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平成２９年３月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成２９年３月２８日（火） 午後２時００分

閉 会 ： 平成２９年３月２８日（火） 午後３時１０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 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

中央公民館主席主幹 小嶋 祥弘

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 3 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。ただし、追加議案である議案第 14 号は、

人事案件であるため、非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、議案第 14 号の審議を除き公開とする。

４ 前回会議の議事録の朗読

平成 29 年 2 月 21 日に開会された 2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 18 日・19 日・20 日の 3 日間で、教育委員会事務局の引越しが行わ

れた。これまでの秩父市芸術文化会館内から歴史文化伝承館の 2階へ、ま

た、教育研究所は、荒川総合支所の 2階へ移転が行われ、業務運営が開始

されている。

3月 26 日、秩父宮記念市民会館・市役所本庁舎の開館記念式典が開催さ

れた。これに合わせて、秩父祭のユネスコ無形文化遺産登録を記念して、

秩父祭「中近笠鉾」の特別公開も行われ、たいへん思い出に残る素晴らし

い式典となった。特に印象に残ったのは、司会を務めた林家たい平師匠の

巧みな話術であり、落語家の言語能力の高さに改めて驚かされた。中近笠

鉾の飾り置きについては、生憎の天気で残念であったが、中近の皆様の心

意気は、市民の方々にも伝わったのではないかと思っている。

市議会 3月定例会について、3月 6 日に議案質疑、3月 7 日・8日・9 日

に一般質問、10 日に委員会が行われた。教育研究所の設置場所を荒川総合

支所に移転する条例改正、教育長及び教育委員の人事案件、平成 28 年度の

補正予算、平成 29 年度の当初予算等の議案が審議され、原案どおり全て可

決された。一般質問については、この後、教育総務課長からも説明がある

と思うが、木村隆彦議員から質問のあった文部科学省の天下り問題につい
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て説明をさせていただく。この質問については、総務部長に回答していた

だいたが、国家公務員法における再就職規制の対象となる「営利企業等」

や「利害関係企業等」に、地方公共団体は含まれないこととされており、

秩父市における教育長の招請は、何ら問題がないとの答弁がなされ、ご理

解をいただいたところである。その他、英語教育の強化、ユネスコ登録後

の取組、学童保育室の待機児童対策、就学援助の支給、全国学力・学習状

況調査に関する質問があったが、詳しくは、報告資料をご確認いただけれ

ばと思う。

2月 22 日、埼玉県教育委員会から藤崎教育委員長他 5名の皆様が、影森

中学校を視察した。「考え、話し合い、学び合う学習」をテーマとしたア

クティブ・ラーニングの研究に基づく授業を見ていただき、「子どもたち

が授業を受ける表情が明るくてとても良い。」との感想をいただいた。ま

た、学校の特色ある取組として行われている「浦山の獅子舞」・「三味線」

が披露され、伝統文化を取り入れた教育活動にも興味を持たれていた。

2月 24 日、ISS 認証校担当者会議に出席した。ISS の再認証に向けた取

組を開始しているところであるが、学校教育活動の負担にならないよう、

工夫をしながら進めていく必要がある。今後、新学習指導要領で授業時数

の確保が厳しくなる中で、ISS の取組に時間を取られ過ぎないよう、教員

の負担も考慮しながら、取り組んでいくことが大切であると考えている。

2月 25・26 日、つくば市の教員研修センターで開催された全国教育長セ

ミナーに参加した。このセミナーは、教育改革が進む中で、教育長も学び

続けることが必要とのコンセプトの下、2年前から文部科学省が実施して

いるものである。当日は、松野文部科学大臣、大臣官房審議官、担当課長

による講義等により最新の情報が提供されるとともに、交流会において、

直接、意見交換等を行ったところである。

3月 11 日、吉田中学校の創立 50 周年記念式典に出席した。保護者・地

域の皆様の協力により、手作り感のある吉田中学校らしい式典となった。

第 2部のアトラクションでは、吹奏楽や合唱などが披露されたが、その中

でも、特に、生徒たちの作ったビデオレターに感動した。当日は、6年前

に東日本大震災が起こった日であるが、吉田中学校では、以前、福島県の

中学生を励まそうと、被災した福島県相馬市立小高中学校の平成 24 年度卒

業生と音楽教諭によって作られた「群青」という歌の合唱を収録したビデ

オレターを、小高中学校に送っていたが、今回の式典の数日前に、小高中

学校から、お礼のビデオレターが送られてきた。このことは、式典の中で、

初めて生徒たちに伝えられ、大喜びで見入っていた。吉田中学校からのビ

デオレターに励まされたことへのお礼と「群青」の合唱が収録されている

感動的な内容であり、秩父市と福島県の中学生が、距離を超えて、心の交

流が図られている様子を見ることができた。

3月 15 日に中学校の卒業式、17 日に幼稚園の卒園式、23 日に小学校の
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卒業式が行われた。私は、高篠中学校の卒業式、荒川幼稚園の卒園式、影

森小学校の卒業式に出席した。どれも厳粛な中で、温かみのある卒業式が、

整然と行われた。

3月 27 日、北部地区の教育長協議会が開催され、来年度の当初人事異動

の総括の説明があった。北部教育事務所も田柳教育事務所長が定年退職と

なることから、後任として加松副所長が所長となり、4月から新体制によ

る事務運営が行われるとのことである。

４ 番 委 員： 荒川中学校と尾田蒔小学校の卒業式に出席し、どちらの学校も、心温ま

る感動的な卒業式であった。

荒川中学校では、たいへん多くの保護者と地域の方々が、卒業式に参加

しており、教育に対する熱心な活動が行われていると感じた。

尾田蒔小学校を訪問し、驚かされたことは、建築後 4年間を経過してい

るとは思えないほど、トイレがたいへん綺麗な状態であったことである。

養護教諭にお話を聞いたところ、トイレを清潔に保つために、日々、取組

を行っているとのことであった。壁に「トイレ利用の心得」が貼ってあり、

その内容が良かったので、読ませていただく。

「ひとりだけの空間、ほっと一息！おつかれさまです。使用の後は、次

の人のために・・・トイレットペーパーが終わったら・・・芯を捨て、取

り替えてくださり、ありがとうございます。用がすんだら・・・確認タイ

ム！流し忘れや痕跡はないかしら・・・便座をしめていただくと、節電！

経費削減！！ご協力に感謝します。今日も１日いいことがありますように。」

卒業式の合間に、たいへん心が落ち着くとともにチーム学校としての日々

の取組を感じることができた。

秩父宮記念市民会館・市役所本庁舎の開館記念式典に参加した。私の隣

にいた、車椅子の娘さんとそのお母さんから、「どこに行くのもスムーズ

で、不便に感じるところが、全くない。」とのお言葉をいただき、障がい

を持つ人に配慮された施設であると感じたところである。式典では、吉田

中学校の生徒による緞帳披露の口上が、素晴らしかったこと、また、秩父

第二中学校のコーラスに合わせて、会場全体が、旅立ちの日を歌っている

様子を見て、自分が秩父市民であることを誇りに感じたところである。

２ 番 委 員： 影森中学校と荒川西小学校の卒業式に出席したが、どちらの学校も厳粛

で素晴らしい卒業式であった。特に荒川西小学校は、少人数であり、卒業

生も 8名であったが、歩き方・礼の仕方・受け取り方等が、とても立派で

あり、非常に感心した。

また、久那幼稚園の卒園式にも出席した。子どもたちに修了証書を渡さ

れた保護者の皆様が、涙している場面が印象的であった。障がいを持って

いる卒園児もいたが、しっかりと対応ができていた。

１ 番 委 員： 尾田蒔中学校と西小学校の卒業式に出席し、どちらの学校も、たいへん

素晴らしい卒業式であった。今回はじめて、大きな学校の卒業式に参加さ
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せていただいたが、控室において、地域の方々から、貴重なお話を聞くこ

とができ、色々な学校を交代で回ることは、とても有意義なことであると

感じた。

３ 番 委 員： 大田中学校と原谷小学校の卒業式に参加した。大田中学校では、卒業生

が、それぞれ自分の気持ちを述べる場面があり、涙を流しなら感謝の気持

ちを述べる姿が印象的であった。原谷小学校の卒業式も、厳粛に行われ、

両校とも、整然とした、たいへん良い式であった。

（2）事務局からの報告事項

事 務 局 長： 平成 29 年 4 月 1 日付、秩父市職員の人事異動について報告する。今回の

人事異動は、現在の職場が長い職員を中心に、適材適所に心がけて配置し

た。昇格者の異動については、人事評価を基に、総合的に判断して、より

優秀な職員を抜擢した。一般行政職の昇格者の内、部長級が 5名、次長級

が 12 名内女性 2名、課長級 17 名内女性 4名）、主幹級 19 名内女性 3名で

ある。

今回の人事異動に際して、新しい部署が設置される。移住交流促進を図

るため、市長室地域政策課に移住相談センターを新設する。当センターは、

じばさんセンター4階に設置され、土・日も開設して、都会から移住交流

を希望する皆様のご案内をさせていただく。

また、市民部に市民会館を新設し、今後、秩父地域の芸術文化の拠点施

設として振興を図っていく。なお、芸術文化会館の 1階にあった生涯学習

課については、中央公民館・歴史文化伝承館の業務を兼務する。

また、今年度末をもって、原谷保育所及び本庁舎等建設推進室は廃止と

なる。

最後に、豊島区の人口交流で、市長室地域政策課に豊島区から 1名派遣

され、秩父市からも 1名豊島区へ派遣することになっている。

学校指導監： 3月 15 日に中学校の卒業式、3月 17 日に幼稚園の卒園式、3月 23 日に

小学校の卒業式が、無事に挙行された。各校・各園ともに、厳粛な中にも

温かみのある卒業式・卒園式であったとの報告を受けている。教育委員の

皆様にもご臨席をいただき、お礼を申し上げる。

公立高等学校の入試が 3月 2日に実施され、10 日に入学許可候補者が発

表された。今年度は、市内 8中学校で、10 名が不合格となったが、いずれ

の生徒も欠員補充により、別の高等学校に進路が決まったとの報告を受け

ている。中学 3 年生の在籍は、573 名で、公立高等学校進学者数は、494

名、私立・その他は、79 名となっている。3月 14 日に、各中学校において、

本人の請求に基づく学力検査の得点開示が行われた。県内公立高等学校受

験者数 494 名中、350 名から開示請求があり、全体の 70.9％であった。こ

れは、昨年度と比較し約 5％の上昇である。

最後に、来年度の秩父市学校創造グランドデザインについて説明する。
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本年度、見直しを図り、昨年度の秩父市学校創造プランから秩父市学校創

造グランドデザインに名称の変更を行った。秩父市学校創造プランは、も

ともと全体構想や全体像を表しているものであるため、趣旨に即して、プ

ランではなく、グランドデザインに変更するものである。

また、同時に基本理念、取組内容についても見直しを図った。基本理念

については、秩父市教育大綱に習って変更するものである。

教育総務課長： 教育総務課からは、市議会 3月定例会の市政に対する一般質問について、

報告をする。

お手元の「教育総務課長」報告資料をご覧ください。市議会 3 月定例

会は、3月 1日から 3月 16 日まで開催され、市政に対する一般質問につい

ては、3月 7日、8日、9日の 3日間の日程で行われた。13 名の通告者の内、

再質問を除き 4名の議員から教育委員会関係の質問があった。質問及び答

弁の内容については、配布した報告資料により、ご確認いただければと思

う。

学校教育課長： 学校教育課から、2点報告を行う。

1点目は、終業式についてである。3月 24 日に幼稚園・小学校・中学校

の終業式が行われ、現在、春休み中となっている。

2点目は、入学式の日程についてである。4月 10 日に市内全中学校、11

日に南小学校を除く市内全小学校、12 日に南小学校と市立幼稚園の入学

式・入園式を行う予定である。なお、南小学校ついては、11 日が開校記念

日となっているため、この日程となっている。

保健給食課長： 保健給食課から、2点の報告をする。

1点目、3月 17 日に秩父市学校給食会の秩父市学校給食物資納入業者選

定委員会を開催した。審議の結果、平成 29 年度の給食食材の納入業者とし

て申請いただいた 24 業者については、すべて取引業者として選定した。

2点目、3月 23 日の秩父第一中学校共同調理場と北部共同調理場からの

中学校への給食提供で、平成 28 年度の給食提供は、すべて終了した。平成

28 年度の各校への給食提供は 186 回であった。平成 29 年度は、4月 11 日

から中学校、12 日から小学校の給食提供を開始し、小・中学校とも 188 回

の提供を予定している。

文化財保護課長： 平成 28 年度文化財保護課実施事業の成果について報告する

平成 28 年度の成果としては、埼玉県指定無形民俗文化財「塚越の花まつ

り」の映像制作伝承・活用事業に着手することができたことが挙げられる。

国の補助を受けて実施するもので、2か年計画の内、1年目が終了した。昨

年は、地元の小学生 6人で実施したが、今年の 5月 4日には、地元の小学

生 2人で実施すると聞いている。

次に、重要文化財「内田家住宅」保存修理事業が、4か年の歳月をかけ

て、昨年 10 月に完成し、11 月 3 日に見学会を開催できたことが挙げられ

る。
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そして、日本時間の 12 月 1 日午前 2時 02 分、「秩父祭りの屋台行事と

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

録されたことが挙げられる。この影響もあってか、12 月 3 日は、過去最高

の 33 万人の人で賑わいを見せた。このユネスコ関連の記念事業として、横

断幕の掲示や祝賀会の開催、クリアーファイルやのぼり旗の作成等を行っ

たところである。また、先日の 3月 26 日には、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」を開催したが、雨天のためシートをかけ

た状態での公開となり、本日、解体を行っているところである。

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に係

る第 3回秩父市小規模校教育高度化推進会議の実施についてである。3 月

13 日、芸術文化会館において、研究校である大田小・中学校の校長先生と

研究主任および教育研究所指導主事が参加し、聖徳大学教授 南部昌敏 先

生にご指導をいただいた。経験から得たことを生かし、主体的に学ぶこと

が必要であること、教師の専門性を高め、授業実践力を高めていくことの

大切さ、また、次年度の大田小・中学校における研究の方向性について、

ご指導いただいた。

2点目は、来年度の外国語指導助手（ALT）および外国語活動コーディネ

ーターの配置についてである。今年度、市内全幼稚園、小学校、中学校に、

8名の外国語指導助手（ALT）を配置しており、来年度も、引き続き 8名を

配置する予定である。また、来年度より新規に「外国語活動コーディネー

ター」を 4名配置する予定であり、本日、説明会を実施しているところで

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 7号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

教育総務課長： 議案第 7号「秩父市教育委員会事務委任規則の一部を改正する規則」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 7号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 8号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。
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教育総務課長： 議案第 8号「秩父市スクールバス運行規則の一部を改正する規則」の提

案理由及び説明を述べる。

２ 番 委 員： 下蒔田方面の高学年は、路線バスを利用するとのことだが、スクールバ

スのキャパシティは、あとどれくらいあるのか。

教育総務課長： 現状において、路線バスを利用している児童全員を、スクールバスに乗

せられるだけの座席数は足りていない。もう 1便増やすとなると、路線バ

スを利用した方が、早く帰宅できる状況であるため、将来、子どもが減っ

た場合には、改めて、検討をしていきたい。

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 8号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 9号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

教育研究所長： 議案第 9号「秩父市教育研究所条例施行規則の一部を改正する規則」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 9号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 10 号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

教育研究所長： 議案第 10 号「秩父市教育相談員に関する規則の一部を改正する規則」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 10 号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 11 号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

教育研究所長： 議案第 11 号「秩父市適応指導教室設置要綱の一部を改正する訓令」の提

案理由及び説明を述べる。

２ 番 委 員： これまで、適応指導教室である「ひまわり教室」は、秩父市芸術文化会

館に設置されていたが、現在、通っている子どもたちの内訳を地区別に教

えて欲しい。

教育研究所長： 今年度は、8名の生徒が通級しており、内訳としては、秩父第一中学校

の生徒が 4名、秩父第二中学校の生徒が 3名、尾田蒔中学校の生徒が 1名

となっている。

１ 番 委 員： 吉田の「やまなみ教室」を閉鎖する理由は、利用者がいないということ
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か。

教育研究所長： ここ数年、利用者がいなかったこと。また、吉田中学校の生徒も芸術文

化会館まで来ていたことを考慮し、閉鎖するものである。

２ 番 委 員： 利用していたのは、旧市内の生徒が多いようだが、荒川総合支所に移転

することについて、交通手段の観点から、もっと利用しやすい場所に設置

して欲しいとの声があった場合、対応していく考えはあるのか。

教育研究所長： 今年度の 1～2年生に確認したところ、これまでどおり通級を継続したい

との話を受けており、教室が荒川総合支所に移転することを理由に、通級

をやめたいとの話は出ていない。ただし、来年度以降、そのような話が出

る可能性もあるので、検討していきたい。

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 11 号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 12 号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

教育総務課長： 議案第 12 号「秩父市教育委員会職員の勤務時間、休日及び休暇に関する

規程の一部を改正する訓令」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 12 号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 13 号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

中央公民館主席主幹： 議案第 13 号「秩父市地区公民館長の委嘱について」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 13 号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 14 号を議題とする。議案第 14 号は、秩父市教育員会事務局職員

の人事案件であり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第 6

項において、「従事する業務に直接の利害関係のある事件については、そ

の議事に参与することができない。」と規定されていることから、関係職

員の退出を求める。

（ 関 係 職 員 退 出 ）

事務局に議案の説明を求める。

教育総務課長： 議案第 14 号「秩父市教育委員会事務局職員人事異動について」の提案理
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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 14 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、9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。

（2）4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： 4月教育委員会定例会について、4月 26 日午後 3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 4 月教育委員会定例会については、4月 26 日の午後 3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、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 3月定例会を閉会する。


