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平成２９年８月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成２９年８月２８日（月） 午後２時００分

閉 会 ： 平成２９年８月２８日（月） 午後２時５０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

文化財保護課主席主幹 堀 宏行

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 8 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 7 月 26 日に開会された 7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： 7 月 26 日、秩父地区小学校教育課程説明会、翌 27 日に中学校教育課程

説明会が開催され、新学習指導要領の改訂の趣旨及び内容理解についての

説明が行われた。小学校では、平成 30・31 年度、中学校では、平成 30 年

度から 32 年度までが、改訂の移行期間となっており、移行期間中の教育課

程の特例が定められている。今後、総則等多くの項目が移行措置されるが、

特に、小学校の外国語活動については、授業時数の増加、教科英語の新設

に向けた対応が必要となってくる。秩父市教育委員会としても、移行措置

期間中の 15 単位時間の増加、また、全面実施となれば 35 単位時間の増加

となるため、小学校の教科・英語の新設に向けた対応をはじめ、指導体制、

教材等の条件整備等、早急に検討を行う必要があると考えている。このこ

とから、早速、指導主事による新学習指導要領対応方針の内部検討会を発

足させたところである。

7月 28 日、秩父市小学校外国語活動集中研修会が開催され、各小学校の

外国語活動担当教員、ALT、外国語活動コーディネーター等にも出席をいた

だいた。今後、各小学校の担任が主体となり、ALT の補助を受けながら外

国語活動の授業を実施することから、指導案作成、模擬授業、講評という

マイクロティーチングという形で実践的な研修が行われた。
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7 月 29 日、山・鉾・屋台行事ユネスコ無形文化遺産登録記念シンポジウ

ムが開催された。前文化庁主任文化財調査官である 菊池 健策 氏 の講演

及びシンポジウムのほか、後継者の育成等、今後の秩父祭の課題について

意見交換が行われた。

8月 4 日、市民会館の大ホールで、秩父教育研究会主催の教育講演会が

あり、講師は精神科医の 香山リカ 氏 であり、「"よい子"の心を考える」

という演題の講演を聴かせていただいた。香山氏から、精神科医から見た

最近の子供たちに持って欲しい力を 4点示されたので、ご紹介させていた

だく。1点目は、Creativity：ものごとを創り出す力、2点目は、Reality：

現実を受け止める力、3点目は、Empathy 共感する力、4点目は、Resilience：

しなやかさ、やり過ごす力 とのことであった。この中で、レジリエンスは、

不利な状況において、自身のライフタスクをそれに適応させる能力と定義

されているもので、自己肯定感、自己効力感につながる力であり、特に大

切なものとのことであった。この力は、ある程度、生得的なものであるが、

後天的に鍛えることもできるそうである。レジリエンスを持つように育て

るには、まず、幼児期の家庭において、親から無条件の愛を注がれる経験

を持つこと。また、小中学校段階においては、教師から、客観的根拠に基

づく承認を受けることにより育つ可能性がある。教師が子どものレジリエ

ンスを育てるように接するためには、自分自身が自己肯定感を持つ必要が

あり、疲れていては、子どもと明るく接することができないため、教師自

身が、充実した生活を送ることが大切である。教師のワーク・ライフバラ

ンスが課題となっている現状において、大変示唆に富む講演であった。

8月 10 日、市長と共に埼玉県の小松教育長を訪問した。学力向上、伝統

文化を活用した教育、文化財保護など、予定の時間を大きく超える面談と

なった。その後、文部科学省に行き、市長と共に文化庁伝統文化課を訪問

し、秩父祭のご案内を行った。また、施設助成課を訪問し、今後の小・中

学校の施設老朽化に対応した大規模改造事業計画とエアコンの整備事業に

ついて、国庫補助のお願いをさせていただいた。

8月 20 日、ちちぶオペラ「ミカド」を拝見した。出演者が、しっかりと

練習を重ね、とても伸び伸びと楽しく演じられていた。会場にも楽しい雰

囲気が溢れ、市民全体でこのオペラを盛り上げていこうという強い気持ち

が感じられた。オペラという西洋の文化に、ミカドという和のモチーフを

取り上げ、秩父の屋台囃子や歌舞伎、更には、秩父弁も上手く取り入れら

れており、非常に興味深い内容であった。おそらく欧米の人たちにとって

も興味深い内容であると感じられたことから、秩父のこのような文化への

取組についても、発信していきたいと思った。

8月 22 日、市民会館けやきフォーラムにおいて、秩父市小・中学校管理

職等研修会を開催した。秩父市の教育関係者のみならず、埼玉県教育局北

部教育事務所の指導主事、横瀬町・小鹿野町・皆野町・長瀞町の教育長及
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び教職員等、全体で約 100 名の方々の参加があった。

東京国立博物館長の 銭谷 眞美 氏 を講師にお迎えし、「これからの学校

教育に期待すること」というタイトルの講演をいただいた。銭谷館長は、

文部科学省の前初等中等教育局長として、教育基本法改正や学校教育法を

はじめ教育 3法の改正、また、事務方のトップである事務次官として、現

行の学習指導要領の改訂等にも携わられた方である。また、新学習指導要

領の改訂についても、中央教育審議会委員として参画しており、新学習指

導要領に新たに設けられた前文の意義、改訂の基本的な考え方、いじめ等

生徒指導の問題、教師の働き方改革などを分かりやすくお話しいただき、

現在、問題となっていることなど、示唆に富む内容であった。

１ 番 委 員： 秩父市小学校外国語活動集中研修会が、外国語活動担当教員を対象に実

施されたとのことだが、平成 32 年度から教科英語が本格導入されることを

考慮すると全教員に研修を受けさせるなど、研修体制の強化を図っていく

べきと思うがいかがか。

教育研究所長： 研修会につきましては、来年度、再来年度の移行期間中にも実施するこ

とを計画しており、今後、全ての教員に受講してもらう予定となっている。

教 育 長： 小学校の英語教育・外国語活動については、相当の準備をしていく必要

があると考えている。この件については、本日も皆野町主催の教員研修会

があり、私もお誘いをいただいたことから、指導主事と共に参加して来た

ところである。文部科学省の英語担当視学官 平木 裕 氏からご説明をいた

だき、これから何をすべきかが明確となる非常に参考となる研修会であっ

た。今後は、5・6年生だけではな、3・4年生の担任の先生も外国語活動に

携わることとなることから、全ての小学校教員への指導を行っていくこと

が大切である。研修に参加していた秩父郡市の各教育長と協議を行い、1

市 4町で協力して、相互に情報交換をしながら、教員に対する研修の充実

を検討していくこととなったので、ご報告させていただく。

４ 番 委 員： 7 月 21 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出席した。パネルディスカッションで

は、文部科学省の初等中等教育企画官 吉田 光成 氏、東松山市教育委員会

教育長 中村 幸一 氏、行田市教育委員会教育長職務代理者、岸田 昌久 氏

から教育委員会制度の仕組み、意義、新教育委員会制度への移行過程等に

ついてのお話を、それぞれの立場から聞くことができた。

続いて行政説明として、教科書採択について、埼玉県教育局の 大根田

頼尚 義務教育指導課長から、「質の高い教科書の実現と教科書採択の公

正性・透明性を高めるために【ガイドライン】」をもとに、自己チェック

表などを用いて、ご説明をいただいた。

続いて行われた分科会では、第一分科会「学力向上について」に出席さ

せていただいた。大根田 頼尚 義務教育指導課長より埼玉県学力・学習状

況調査や、全国学力・学習状況調査の分析についての説明をいただいた。
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その後、三郷市の学校教育指導主事 沼宮内 美香子 氏による、三郷市

の事例発表があり、三郷市の教育「三つの宝」、授業規律の徹底、日本一

の読書のまち、親の学習を柱とした、お話を聴かせていただいた。

続いて、いくつかのグループに分かれて、グループディスカッションを

行い、他市町村の教育委員のお話を聞くことができ、大変参考になった。

また、その後の発表会における、三郷市の取組についてのお話も非常に良

かった。しかしながら、まだ就任して間もない私が言うのも僭越であるが、

本市におけるチチブアフタースクール・スタディ～夜勉～、学校創造グラ

ンドデザインの制定、秩父市家庭教育啓発リーフレット、郷土愛育成のた

めの給食の工夫、定例会終了後の教育長との勉強会など、本市における取

組が、他と比較しても、決して引けをとるもではないと感じたのも事実で

ある。秩父市教育委員として、大変誇らしく感じるとともに、5月に就任

した私にとっては、非常に勉強になる会議であった。

１ 番 委 員： 8月 23 日、秩父地方庁舎で開催された、北部地区人権教育実践報告会第

4回実行委員会に参加した。今年度の実践報告会は、7月 31 日に皆野町文

化会館で開催されたが、参加人数は、178 名であった。来年度は、秩父市

を会場として、7月 30 日に開催される予定とのことである。今回の反省点

として、参加者から分科会の時間を延長して欲しいとの意見があり、検討

してみたが、あまり時間の余裕もないことから、来年度は、5 分間、分科

会を延長するということで決定したので、ご報告をさせていただく。

３ 番 委 員： 8月 20 日、ちちぶオペラ「ミカド」を鑑賞させていただき、大変素晴ら

しい内容で、楽しく拝見することができた。出演者の方のこぼれ話を聞く

ことができ、一昨年からステージと同じ大きさの場所で練習するために、

学校の体育館を借りて稽古をしてきたが、大変蒸し暑い中での稽古となり、

扇風機を持ち寄って対応するなど、非常に厳しい状況下での稽古であった

ことを知った。また、出演者の方々が、出産ラッシュということもあり、

ボランティアのベビーシッターを募集し、お手伝いをいただきながら、稽

古を行っていたとのことであった。このような出演者の多大な努力と手作

りにより完成した、オペラ「ミカド」を、もっと多くの方々に見ていただ

きたいと思った。また、これと同時に、出演者をサポートする環境が整備

されて欲し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： 市議会について報告をする。市議会 9月定例会は 9月 5日から 9月 26 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、平成 28 年度

決算の認定 10 件、条例の一部改正 4件、工事請負契約の締結 1件、補正予

算 10 件の計 25 件であり、その内、教育委員会関連は、決算の認定と補正

予算である。なお、一般質問は、13 名の議員が行う予定である。

8月 14 日、皆野町で開催された「秩父音頭まつり」に、秩父市役所職員
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チームとして参加した。市役所チームの参加は、今年で 5回目となり、新

任職員から年配の職員まで、年代を超えて練習に励んできたが、参加した

どのチームも、心ひとつに練習を重ねてきたことが感じとれる演技であっ

た。このような祭りや伝統行事を行うことは、地域の芸能文化に触れるだ

けでなく、地域や団体の結束力を高める良い機会であり、大変意義のある

ことであると改めて感じた。

8月 20 日、先ほどからお話の出ている市民会館開館記念事業オペラ「ミ

カド」公演を拝見した。今回の市民会館のこけら落とし公演が終了したこ

とから、今後は、より多くの方々に施設を利用していただけるよう、自主

事業を検討しているとのことである。教育委員会としても、子どもたちが

気軽に足を運べるような事業展開をしていただけるよう、市民会館に提案

していきたいと考えている。

学校指導監： 学校指導監から、5点の報告をする。

1点目は、先週 8月 25 日から市内小・中学校の始業式が実施され、第 2

学期がスタートした。大きな事故もなく、夏休みが終了できたことを報告

させていただく。

2点目は、幼稚園・小学校運動会並びに中学校体育祭が、来月実施され

る予定である。中学校及び大田小学校は 9月 9 日、小学校は 9 月 16 日、

幼稚園は 9 月 30 日にそれぞれ実施予定である。委員の皆様には、すでに

訪問していただく学校のご案内が届いていると思うが、当日は、よろしく

お願い申し上げる。

3点目は、8月 22 日、本市において小・中学校管理職研修会が開催され、

東京国立博物館 銭谷 眞美 館長から「これからの学校教育に期待するこ

と」という演題で、ご講演をいただいた。委員の皆様にもご多用の中、ご

参加いただき、お礼を申し上げる。当日は、4町の教育委員、管理職の皆

様にも多数ご出席いただき、約 80 名の参加者で充実した研修会となった。

4点目は、平成 30 年度埼玉県公立小・中学校等校長候補者選考及び教頭

候補者選考第一次がこの 8月に行われた。今年度の本市の受験者数は、校

長選考 4名、教頭選考 3名である。

5点目は、平成 29 年度全国学力・学習状況調査結果が、本日午後 5時以

降に公表となる。本市では調査結果について分析を行い、後日、その分析

結果を併せて公表したいと考えている。

教育総務課長： 教育総務課から、各小・中学校の工事要望ヒアリングについて報告する。

教育総務課では、来年度予算編成の資料とするため、夏休み期間中に、各

小・中学校を訪問して、工事要望のヒアリングを実施している。今年度は、

7月 31 日から 8月 17 日にかけて、8日間の日程で実施した。ヒアリングに

当たっては、あらかじめ、各学校から、施設の修繕工事等の要望を提出し

ていただき、この工事要望をもとに、建築住宅課の職員と一緒に各学校を

訪問し、現場を確認している。学校から要望のあったものは、全て現場を
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確認しているが、小・中学校全部を合わせると、毎年 100 件を超える要望

があり、一度に全ての要望に応えることは財政的にも大変厳しい状況であ

る。これから、ヒアリングの結果をもとに、緊急性、重要性等を考慮しな

がら、工事の優先順位を定め、来年度に向けて必要な予算を要求していき

たいと考えている。なお、このような個別の工事とは別に、国庫補助を利

用して、老朽化した施設の全面的に改修する大規模改造事業についても検

討しているところである。

文化財保護課主席主幹： 文化財保護課から、2点の報告する。

1点目は、夏休み期間中の事業についてである。8月 4日、武甲山資料館

で予定していた「夏休み！武甲山の写生会」については、残念ながら天候

不良により、武甲山が見えなかったため中止となった。また、「縄文土器

づくり教室」については、7月 25 日、粘土を成形する「土器づくり」を行

い、8月 3 日、羊山公園において「野焼き」を行い、無事終了することが

できた。なお、参加人数については、小学生 18 名であった。

2点目は、秩父市指定有形民俗文化財「田の沢の屋台」の公開について報

告する。8月 13 日、影森小学校の校庭において、8年ぶりに「田の沢の屋

台」のお披露目が行われた。もともと「田の沢の屋台」は、7月の第 4土・

日に下影森の八幡町の八坂神社の祭礼として、町内を曳き廻されていたが、

人手不足や保管場所の確保等の問題から、ここ数年、行われていない状態

であった。文化財保護課では、文化財保護審議委員 2名と共に、前日 8月

12 日の組立に立ち合い、屋台の保管状況等の調査を実施した。車輪等に、

若干の老朽化が見られたが、彫刻や幕類は、丁寧に保管されていたことを

確認したところである。

学校教育課長： 学校教育課から、2点の報告をする。

まず、はじめに、宮地学童保育室の改修事業についてである。現在の宮

路学童保育室（児童館と兼務）の施設は、老朽化が著しく安全性が確保で

きない状況にあった。施設の移転について、隣接する秩父第一小学校との

協議を重ね、昨年度、同校の校舎の１階の教室内に宮地学童保育室を移転

することを決定し、今年度改修工事を実施することとなった。

工事内容は、小学校内の１階教室及び通路部分の既存施設の改修として、

床・壁・洗面所・水場の改修・本棚・配膳室・外玄関・職員室などの設置

を行う。改修工事費は 11,059,200 円で、このうち 3分の 2が国から補助さ

れた。工期は、平成 29 年 7 月 28 日から 12 月 28 日となっており、学校と

調整しながら、大きな解体工事は、夏休み中に実施している。今後は、学

校の授業等に配慮しながら内装工事を中心に工事を進める。工事完成後、

移転準備を行い、平成 30 年 4 月 1 日から正式移転となる予定である。

続いて、就学援助制度の準要保護者に対する「新入学児童生徒学用品等」

の年度前支給について、6 月の教育委員会定例会において、実施する方向

で進めていきたいとお話ししたところであるが、その後、財政課との協議
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を行い、制度設計や事務処理要領の改訂を行い、先日、教育長決裁が終了

した。これにより、新年度が始まる前の 3月中に支給できることとなり、

今後、各学校事務員への周知を徹底し、スムーズに事務が行われるよう進

めていく所存である。

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、本市の学校給食の調理員、配膳員を対象とした感染症防止研

修会を 8月 22 日の 10 時から 12 時まで、歴史文化伝承館 1階研修室で開催

し、㈱メフォス営業運営戦略部学校給食推進室参与 佐藤 史郎 先生を講

師として、ノロウィルス対策を中心に講義をしていただいた。なお、当日

の出席者は、午後、秩父地区学校食育研究会主催の横瀬町民会館ホールで

開催された学校給食食品衛生講習会に郡内の給食関係者と共に受講させ、

衛生管理の徹底を図った。

2点目は、給食の提供の開始について報告する。本日、8月 28 日から市

内6共同調理場の2学期の学校給食の小学校13校と中学校8校への提供を

開始した。なお、幼稚園 3園は 9月 4日からの提供となる予定である。

教育研究所長： 教育研究所から、8月に実施した講座と研修会について、3点の報告をす

る。

1点目は、8月 5 日に実施した「理科おもしろ実験教室」についてであ

る。埼玉大学との連携のもと、秩父第一中学校の理科室を会場に実施した。

小学校 3年生から 6年生対象で 104 名の児童が参加し、大学研究室の大学

生 9名の指導のもと、「色を楽しもう」というテーマで、様々な色を使っ

て、色の仕組みを学習しながら、スライムやブローチづくりを行った。子

どもたちは、歓声を上げながら熱心に実験に取り組んでいた。

2 点目は、8 月 9 日に行われた｢学力向上チャレンジスクール｣について

である。予定では、8日と 9日の 2日間であったが、台風の影響のため、9

日のみの実施となった。秩父高等学校を会場に実施し、参加児童は 62 名、

高校生ボランティアは 24 名であった。主に教員を目指している、または教

員に興味のある高校生が、小学生に教える楽しさや難しさを感じながら教

えている姿が印象的であり、異年齢児童生徒の交流を図ることができた。

3点目は、教員を対象とした研修会についてである。8月 7日には、初任

者研修施設体験研修として、小・中学校初任者教員 15 名が、秩父まるごと

ジオパーク推進協議会主任推進員 吉田 健一 先生を指導者として、ジオパ

ーク関連施設である大滝地区の「高札場・手堀り隧道」「神庭半洞窟遺跡」

「栃本関所跡」等を巡り、秩父を知る研修を深めた。8月 17 日、18 日の 2

日間は、生徒指導育成プログラム研修会として、18 名の小・中学校教員が

参加し、ワークショップ形式での研修会を実施した。望ましい人間関係作

りを通して、学級経営や生徒指導に生かすことができる研修会となった。8

月 22 日、23 日には、5年経験者研修の社会貢献活動体験研修として、「白

砂恵慈園」「ほのぼのマイタウン」のいずれかにおいて、5年経験者教員
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14 名が体験研修を実施した。普段と異なる業務・介護体験等を通して、教

員としての視野を広めることができるものと思っている。

（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、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）9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： 9月教育委員会定例会について、9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、9月教育委員会定例会については、9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。

（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 8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


