日は、校長会議の終了後、引き続き行

う予定である。教育委員の皆様にも、せひお越しいただきたくお願い申し
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上げる。

保健給食課長： 保健給食課から、2点の報告をする。

1点目、毎年 6月と 11 月は、彩の国ふるさと学校給食月間を実施してい

る。今月は、秩父市から助成を受けた大田産新米の提供を受けるなど、秩

父や埼玉県産の食材、郷土料理を多く取り入れた学校給食の献立を提供し

ている。各調理場では、秩父大田産の米を 2回使用、その他に秩父こんに

ゃくサラダ、みそポテト、けんちん汁、おっ切り込みうどん等の郷土料理

の献立を提供している。

2点目は、インフルエンザによる学級閉鎖の報告である。11 月は、影森

小学校 2年生 1 クラスが、11 月 17 日の 1 日、西小学校 4 年生 1 クラスが

11 月 28 日から 30 日の 3日間の 2件の学級閉鎖の報告があった。保健給食

課では、感染予防対策として、今月、各学校に対し手指消毒用アルコール

資材の配布を行っている。

教育研究所長： 教育研究所から、3点の報告をする。

1点目は、ICT 活用教育推進委員会についてである。11 月 22 日に、大田

小学校において、第 2回秩父市 ICT 活用教育推進委員会を開催した。東京

学芸大学 高橋 純 准教授を指導者としてお迎えし、市内各小・中学校の

ICT 活用についての課題や今後の活用などについて協議し、高橋先生から

は「新学習指導要領と ICT 活用」と題して、ご講義いただいた。先生から

は、日常的に ICT が活用できるためには、大型テレビが教室に置きっ放し

になっていて、いつでも使えることが大事であること、ICT 機器は、道具

として使えるよう少しずつできるようにし、ICT 機器の使い方を学ぶので

はなく、学習内容を学ぶために活用していくことで、学びの質を向上させ

ていくことが大切であることなど、ご指導いただいた。特に、知識の点を

増やし、ICT 機器の活用等で知識と知識を線でつなげていくこと、線と線

とのつながりをより太い線にしていくことが深い学びとなっていくことな

ど、参加者にとって大変有意義なお話をいただいた。

2点目は、英語教育推進委員会についてである。11 月 24 日に、クラブハ

ウス 21 において、第 3回英語教育推進委員会を開催した。新学習指導要領

において、来年度の移行期間で、5、6 年生でこれまでの年 35 時間の外国

語活動をプラス 15 時間の計 50 時間、3、4年生では外国語活動として年 15

時間を実施することとなっており、今年度に配置した外国語活動コーディ

ネーターの役割や教員の授業力の向上がますます大切になってきている。

来年度に向けて、ALT や外国語活動コーディネーターの増員を希望してい

るところであるが、教員のやらなければならない意識を高め、来年度以降

の指導体制の構築に向けて協議を行うことができた。

3点目は、文部科学省の委託事業である「少子化・人口減少に対応した

活力ある学校教育推進事業」中間発表会の開催についてである。既にご案

内させていただいているが、12 月 6 日に、大田小学校及び大田中学校にお
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いて、秩父市小規模校教育高度化推進会議として、少子化・人口減少に対

応した活力ある学校教育推進事業中間発表会を開催する。当日は、すべて

の学級で授業公開を行い、指導者である、聖徳大学教職大学院教授の 南部

昌敏 先生にご講演いただく予定である。

（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： 議案審議に入る。

議案第 26 号、議案第 27 号、議案第 28 号を議題とする。この 3件の議案

は、関連があるため、事務局に一括して説明を求める。

学校教育課長： 議案第 26 号「秩父市伝統文化を親しむ日を定める規則の制定」、議案第

27 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」、議

案第 28 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」の提

案理由及び説明を述べる。

教 育 長： 議案第 26 号「秩父市伝統文化を親しむ日を定める規則の制定」について、

ご質問等はあるか。

１ 番 委 員： 議案第 26 号について、賛成意見を述べる。

２ 番 委 員： 議案第 26 号について、賛成意見を述べる。

３ 番 委 員： 議案第 26 号について、賛成意見を述べる。

４ 番 委 員： 議案第 26 号について、賛成意見を述べる。

教 育 長： その他、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 全委員の挙手による賛成 ）

異議なしと認め、議案第 26 号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 27 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」、ご質問等はあるか。

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 全委員の挙手による賛成 ）

異議なしと認め、議案第 27 号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 28 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」、

ご質問等はあるか。

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。
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（「異議なし」という声あり 全委員の挙手による賛成 ）

異議なしと認め、議案第 28 号は、原案どおり可決した。

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、10 件の協議をお願いする。

１ 番 委 員： 10 番の案件について、事業の内容は、問題無いと思われるが、出演者は

どのような方々なのか。

教育総務課長： 現状において、出演者は把握していないが、秩父市の主催事業であるた

め、定例会閉会後に担当課へ確認の上、ご連絡させていただく。

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、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

務局には、今後の処理をお願いする。

（2）12 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： 12 月教育委員会定例会について、12 月 26 日午後 2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、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、12 月教育委員会定例会については、12 月 26 日の午後 2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。

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 11 月定例会を閉会する。


