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平成２９年７月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成２９年７月２６日（水） 午後２時００分

閉 会 ： 平成２９年７月２６日（水） 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

生涯学習課長 横田 佳子

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 7 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 6 月 28 日に開会された 6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： 6月 30 日、群馬大学からの要請で、群馬大学特別支援教育シンポジウム

に、シンポジストとして出席した。秩父特別支援学校の豊田校長の実践発

表を踏まえ、インクルーシブ教育システムの構築に求められる「共に学ぶ」

ことと「十分な教育」を行うことの両方を実現するためのシステムについ

て、お話しをさせていただいた。特別支援学校と小・中学校の連携の強化、

小・中学校の特別支援学級における教育の充実・交流及び共同学習や埼玉

県独自の支援籍学習の一層の取組強化等についての提言を行った。

7月 4日、東京国立博物館の銭谷館長を訪問し、来月 8月 22 日の秩父市

校長会での特別研修会の講師をお願いした。銭谷館長からは、「喜んで、

お受けする。」との快諾をいただき、ご自身の文部行政、文化行政の経験

等を踏まえ、これからの学校教育に期待することを話したいとのコメント

をいただいた。

7月 7 日、幸手市で開催された埼玉県都市教育長協議会第１回定例協議

会に出席した。埼玉県の 小松 弥生 教育長が、議会のため欠席とのことで、

代わりに 埼玉県教育局 松本 浩 市町村支援部長が挨拶され、4点のこと

について、指導があった。

1点目は、県の学力調査について、一人一人の学力の伸びを、どのよう
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な指導を受けて、どう伸びたのか、しっかりと分析して欲しい。

2点目は、「特別の教科 道徳」の教科書採択について、昨年の謝礼問題

等を踏まえた県のガイドラインを参考にしながら、公正性、透明性を確保

しつつ進めて欲しい。

3点目は、教職員の負担軽減について、業務改善に取り組んで欲しい。

4点目は、教職員の事故防止に努めて欲しいとのことであった。

このほか、教育局からの行政説明として、オリンピック・パラリンピッ

ク教育の推進に関すること、進路指導の情報として県立学校ホームページ

を活用すること、いじめの重大事態に関する誤った対応事例に関すること、

いじめ防止基本方針における国の改定に基づき、県も改定作業中であるこ

と、県の学力調査について、7月に各学校に情報提供し、9月に県として公

表するとのこと、また、個人調査票について、昨年度からの一人一人の伸

びについての分析を、しっかりと行って欲しいとのこと、その他、管理職

試験・業務改善について、文部科学省の通知に基づく取組について、管理

職の再任用等についての行政説明があった。

7月 12 日、北部地区教育長会議及び教育長協議会に出席し、今後の小・

中学校管理職人事の進め方等についての説明があった。私の方からは、今

後の新学習指導要領への対応について、どのような取組を進めていくのか、

相互に情報交換していくことを提案をさせていただいた。

7月 15 日、英語土曜学習（英検道場）の開講式に出席した。また、同日、

アンチオック市の交流 50 周年記念式典に出席した。アンチオック市のショ

ーン・ライト市長 や ロン・ベルナル シティ・マネジャーらと懇談させて

いただき、中学生を含むホームステイ交流も、両市の親善に寄与している

ことを感じとることができた。

7月 19 日、7月 20 日、川瀬祭に参加した。秩父神社の祭典、ご神幸、神

輿洗いの神事、8基の山車の曳航、東町屋台の団子坂曳き上げ、兄弟笠鉾

曳き別れなどを拝見し、秩父の底力と祭の素晴らしさを再確認した。大変

な暑さの中で、子どもたちも、2日間、朝から、夜遅くまで頑張っていた。

どの子供の顔にも、疲れとともに力を出し尽くした満足感、成就感を見て

とることができた。秩父の誇りである祭への参加の体験を通じて、秩父の

良さを理解するとともに、自己肯定感を育てて欲しいと思った。

7月 21 日、社会教育委員会議に出席した。その中で原谷公民館で実施し

ている、チチブ・アフター・スクール・スタディ（夜勉）について、学校

教育と社会教育の協働の取組として紹介させていただいた。社会教育委員

の皆様からも、質問が出るなど、関心を持っていただいたようである。

また、この後、文部科学省に出張し、人事異動により、新たに就任され

た高橋伝統文化課長、浅野施設助成課長等にご挨拶をし、懇談をさせてい

ただいた。

本日 7月 26 日、北部地区小学校教育課程説明会が開催された。明日には、
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中学校教育課程説明会も開催されるが、主な内容としては、新学習指導要

領についての説明会である。今回、たいへん大幅な改訂を予定しているこ

とから、市教委として、その趣旨を理解し、しっかりと対応していく必要

がある。

新学習指導要領については、既に解説書が文部科学省のＨＰで公表され、

7月 7日、小・中学校の学習指導要領等の移行期間における特例について、

文部科学大臣の告示がなされた。これは小・中学校において新学習指導要

領に円滑に移行できるよう、小学校は平成 30・31 年度、中学校は平成 30

年度から 32 年度の移行期間と位置付けて、教育課程の特例を定めるもので

ある。具体的には、外国語活動について、移行措置期間中の授業時数とし

て、小学校 3・4 年に新設される外国語活動に 15 単位時間の増、それから

小学校 5・6年の外国語活動は、15 単位時間を増加させなければならない。

更には、5・6年については、新学習指導要領に示されている、小学校の教

科・英語の内容の一部を加えて指導することとされている。その他、総則

等についても大きな改訂となっている。秩父市教育委員会としても、指導

主事等が新学習指導要領に対する理解を深めるとともに、当面、来年 4月

からの 15 単位時間の増加の方法を早急に検討し、小学校の教科・英語につ

いても、その内容の取扱いについて、指導体制、教材等の条件整備も含め、

早急に検討を行う必要があると考えている。

４ 番 委 員： 昨日、さいたま市の埼玉会館で開催された平成 29 年度埼玉県市町村教育

委員会教育委員研究協議会に参加した。詳細な内容については、来月の教

育委員会定例会において、ご報告をさせていただく。

（2）事務局からの報告事項

事 務 局 長： 7月 11 日、市内の全町会長に、市の取組を説明する「コミュニティ懇話

会」が開催された。この会議は、市議会終了後に年 4回開催されている。

今回、教育委員会からは、全小学校普通教室へのエアコン設置が終了した

こと、夏休み中の子どもたちの見守りについて、お話しさせていただいた。

見守り活動は、登下校時を中心に地域の皆様にご協力をいただいているが、

夏休み中は開放的になりがちなので、改めてお願いしたものである。

また、夏休みに入り、子どもたちの自転車に乗る姿が、多く見受けら

ると思うが、市では、自転車ヘルメットの購入費用の補助を開始している。

秩父市内に住所を有するすべての方が対象で、平成 29 年 4 月 1 日以降に

購入した自転車ヘルメットについて、上限2,000円を補助する制度である。

この制度については、学校を通じて児童生徒の家庭にも周知させていた

だいており、この制度の活用をきっかけに、ヘルメットを着用する児童が

増加することを期待している。なお、中学生については、現在、全体の約

30％が自転車通学であるが、入学時、各中学校ごとに、地元の自転車店等

でヘルメットを公費により購入し、貸与というかたちで対応を図っている。
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学校指導監： 学校指導監から、3点の報告をする。

1点目は、市内全ての学校で、第一学期の終業式が実施された。現在、

夏季休業日に入り、学校では、プール指導や補充学習等、各校それぞれ特

色ある取組を実施している。

2点目は、4月 13 日に実施された埼玉県小・中学校学習状況調査結果が

各学校に配布された。この調査は、学習した内容がしっかり身についてい

るかという視点に加え、一人一人の学力がどれだけ伸びているのかが分か

るようになっている。さらに今年度から昨年度のそれぞれの学級の子ども

たちが、どれだけ伸びたかも分かるようになった。各学校では、この結果

をもとに分析し、「何ができるようになる。」指導なのかを明確にした授

業改善を図っていただければと思う。

3 点目は、7 月 14 日第 2 回第 14 採択地区教科用図書採択協議会が開催

され、平成 30 年度使用小学校用教科用図書（道徳）の採択について審議

及び選定がされた。本件については、この後、議案として審議いただく予

定である。

教育総務課長： 教育総務課から、2点の報告をする。

1点目は、前年度末で閉校となった太田部分校について、旧教員住宅の

解体整備工事が終了したので、報告をする。この教員住宅は、学校から少

し離れた公民館の入り口にあり、長い間使用されていなかった。そこで、

地元からは、この建物を解体し、跡地を公民館の駐車場として整備して欲

しいとの要望が出されていたため、今年度の当初予算に計上し、工事を実

施したものである。

2点目は、秩父第一小学校の用地買収についてである。秩父第一小学校

の用地の中には、一部、借地が含まれているが、昨年の秋に、地主の 1人

から、土地を買い上げて欲しいとの要望があった。そこで、土地買収費を

今年度当初予算に計上し、買収価格等については、土地家屋評価審査委員

会の審査を経て、契約及び所有権移転登記を行い、先日、買収手続きが終

了したところである。

文化財保護課長： 文化財保護課から、夏休み期間中の事業について、4点の報告をする。

1点目、8月 4日、武甲山資料館では、「夏休み！武甲山の写生会」を開

催する。資料館のＰＲと武甲山への関心を高めてもらうため、毎年、実施

している事業である。7月 31 日が締切日となっているが、本日現在、小学

生 20 名の申し込みがあった。講師には、秩父美術家協会の先生 4名にお願

いし、実施する予定となっている。

2点目、昨日 25 日に続き 8月１日の 2日間で、「縄文土器づくり教室」

を開催する。昨日は、小学生 18 名、保護者 14 名の計 32 名が参加し、歴史

文化伝承館で、粘土をこねて形を作る「土器づくり」を行った。8月 1 日

には、聖地公園グラウンドで、穴を掘ってその中で土器を焼く「野焼き」

を行う予定である。
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3 点目、聖地公園に移築してある国の登録有形文化財である旧秩父駅舎

を、お盆の時期を中心に、無料休憩所として開館する。開館期間は、8月

11 日から 22 日、午前 9時から午後 5時までである。なお、16 日のあんど

ん祭りの日は、午後 9時まで開館する。

4点目、7月 29 日、ここ歴史文化伝承館 2階ホールで「ユネスコ無形文

化遺産登録記念シンポジウム」を開催する。ぜひ、ご参加いただけるよう、

ご案内申し上げる。

学校教育課長： 学校教育課から、2点の報告をする。

1点目は、先月の定例会でもお話しした学校のパソコンルームに設置さ

れているデスクトップパソコンの入替作業についてである。今年度は、秩

父第一小学校・久那小学校・秩父第一中学校・秩父第二中学校であるが、

昨日 7月 25 日に納入が完了し、夏休み中に納入業者であるキヤノン電子ビ

ジネスシステムズが、コンピューター及び周辺機器の設定などを行う。な

お、今年度は、タブレットパソコン 160 台程度、その他教材用ソフトウェ

ア、モニター用テレビなどが納品される。

続いて、コミュニティ・スクールについてである。4月から学校教育課

に採用された、根岸 CS ディレクターが中心となり、今年 4月からコミュニ

ティ・スクールを始めた尾田蒔小学校・尾田蒔中学校・影森中学校を訪問

し、適時指導・助言を行っている。また、より多くの方々に、コミュニテ

ィ・スクールを知っていただくため、お手元に配布した保護者地域住民向

けリーフレット及び学校長・職員向けのコミュニティ・スクールだよりを

作成している。今後は、市ホームページや学校ホームページにも掲載し、

より多くの方に周知していく予定である。

コミュニティ・スクール事業の今年度の重要な事業の一つである、先進

校の視察については、夏休み中に行うことで準備を進めてきたが、まずは、

明後日の 28 日に、尾田蒔小学校の校長・尾田蒔中学校の教頭と事務局で、

新座市の野火止小学校を訪問し、研修を行う予定である。また 8月 7日に

は、影森中学校の校長・教頭をはじめ、地元町会長などの学校運営協議会

委員及び事務局の総勢 10 名で、久喜市立太東中学校区の合同フォーラムに

参加させていただき、その運営方法などを、研修させていただく予定であ

る。

今後も、平成 30 年度中の「小中学校全校にコミュニティ・スクールを設

置する。」という目標達成のために、研修を重ねていきたいと考えている。

保健給食課長： 保健給食課から、2点の報告をする。

1点目は、プール水水質検査の実施について報告する。プールのある小

学校 12 校と中学校 5校について、プール水の水質検査を学校薬剤師の協力

を得て 6月 29 日に実施した。25 日付けで、各学校へ「プール水水質検査

報告書」を送付したが、14 校の検査結果は、各項目とも学校環境衛生の基

準に適合するものであった。また、一般細菌と濁度の検査項目で適合しな
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い判定を受けた小学校 3校については、学校薬剤師の指導を受けて改善し

ていく予定である。

2点目、7月 14 日から 19 日で、1学期の給食の提供が終了した。市内 6

調理場とも大きな事故無く 1学期の給食提供を終了することができた。夏

休み期間中は、食器の漂白を始め、普段できない掃除や調理機器の点検等

を行う。また、職員の衛生講習会を行う予定である。2学期は、各調理場

とも 8月 28 日から給食の提供を開始する。

教育研究所長： 教育研究所から、4点の報告をする。

7月 11 日、「第１回秩父市英語教育推進委員会」を実施した。新学習指

導要領が告示され、来年度より移行措置、32 年度からは完全実施となる英

語教育については、外国語活動の授業力の向上や、移行期間における 15 時

間の増加、完全実施後の 5・6年生の教科としての授業時数増加についての

検討を進めていくため、今年度より新たに推進委員会を立ち上げた。

7月 12 日、「第 2回秩父市学力向上推進委員会」を実施した。埼玉県学

力学習状況調査の結果の分析、活用について、また、秩父市で作成した授

業改善リーフレットに基づく授業作り等、秩父市全体の学力向上のための

取組について協議を行った。

7月 21 日、「小学校の先生が地域を学ぶ社会科講座」を荒川総合支所 2

階研修室で実施した。昨年度まで 4年間実施した「小学校の先生が基礎を

学ぶ理科講座」が、理科 4分野を終了し、今年度から、秩父ならではの特

色ある教育活動の推進、また、教員の指導力向上の一環として実施した。

今年度は、「地域の発展に尽くした人々 ～柿原万蔵と秩父鉄道～」と題

して、県立さきたま史跡の博物館の 佐々島 忠重 先生を講師として、13

名の参加であった。

・ 7月 24 日には、小学校外国語活動集中研修会を歴史文化伝承館１階研修

室で実施した。28 日と合わせて 2日間にわたる研修会で、文部科学省の中

央研修を修了した英語教育推進リーダー及び北部教育事務所指導主事等を

講師として英語教育強化のため、各小学校外国語活動担当者、外国語活動

コーディネーター4名、28 日は ALT も加わり、授業の実際の進め方の講義

や演習、模擬授業等、実践的な研修会を行っていく。

１ 番 委 員： 今年度から立ち上げられた秩父市英語教育推進委員会について、構成メ

ンバーと今後の会議の予定について、教えていただきたい。

教育研究所長： 推進委員については、各小学校の外国語活動担当教員及び各中学校の英

語課主任等の全 21 名で構成される。

今後の予定としては、年 4回の開催を考えており、第 1回が、先日 7月

11 日、第 2回以降は、8月下旬、11 月下旬、2月の下旬に行う予定である。

（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。
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６ 議案審議

教 育 長： 議案審議に入る。

議案第２４号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

学校指導監： 議案第２４号「平成３０年度使用秩父市立小学校用教科用図書の採択に

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２４号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第２５号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

生涯学習課長： 議案第２５号「秩父市歴史文化伝承館運営委員会委員の委嘱について」

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２５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、13 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）８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： 8月教育委員会定例会について、8月 28 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、8月教育委員会定例会については、8月 28 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。
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（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 7月定例会を閉会する。


