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平成２９年１２月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成２９年１２月２６日（火） 午後２時００分

閉 会 ： 平成２９年１２月２６日（火） 午後２時４０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 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 12 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 29 年 11 月 28 日に開会された 11 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： 11 月 29 日、秩父市議会 12 月定例会が開会となった。今回の一般質問で

は、17 人の質問者中 12 人の議員から、教育委員会の所管に関する質問が

あった。教育総務課からの報告資料として、通告の一覧及び答弁書を配布

しているのでご参照いただき、私の方からは、私自身が答弁を行った主な

内容について、報告をさせていただく。

インターナショナル・セーフ・スクールについての質問があった。現在、

花の木小学校・南小学校・秩父第二中学校の 3校が、再認証に向けて取り

組んでおり、研究を更に深め、その成果を他の小・中学校に普及させてい

きたい旨の答弁をさせていただいた。

コミュニティ・スクールについての質問があった。本年度、尾田蒔小学

校・尾田蒔中学校・影森中学校の 3校が、コミュニティ・スクールに移行

している。その成果を情報共有しながら、来年度、市内全校がコミュニテ

ィ・スクールに移行する予定である旨の答弁をさせていただいた。

小学校における英語教育についての質問があった。現在、外国語指導助

手（ALT）8 名、外国語活動コーディネーター4名を配置している。新学習

指導要領の全面実施に向け、学校への支援の充実を図っていく旨の答弁を

させていただいた。

全国学力テストについての質問があった。学校と教育委員会の一体とな
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った重点的な取組により、一定の成果が現れている旨の答弁をさせていた

だいた。

ICT 活用教育、プログラミング教育についての質問があった。各学校に

おけるタブレット端末の配備状況と今後の配備計画について説明を行った。

また、プログラミング教育については、児童がプログラミングを体験しな

がら、コンピューターに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考

力を身に付けさせるための学習活動を計画的に実施していくため、先進校

の視察や教員研修を行っていきたい旨の答弁をさせていただいた。

小・中一貫教育についての質問があった。現在、大田小・中学校におい

て、小・中連携の研究を進めており、その効果と課題を整理した上で、小・

中一貫教育の具体的な形態「義務教育学校」及び「小・中一貫型小・中学

校」についての検討を行う旨の答弁をさせていただいた。

中学生の総合的な学習時間における自衛隊勧誘についての質問があった。

学校における総合学習の時間の中で、そのような学習がなされているかど

うかということであったが、本市の中学校において、総合的な学習の時間

で自衛隊の職場体験や勧誘等の取組を行っている例はない旨の答弁をさせ

ていただいた。

授業へのパラリンピック競技の導入についての質問があった。パラリン

ピック種目である「ボッチャ」に関しては、平成 27 年度より文部科学省の

委託を受け、各学校において取組を行っていること、また、秩父第一小学

校において、次代に語り継がれるレガシー創出事業として、パラリンピッ

ク競技大会の歴史や競技種目を理解し、他者と共同しながら主体的に課題

解決を図っていくための研究を行っていること、さらに、オリンピック・

パラリンピックの公式マスコットの投票の取組等を行うことにより、オリ

ンピック・パラリンピック及び障がい者への理解を深めていきたい旨の答

弁をさせていただいた。

不登校といじめについての質問があった。いじめについては、学級活動

や道徳の指導を通して、いじめが人として決して許されないことの指導の

徹底を図ること、また、不登校については、学校と家庭が緊密に連携する

とともに、教育相談室の充実を図り、スクールソーシャルワーカーの活動

等を通して解決に向けて取り組む旨の答弁をさせていただいた。

12 月 6 日、秩父第一小学校で開催された、次代に語り継がれるレガシー

創出事業の授業を拝見した。オリンピック北京大会、ロンドン大会の新体

操日本代表、元フェアリー・ジャパンの 田中 琴乃 選手を講師に迎え、新

体操の模範演技とボールを使った実技指導を実施した。目の前で見るオリ

ンピアンのリボンの演技は素晴らしかった。子どもたちもボールを使った

手技の指導に夢中で取り組んでいた。このレガシー創出事業は、2020 年オ

リンピック・パラリンピックを契機に、次代に語り継がれるレガシーを創

出するため、学校において様々な取組を行うものであり、今年度と来年度、
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埼玉県から委嘱を受けて秩父市第一小学校が実施している。

また、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会の公式マスコット

の投票について、秩父市では、小学生の全員参加を予定している。これら

の取組を通じて、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会への機運

を高めるとともに、子どもたちの心に、東京大会のレガシーをしっかり築

いていきたいと考えている。

同日、大田小・中学校において、秩父市小規模校教育高度化推進会議が

開催された。はじめに公開授業が行われ、その後、聖徳大学教職大学院教

授 南部 昌敏 先生を講師に迎え講演会が行われた。全教員の公開授業を拝

見したが、文部科学省の研究委託 3年計画の 2 年目となり、ICT を活用す

る授業において、先生方が自信を持って授業を行なっている様子を見るこ

とができた。そして、このことが、全国学力テスト等への結果にも反映し

ていると感じたところである。

12 月 7 日、埼玉県北部教育事務所 30 年度教職員人事ヒアリングが実施

された。来年度の当初人事に向け、各学校の実情及び課題についてを説明

し、人事配置についての配慮をお願いした。

12 月 12 日から 12 月 14 日の 3日間、市議会 12 月定例会の一般質問が行

われたが、内容については、先ほど説明したとおりである。

12 月 15 日、文部科学省からコミュニティ・スクール・マイスターの委

嘱を受けている NPO 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 氏を講師に招いて、コミュニティ・スクール研修会

を実施した。各教育委員、校長、教頭、町会長連合会長をはじめ地域の皆

様等に参加していただいた。三鷹市のコミュニティ・スクールは、同市が

50 年来取り組んできた「参加と協働のまちづくり」の延長線上にあるとの

ことであった。四柳先生からは、コミュニティ・スクールについて、保護

者、地域という立場で実践されてきた視点で、学校を核として地域がつな

がる、そのつなげ方とそのための熟議等についてお話をいただき、大変参

考になった

12 月 21 日、秩父市いじめ問題対策連絡協議会が開催された。いじめ防

止対策推進法に基づく協議会であり、私からは、いじめの基本認識につい

ての再確認、教育相談室の機能強化としてスクールソーシャルワーカーの

活動を紹介させていただいた。

３ 番 委 員： 先ほど、教育長からもお話があったが、12 月 15 日、コミュニティ・ス

クール研修会に参加した。講義を終え、今後、学校がどのように変わって

いくのかについて、たいへんイメージの湧きやすい内容であり、私も親と

して感じたところをお話しさせていただきたいと思う。

現在、学校応援団ということで、先生方の手の回らない部分について、

子どもたちの活動等をお手伝いしている。正直なところ、これまでコミュ

ニティ・スクールとの違いが、よく分かっていない部分もあったが、四柳
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先生の講義を聴き、その違いについてを理解することができ、たいへん勉

強になった。保護者の中には、まわりの保護者との子育ての考え方のギャ

ップに悩んでいる方もいると思う。例えば、子どもに与えるお小遣い、ゲ

ーム・スマホ等の持ち物、学習の取り組み方等についてである。どんな子

どもに育てたいか、育って欲しいかということに親同士が真剣に向き合い、

話し合う時間を持てていないのが現状である。親同士のコミュニケーショ

ンが、きちんと取れず、意識がばらばらであると、子どもは、子どもたち

のギャップに混乱してしまう。今回、紹介していただいた、コミュニティ・

スクールのように、保護者にアンケートを行い、それを分析し、学校の教

育目標を柱に、みんなで大切なことへの取り組み方を考えていくことで、

子育てに対する意識を共有することができる。これを熟議というのだそう

である。

また、地域の人との関わりも大切である。保護者の目線だけでは、子ど

もとの距離も近く煮詰まってしまうこともあり、様々な方向から意見をい

ただくことで、柔軟に対応することができる。学校行事なども含め、たく

さんの地域の人が関わってくれると、子どもたちが地域に見守られている

のだと意識し、見守られている安心感が、心を安定させ、学校生活も落着

き、授業へ向かう姿勢も良くなる。サポートする側にとっても、学校とい

う公共の場所を通して、自分は役に立っている、子どもの成長に生かされ

ているのだと感じ、得意なことを教育現場で発揮できれば、活動を続ける

励みにもなる。そうすることで地域も活性化し、つながりも深くなり、責

任を持って支援していくことで、みんなで子どもたちを育てていこうとす

る前向きな姿勢が生まれる。今ある学校へのサポート体制を、コミュニテ

ィ・スクールの運営につなげていき、より良い子育て、親育て、地域育て

ができるよう、前向きに取り組み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： 市議会 12 月定例会の一般質問について、私が答弁した主な内容について

ご報告させていただく。一般質問の中で、数人の議員から学童保育室につ

いての質問があり、質問の要旨は、学童保育室設立の経緯と現状等であっ

た。秩父市の学童保育室は、昭和 56 年の花の木学童保育室を皮切りに、翌

年の昭和 57 年には、民間学童クラブが開設され、現在は、公立 14 施設・

民間 4施設で合計 720 人を超える児童が入室しており、全児童の 24％が利

用している状況である。待機児童については、これまで小学校 4年生まで

の入室であったが、5・6年生も入室できるようになったこともあり、今年

度当初は、待機児童 27 名という状況であったが、学校の協力により、教室

を学童に提供していただいたことで、現在は、花の木学童保育室 5年生 6

名に減少している。なお、花の木学童保育室は、設置基準の専用面積を超

えての受け入れができないため、やむを得ずの待機となっている。今後も、
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民間施設と連携して、学校教室の協力等を念頭に、放課後の児童の健全育

成に取り組んでいくとの答弁をさせていただいた。

文化財に対する補助についての質問も数人からあった。文化財保護課で

は、国・県からの補助金を活用しつつ、民俗行事活動、後継者育成、屋台・

笠鉾の修理等様々な角度に対して、市からも継続的に補助金を交付してい

ると答弁させていただいた。

その他、学校トイレの洋式化、通学路の安全対策、荒川歴史民俗資料館

の保全改修、給食費・教材費の無償化についての質問あり、それぞれ、ど

のうような検討を行い、対応しているのかを答弁させていただいたので、

後ほど、配布資料をご確認いただければと思う。

最後に、議員提出議案である「秩父市手話言語条例」が可決され、手話

が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及並びに手話を使用し

やすい環境整備について、市が基本理念を定め、関係機関と共に推進して

いく方向となったので、ご報告させていただく。

学校指導監： 学校指導監から、2点の報告をする。

1点目、22 日に幼稚園 3園、小学校 13 校、中学校 8校が 2学期の終業式

を実施し、無事、2学期を終了することができた。

2点目、12 月 15 日現在の進路希望状況調査によると、平成 30 年 3 月の

中学校卒業予定者は、男女合わせて 580 名である。このうち、全日制高等

学校への進学希望者は、県内国立が 1名、県内公立が 477 名、県内私立が

62 名、県外公立高校が 2名、県外私立が 14 名である。通信制高等学校へ

の希望者が 10 名、定時制高等学校への進学希望者は 2名であった。県外高

等専門学校への進学希望者は 2名で、知的障害等の特別支援学校が 6名で

ある。専修学校等の進学希望者は 1名、就職希望者は 1名である。また、

進路未定者が 2名となっている。

教育総務課長： 教育総務課からは、市議会 12 月定例会の市政に対する一般質問について

報告をする。先ほどからお話しがでているため詳細については省略させて

いただくが、12 月議会では、17 名の通告者のうち 12 名の議員から、教育

委員会関係の質問があった。教育委員会関係の質問については、その内容

を取りまとめて、お手元に配布したので、参考にしていただければと思う。

文化財保護課長： 文化財保護課から、秩父市子ども伝統芸能伝道師称号授与式及び秩父市

民俗芸能大会の開催について報告する。

伝統芸能伝道師称号授与式と民俗芸能大会を併せて開催する。第 1部と

して、伝統芸能伝道師称号授与式を行い、対象者は 170 名であり、お手元

に授称者名簿を配布させていただいた。第 2部として、民俗芸能大会を開

催する。この事業は、日ごろから、伝統芸能の継承と普及に取り組む若い

後継者の皆様に公開の場を設けるとともに、伝統芸能伝道師相互の交流を

図ることを目的としている。日時は、平成 30 年 1 月 8 日の成人の日であり、

午後 1時から午後 4時までを予定している。場所は、歴史文化伝承館ホー
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ルである。民俗芸能大会には、秩父神社神楽を伝承している秩父第一小学

校郷土芸能クラブの児童、浦山の獅子舞を伝承している影森中学校の生徒、

もとまちこども太鼓教室の皆様、黒谷獅子舞子ども教室の児童生徒に出演

していただく。なお、委員の皆様へのご案内状は、会議終了後にお渡しさ

せていただく予定である。また、お手元に 1月 14 日に開催される秩父人形

サミットのチラシも配布させていただいたので、ぜひご覧くださるようお

願い申し上げる。

学校教育課長： 学校教育課から、2点の報告をする。

はじめに宮地学童保育室改修工事についてである。現在の宮地学童保育

室の施設は、木造平屋建てで老朽化が著しく、耐震性が心配されることか

ら、施設の移転について近隣校の秩父第一小学校との協議を重ね、昨年度、

同校校舎 1階の教室内（一時的余裕教室）に宮地学童保育室を移転するこ

とに決定し、今年度改修工事を行った。工事概要であるが、小学校の 1階

教室及び通路部分を改良するもので、床・壁・洗面所・水場等の改修、ロ

ッカー・本棚・配膳室・職員室・外玄関を新調した。工事費は、11,059,200

円である。工事費については、平成 29 年度放課後児童健全育成事業費補助

金を活用し、事業費の 2/3 が国・県から補助される。去る、12 月 22 日に

完成検査が実施され、現在、引渡しの手続きに入っており、来年 3月中に

引越作業を実施し、新年度の 4月 1日からの正式移転となる。

続いて、先ほど教育長からも報告があったが、12 月 21 日に実施された

第 2回秩父市いじめ問題対策連絡協議会についてであるが、「秩父市いじ

め防止基本方針の改訂について」及び「秩父市・埼玉県のいじめ、不登校

の現状について」を議題とし、情報提供をさせていただいた。

今後の予定であるが、国・県の「いじめ防止等のための基本的な方針」

の改訂に伴い、「秩父市いじめ防止基本方針」の改訂を来年 3月に予定し

ており、次回 3回目の連絡協議会で委員の皆様に報告する予定である。

保健給食課長： 保健給食課から、3点の報告をする。

1点目は、学校給食についてである。12 月 21 日で市内全小・中学校への

2学期の給食の提供を無事終了した。3 学期は、1月 10 日から提供を開始

する予定である。

2点目は、インフルエンザによる学級閉鎖の報告である。12 月は、影森

小学校 6年生を含む小学校 4校、中学校 1校計 5 件の学級閉鎖、また、花

の木小学校1年生と吉田幼稚園の年長組で2件の学年閉鎖の報告があった。

3点目は、学校給食共同調理場再配置計画の策定について報告をする。

現在、秩父市では、6つの共同調理場が稼働しているが、平成 23 年に稼働

を開始した北部共同調理場を除く調理場は、建築後 20 年以上が経過してお

り、厨房設備や施設の老朽化とともに、平成 20 年の学校給食法の改正によ

り定められた、学校給食衛生管理基準への適合が難しい状況になっている。

安心安全な給食提供を行っていくために、影森小学校共同調理場を荒川共
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同調理場へ統合するため、荒川共同調理場の厨房施設整備と施設改修や、

第一小学校、原谷小学校、第一中学校共同調理場の統合による（仮称）中

央共同調理場の建設を含む、6 調理場を 3調理場へ再編する再配置計画を

策定したところである。

教育研究所長： 教育研究所から、2点の報告をする。

1点目は、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

発表会についてである。12 月 6 日に、大田小学校および大田中学校におい

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実施した。教育委員の皆様に

もご臨席いただき感謝申し上げる。全学級で授業公開を行ったが、すべて

の学級で ICT 機器を活用した授業を行っており、研究の成果が出ていたと

感じている。また、聖徳大学教職大学院教授の 南部 昌敏 先生には、「主

体的・対話的で深い学びの実現に向けて～『アクティブ・ラーニング』の

視点からの授業改善～」と題して、ご講義をいただいた。

2点目は、英語土曜学習～イングリッシュアンバサダークラス～につい

てである。今年度新たに始めたイングリッシュアンバサダークラスも全 11

回のうち 5回を終了した。最終日の 3月 24 日には、秩父の魅力を発信する

発表会を行う予定であるが、来月 1月 27 日には、取材活動としてのバスツ

アーの実施を予定している。

（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、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）

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。
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（2）1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： 1月教育委員会定例会について、1月 23 日午後 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、1月教育委員会定例会については、1月 23 日の午後 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。

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 12 月定例会を閉会する。


