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平成２９年４月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成２９年４月２６日（水） 午後３時００分

閉 会 ： 平成２９年４月２６日（水） 午後４時０５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 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 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

総務部専門員兼総務課長 髙橋 亙

市民部専門員兼市民スポーツ課長 萩原 明

生涯学習課長兼歴史文化伝承館長兼 横田 佳子

中央公民館長兼秩父宮記念市民会館長

市民部次長兼図書館長 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 29 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。

ただし、本会議の最後に審議を予定している人事案件のみ非公開とする

ことでよいか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認め、人事案件を除き公開とする。

４ 前回会議の議事録の朗読

平成 29 年 3 月 28 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： 4月 1 日付の人事異動により新体制となり、教育研究所の教育相談業務

も荒川総合支所で順調なスタートを切っている。また、4月から尾田蒔小・

中学校、影森中学校の 3校において、コミュニティ・スクールの取組が開

始している。来年度の全校移行に向け、コミュニティ・スクール・ディレ

クターを配置し、モデル的な取組を進めていく。

4月 3日、教育委員会関連の各辞令交付式、教職員就任式が開催された。

市内小・中学校においては、7 名の学校長が退職となり、大幅な人事異動

となったほか、教育委員会事務局においても、学校指導監、学校教育課長

をはじめ、事務局職員も大きな異動があった。

4月 6日、外国語活動コーディネーター連絡協議会が開催された。本年度

の新規事業として、教職員と外国語指導助手（ALT）との間の調整役となる

コーディネーターを 4名委嘱した。今後、各コーディネーターが、3校から

4校を担当し、業務を行う予定である。

4月 10 日、大田中学校の入学式、4月 11 日、荒川東小学校の入学式、4

月 12 日、南小学校の入学式に出席した。いずれも厳粛で清新な気分に満ち

た良い入学式であった。
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4 月 13 日、埼玉県の学力調査が実施され、無事終了した。

4月 14 日、埼玉県都市教育長協議会総会に出席した。埼玉県教育委員会

では、この 4月に新教育委員会制度に移行したが、新教育長が決まってい

ない状況にあるため、藤崎教育長職務代理者から挨拶があった。また、埼

玉県都市教育長協議会の会長について、これまで 8年間、会長を務められ

た熊谷市の野原教育長に代わり、東松山市の中村教育長に交代となった。

4月 18 日、全国学力・学習状況調査が実施された。秩父市においては、

原谷小学校の 6年生 3 学級の内 2学級が、インフルエンザによる学級閉鎖

のため実施できず、本日 4月 26 日の実施となった。このことから、国・県・

秩父市全体のデータの中に、原谷小学校の結果は、反映されてこないが、

個々のデータについては、原谷小学校にも提供される。このデータを、学

校・市教委で独自に分析し、活用したいと考えている。

また、同日、第 14 採択地区教科用図書採択協議会が開催された。来年度

から使用される小学校の「特別の教科 道徳」の教科書採択を目的とした協

議会であり、今回は、当協議会を原則公開とする規定の改正を行った。

4月 21 日、北部地区教育長会議が開催された。埼玉県教育局から、文科

省が作成した「私たちの道徳」という副読本が、一部自治体に配布されな

かったことに対してのお詫びがあり、続いて人事等管理事務、指導事務に

ついての事務連絡があった。また、秩父市については、埼玉県の事業であ

る「学力向上スクラム事業」の対象校として、原谷小学校が指定されると

のお話があり、学力向上について、地域の実情等を踏まえながら、学校全

体で取り組んで欲しいとの説明があった。

また、教育長協議会においては、私からの提案で、コミュニティ・スク

ールへの移行状況を報告してもらった。北部地区では、12 市町の内 5市町

が移行しており、深谷市については、昨年度、全校移行がなされている。

熊谷市についても全校移行しているが、内容的には、無理なく進められる

よう、緩やかな形で移行しているとのことである。また、上里町について

も、全校移行しているとのことである。本庄市は、今年度から、小学校 1

校、中学校 1校でスタートし、平成 31 年度には、全校移行を予定している

とのことである。秩父市については、この 4月に 3 校でスタートし、平成

30 年度には全校移行する予定であると報告をさせていただいた。

4月 25 日、埼玉県市町村教育委員会教育長研究協議会が、さいたま市の

ときわ会館において開催された。藤崎教育長職務代理者からの挨拶、県教

育局の幹部紹介及び各担当課長からの行政説明があった。

２ 番 委 員： 3月 31 日、退職教職員辞令交付式が行われ、教育長不在ということで、

私の方から、退職教職員の皆様に、辞令交付をさせていただいた。

4月 10 日に尾田蒔中学校の入学式、11 日に秩父第一小学校の入学式、4

月 12 日に荒川幼稚園の入園式に参加した。荒川幼稚園については、入園

者が 4人という、非常に少ない人数の入園式であった。園自体は、とても
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良い雰囲気で運営されているため、事業方法の見直し等を検討してもらい

たい。

4月 18 日、秩父地区教育委員会連合会の役員会が開催され、5 月 15 日

開催予定の総会に向けて、協議が行われたところである。

１ 番 委 員： 影森中学校と高篠小学校の入学式に出席した。影森中学校では、新入生

の 1人が、トラブルにより式に来られない状況にあったが、学校の適切な

対応により、何とか式に間に合い、無事に新入生全員揃っての式が迎えら

れ、ほっとする一幕があった。両校ともに、先生方の子どもたちに向き合

う姿勢が、とても素晴らしく、感心させられた。

また、4月 18 日には、教科書採択協議会に参加させていただいた。

３ 番 委 員： 荒川中学校と影森小学校の入学式に出席した。両校とも、厳粛にとり行

われ、個々に、たいへん素晴らしい入学式であった。

４ 番 委 員： 高篠中学校と吉田小学校の入学式に参加した。両校とも、子どもたちが、

たいへん立派な態度であった。特に吉田小学校では、約 50 分間の式であっ

たが、新 1年生は、担任の先生が付いていなくても、最後まで、しっかり

と話を聞いていた。37 名の内 33 名が、吉田幼稚園と吉田保育所の卒園児

であることを聞き、就学前教育における指導の成果を感心するとともに、

保・幼・小の連携の大切さを改めて感じたところである。

（2）事務局からの報告事項

事 務 局 長： 新年度の始まりにあたり、秩父市施政方針の本年度最重点事項に位置付

けられている「子育て、教育の充実」について、教育委員会の取組を説明

する。

子育て支援では、保護者が安心して預けられる学童保育室・ふれあい学

校の充実及び子育て学校給食支援を実施する。学校給食支援事業は、義務

教育の児童・生徒の保護者に対し、学校給食費の一部を助成し、保護者の

経済的負担の軽減を図るものである。助成対象者は、秩父市在住の保護者

であることから、市立学校だけでなく、私立・県立の学校に在学していて

も対象となる。

次に、教育の充実では、国や県の学力調査結果を十分に分析検討し、

教師の指導力の向上はもとより、学校と家庭との強い連携により、基礎学

力の向上を図っていく。今年度からの英語教育の強化推進においては、小

学校に日本人の外国語活動コーディネーターを配置し、英語の基礎学力や

実践的なコミュニケーション能力の向上及び教員の授業力の向上を推進

していく。

次に、小・中学校の環境整備に係る普通教室へのエアコン設置事業につ

いては、本年の初夏までに、全小学校への設置を終了する予定である。そ

の後は、中学校への設置を進め、小・中学校普通教室のエアコン設置率

100％を目指していきたいと考えている。
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次に、文化財については、保存・保護を引き続き行うとともに、市民の

皆様に、昨年、ユネスコ無形文化財遺産に認定された秩父祭をはじめとし

た文化財に対する価値や認識を深め、親しんでいただくために、より分か

りやすい情報を提供できるよう工夫していく。

また、地域の皆様にご協力をいただきながら、祭などを通して、子ども

たちが伝統文化や文化財に触れることにより、郷土への親しみや愛着を一

層深め、継承していく取組を進めていく。このように、地域の力で子ども

を見守り、育てる環境を整えることは、子どもたちが安心して、のびのび

と成長する過程において、重要な役割を担っていると考えている。本年度

から本市で導入するコミュニティ・スクール制度を大いに活用して、「地

域とともにある学校」として、様々な機会を捉え、学校の取組や子どもた

ちの活動の様子を、よりご理解いただけるよう地域へ発信していく必要が

あると感じている。これに合わせて、教育委員会における、どの事業に関

しても、市民の皆様の理解が得られるよう、情報発信に努めていく所存で

ある。

学校指導監： 平成 29 年度、各学校とも順調にスタートできたこと、先ずもって、ご報

告をさせていただく。4月 10 日に中学校の入学式、4 月 11 日に小学校の

入学式、4月 12 日に南小学校の入学式と幼稚園の入学式が無事に挙行され

た。教育委員の皆様にも、ご臨席をいただいこと、お礼を申し上げる。各

校・各園ともに、厳粛な中にも温かく、微笑ましい入学式であったとの報

告を受けている。今年度の新入生は、小学校 458 人、中学校 537 人であっ

た。また、新入園児は 18 人であった。本年度の児童・生徒数は、4月 6日

付け調査によると、小学校 3,062 人、中学校 1,678 人、合計 4,740 人であ

った。昨年度の合計は、4,886 人であったため、146 人の減となっている。

学級数は、小学校通常学級 117 学級、特別支援学級 23 学級、中学校通常

学級 57 学級、特別支援学級 8学級となっている。

続いて、4月 13 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。この調査は、

児童生徒一人ひとりの学力の伸びを把握することが可能になるものであり、

今回で、3年目を迎えることから、3年間の比較を見ることができる。結果

については、まだ、これからであるが、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。

また、4月 18 日には、全国学力・学習状況調査が実施された。問題は、

国語、算数・数学であり、それぞれ基本問題Ａと応用・思考力をみる問題

Ｂを実施した。今回、原谷小学校の 6年生 2 クラスが、インフルエンザに

よる学級閉鎖となり、6年生全クラスが後日実施となったが、本日 26 日に

実施し、無事終了することができた。原谷小学校の結果は、全国の調査集

計に反映されないが、個々の結果は出ることになるので、結果を分析し、

今後の授業改善に生かしていきたい。
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続いて、4 月 18 日には、平成 30 年度から小学校で全面実施される「特

別の教科 道徳」の教科書採択に係る第 14 採択地区教科用図書採択協議会

が開催された。今回、教科書展示会は 6月 16 日から 6月 29 日の 14 日間、

荒川総合支所 2階会議室で開催される。

教育総務課長： 教育総務課の今年度の新規事業について、3点の報告をする。

1点目は、今年度から、小・中学校の草刈作業をシルバー人材センター

に委託して実施することとなった。これまでも、学校からの要望があった

事項であるが、予算が確保できたことから、今年度、初めて実施するもの

である。草刈作業は、刈払機を使用し、3人 1組で行い、6月と 8月の 2回

の実施を予定している。

2点目は、スクールバスの運行についてである。影森小学校スクールバス

は、浦山地区の児童の引越しにより、対象児童がいなくなったため、平成

27 年 10 月 2 日を最後に廃止となり、その後は、市営バス浦山線として運行

してきた。平成 29 年度から、新 1年生 1名が市営バス浦山線を利用して、

影森小学校に通学することとなったため、今年 4月からは、再び、市民と

児童が共に利用する「混乗型スクールバス」として運行されている。

3点目は、建築基準法に基づく学校施設の安全点検についてである。国

及び県からの通知に基づき、学校施設の適切な維持管理と児童生徒の安全

確保を図るため、国の定める基準に基づいて、今年度から、施設の安全点

検を実施することになった。建築住宅課の建築技師の協力を得て、平成 29

年度から 3年間で、全小・中学校の施設を点検し、その後も 3年に 1度の

点検を継続的に実施していく予定である。この点検により、危険個所が発

見された場合には、別途、安全対策のために必要な工事等を実施していき

たいと考えている。

文化財保護課長： 文化財保護課から民俗文化財の公開について、報告をする。

4 月から 5 月にかけて、各地で民俗文化財が公開される。4 月 29 日の昭

和の日には、上影森にある椿森の諏訪神社の春の例大祭において、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、上吉田の米山薬師堂において、子どもたち

による「塚越の花まつり」が行われる。5月 20 日・21 日には、道の駅ちち

ぶで、第 5回平成秩父座公演が行われ、市内の獅子舞・神楽・歌舞伎が披

露される予定となっている。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る。ぜひ、継承している方々の日頃の成果をご

覧いただけるようご案内申し上げる。

また、5月 4 日には、富山県南砺市において、全国山・鉾・屋台保存連

合会の総会が開催され、その折に、昨年 12 月に登録となったユネスコ無形

文化遺産の認定書が「山・鉾・屋台行事」33 団体へ授与される予定となっ

ている。
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今年１年間、文化保護課として、無形民俗文化財の継承に支援していき

たいと考えている。

学校教育課長： 学校教育課から、3点の報告をする。

はじめに、平成 27 年 12 月に取りまとめられた中央教育審議会答申にお

いて、今後、すべての学校において、コミュニティ・スクールを目指すべ

きであると指示があったことについて、当市でも、昨年末に、平成 29 年度

からの導入について、全小・中学校にアンケート調査を行ったところ、尾

田蒔小学校・尾田蒔中学校・影森中学校の 3校から希望があり、今年度か

らモデル校として実施することになった。4月に入り、11 日に尾田蒔小学

校、21 日に影森中学校、明後日 28 日に尾田蒔中学校の第 1回目の学校運

営協議会が、開催又は開催予定となっている。また、4月 20 日には、コミ

ュニティ・スクール実施校 3校の校長と教育委員会事務局で打ち合わせを

行うとともに、今年度から調整役としてコミュニティ・スクール・ディレ

クターとして採用した根岸正治先生によるコミュニティ・スクールの説明

や今年度の予定について、打ち合わせを行った。今後もコミュニティ・ス

クール・ディレクターを中心に、事業を進めていきたい。

次に、放課後児童育成支援事業の「宮地学童保育室改修工事」について

である。これは、現在の宮地学童保育室(児童館と兼務)の施設が古く、安

全性が確保できない状況であるため、今年度、秩父第一小学校内の教室を

改修し、予定では平成 30 年度から児童を受け入れる事業として、設計図が

ほぼ出来上がり、夏休みの工事開始に向け、準備が進んでいるところであ

る。

最後に、今年度の学校教育課経営方針について報告する。今年度の秩父

市経営方針の最重点事項である「子育て・教育の充実」の内「子育て環境

の充実」の中で、「保育所の待機児童ゼロを堅持し、学童保育室・ふれあ

い学校の充実を図る」となっている。学童保育室の待機児童については、

明記されていないものの、現状は、3つの学童保育室で待機児童が発生し

ている状況である。そこで、今年度当課では、学童保育室待機児童解消に

向け、各種事業を重点的に進めていく所存であり、大きな経営テーマとし

て「放課後児童対策の総合的な推進について」と題し、取り組む予定であ

る。

保健給食課長： 保健給食課から、3点の報告をする。

はじめに、学校給食の開始について報告をする。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、6調理場とも順調に業務が運営され

ている。今年度の給食回数については、各小・中学校ともに 188 回を予定

している。

次に、秩父市子育て支援学校給食費助成金について報告する。3月 16 日

の申請期限までに受け付けた申請件数は 2,815 件で、その内、支給決定

2,784 件、不支給決定 31 件で、支給総額は 52,521,400 円であった。支給
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決定通知書を明日 4 月 27 日に発送する予定である。助成金は、5月 18 日

に給食費の振替用口座へ振り込まれる予定である。

最後に、AED の設置について報告をする。これまで AED については、各

小・中学校の保健室等に 1台ずつ配置してきたが、昨年度の校長会におい

て、追加設置の要望があり、今年度から、もう一台体育館に設置すること

ができるようになった。4月 20 日までに、AED ボックスと置台を含めた 20

セットを市内小・中学校に配布している。

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、教育相談室の活動概要についてである。3月に荒川総合支所へ

移転し、また、4月には 2名の新たな教育相談員が加わり、29 年度の教育

相談室がスタートした。今年度から、教育相相談員 4名が、スクールソー

シャルワーカーを兼ねて勤務している。これまでの 1名から 4名にしたこ

とにより、学校への訪問をこれまで以上に行うことができ、さわやか相談

員との連携強化や関係機関との連携等、ネットワークを活用するなどして、

教育相談体制の改善を図っていきたいと考えている。本日も、2 名が第 1

回の訪問を行い、児童生徒の不登校状況、非行・問題行動等の情報交換や

対応策について協議し連携を深めている。

2点目は、英語教育強化推進事業についてである。これまでの外国語指

導助手（ALT）8 名に加え、新たに、外国語活動コーディネーター4名を、

全小学校に配置した。学校への配置前に、3回の研修会を実施し、外国語

活動授業の支援や教員の授業力向上のための支援についての研修を行い、

すでに各学校へ勤務している。コーディネーターは、1人が 3 校から 4 校

を担当し、週 3日勤務、各学校へは、週 1回勤務の予定になっている。今

後も、研修を積み重ねながら、教員の授業力の向上とともに、子どもたち

の英語力の向上の支援を期待するものである。

（3）補助執行に関わる報告事項

総 務 課 長： 総務課で補助執行をしている「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。

1 点目、「秩父市人権教育推進委員会総会並びに研修会」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

開催する予定である。

次に、「秩父市人権教育・啓発研修会」の開催について、例年どおり、

年が明けて 2 月 13 日に、秩父市歴史文化伝承館 2 階ホールにおいて、午

後 2時、開催予定である。

最後に、市長部局の主催事業である「第 18 回秩父郡市人権フェスティ

バル」の開催について、10 月 13 日、皆野町文化会館において、午後 1時、

開催予定である。本年は、皆野町・長瀞町が幹事となり、人権作文の発表

や、アーティストの ESPERANZA（エスペランサ）さんのトーク＆コンサー
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トを予定している。ESPERANZA（エスペランサ）さんは、難病のクローン

病を乗り越えて、社会復帰をし、活動しているフルート奏者とベーシスト

の二人組のミュージシャンである。

以上 3件であるが、秩父市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、人権教育事業は、到底、立ち行くことは

できないことから、何卒、ご理解とご協力をお願い申し上げる。

市民スポーツ課長： 市民スポーツ課の平成 29年度の主な補助執行に係る事務について、報告
をする。

毎年、スキルアップ事業として、一流選手や指導者を招いてスポーツ教

室を実施しているが、今年度は、5月 27日に「埼玉西武ライオンズ野球教
室」を開催し、各中学校の野球部員を対象に秩父第一中学校で実施する。

次に、5月 31 日に、笹川スポーツ財団が主催する住民総参加型スポ

ーツイベント「チャレンジデー2017」に 8 回目の参加をする。このイ

ベントは、5月の最終水曜日の、午前 0時から午後 9時までの間に、

15 分間以上の運動・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、沖縄県南城

市と対戦し、見事勝利することができた。本年度は、秋田県鹿角市（か

づのし）と対戦する予定である。

次に、6 月 11 日に、秩父ミューズパーク特設コースを会場に「第

59 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。今年も招待選手として、ヤクルト陸上競技部と大東文化大学

陸上競技部の選手に出場していただく予定である。

また、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 15 日に市民ペタンク大会を、年

が明けて 3月 11 日に、秩父市長杯ペタンク大会を開催する予定であ

る。

本年も、数々のイベントを開催し、子ども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図っていきたいと考え

ている。

生涯学習課長： 今年度は、生涯学習課の担当業務に大幅な変更があった。今まで所管し

ていた芸術文化会館は、新庁舎・新市民会館の完成に伴い、施設を閉館す

ることとなり、4月 23 日に終了した大作展を持って 10 年の歴史に幕を下

ろした。現在は、施設を返還するための原状復帰に向けて、修繕工事に入

ったところである。そして、平成 29 年度から行政組織の変更により、生

涯学習課と中央公民館及び歴史文化伝承館が一体となった。事務室は、歴

史文化伝承館内１階の元々の中央公民館の場所となっている。また、3月

26 日に開館した新秩父宮記念市民会館には、専任職員はいるが、市民会館

と生涯学習課は、お互いに兼務をすることになっている。
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それでは、今年度中に予定している補助執行の内容について報告をする。

まず、青少年教育については、青少年育成関係団体 79 団体で組織する「青

少年育成秩父市民会議」において、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。

次に公民館については、中央公民館、各地区公民館において、本年度も

主催講座及びクラブを開催する。中央公民館の主催講座は 4講座、単発で

2講座、クラブ学習は 54 クラブで、秋の文化祭については、演技発表と作

品展示を 10 月に伝承館で行う。各地区館では、10 月から 11 月に各館で開

催する予定である。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、今年度は昨年度のアンケー

ト結果や各館の意見などをもとに、開催方法など実施について、検討する

ことになっている。

歴史文化伝承館については、ちちぶ学セミナーを今年度も開催する。一

般教養講座 12 回、公開講座 3回、専門講座 2コースであり、日程等詳細に

ついては、後程お手元の資料をご覧いただきたい。また、震災以降、本来

の使い方ができなくなっていた伝承館は、新庁舎の完成に伴い、原状復帰

ができる状況となった。改修が必要なところは改修し、使用可能になった

ところから貸出を再開していく予定である。

芸術文化に関しては、県北美術展が 8年ぶりに秩父市が開催市となり、

11 月に文化体育センターで開催される。この開催があるため、今年度の秩

父美術展は、例年 10 月の開催を 2月に時期を変更する。市民音楽祭は例年

どおり 11 月に、親子ふれあいコンサートは、12 月に開催予定となってお

り、そのほか市民オーケストラ・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、市民の皆様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。お手元に資料を配布している市

民会館の自主事業については、8月 20 日の開館記念公演ちちぶオペラ「ミ

カド」を皮切りに、大人も子どもも楽しめる舞台「子供のためのシェイク

スピア リア王」や、演劇集団キャラメルボックスによる「光の帝国」な

ど秩父では初めて上演される作品や、NBA バレエ団による「ドン・キホー

テ」公演など、新市民会館に足を運んでいただき、親しみを持っていただ

ける質の高い公演を提供していく所存である。

秩父図書館長： 図書館の平成 28 年度主催講座等実施状況について、近藤章先生による「万

葉集講座」を年 22 回、関田誓炎先生による「俳句講座」を年 10 回、綾部

光芳先生による「短歌講座」を年 10 回、高田律子先生による「お話講習会」

を年 11 回、また、昨年度から開始した、近藤幸子先生による「絵本よみき
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かせ講座」を年 11 回開催している。

主催事業については、秩父図書館では、「おはなし会」を年 22 回、「赤

ちゃんとママの楽しいお話会」を年 24 回、各小・中学校や児童館で行う「出

張おはなし会」を年 107 回、「映画会」を年 3回開催している。また、「朝

読セットの配本」として、年 5回、小学校 12 校 中学校 2校に配布してい

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回開催している。

続いて、平成 28 年度の施設改修等についてであるが、昨年度は特に予定

していた事業は無かったが、荒川図書館でシロアリが発生したため、急遽、

シロアリ被害対策修繕工事を実施したところである。

最後に、平成 29 年度講座等実施予定についてであるが、昨年度に引き続

き、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」、

綾部光芳先生による「短歌講座」、高田律子先生による「お話講習会」、

近藤幸子先生による「絵本よみきかせ講座」を実施する予定である。その

他、「おはなし会」「朝読セットの配本」等についても、例年どおり実施

する予定である。

教 育 長： 事務局及び補助執行に関わる報告事項について、質問等はあるか。

４ 番 委 員： 今年度からコミュニティ・スクールが 3校で開始するが、根岸先生以外

に、コミュニティ・スクール・ディレクターは居るのか。

学校教育課長： 根岸先生が 3校を担当し、各校を順番に、交代で回ることとなる。

４ 番 委 員： 荒川総合支所に移転した適応指導教室「ひまわり学級」の状況は、どの

ようになっているか。

教育研究所長： 新年度に入り 2名の通級申請があった。いずれも昨年度から継続の生徒

である。また、もう 1名、施設の見学に来ているが、まだ申請は出てない。

４ 番 委 員： 通級している 2名は、旧市内に住んでいる生徒であるか。

教育研究所長： 旧市内の生徒であり、保護者の送迎により通級している。

教 育 長： 荒川図書館で開催されている「ピヨピヨタイム」とは、どのような事業

か。

秩父図書館長： 荒川図書館に幼児等を集めて、ボランティアの団体の方々が、絵本の読

みきかせを含めた色々な活動を行うものである。

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）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。
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教育総務課長： 別紙のとおり、1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）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、8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。

（3）5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： 5月教育委員会定例会について、5月 26 日午後 4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、5月教育委員会定例会については、5月 26 日の午後 4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。

（4）その他

教 育 長： 人事案件について、意見聴取を行う。

このたび、新井康之委員から、平成 29 年 5 月 15 日付で教育長職務代理

者の職を辞する旨の申し入れがあったことから、新たに教育長職務代理者

を指名する。平成 29 年 5 月 16 日から教育長職務代理者として、久保禮子

委員を指名する。このとについて、何かご意見はあるか。

（「異議なし」という声あり）

教 育 長： それでは、人事案件についての意見聴取を終了する。

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。
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以上、秩父市教育委員会会議の顛末を記載し、相違ないことを

証するため、署名委員は、ここに署名する。

３番委員

４番委員

調 製 者


