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平成３０年６月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成３０年６月２５日（月） 午後２時００分

閉 会 ： 平成３０年６月２５日（月） 午後２時４０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 新井 正夫

２番委員 浅見 知子

３番委員 増田 洋一

４番委員 髙野 豊子

出 席 者 ： 教育長 倉澤 俊夫

事務局長 新井 康代

事務局次長兼学校指導監 千島 裕夫

事務局次長兼文化財保護課長 中野 茂

事務局専門員兼学校教育課長 諸 敦夫

教育総務課長 山越 達也

保健給食課長 新井 常男

教育研究所長 大場 正幸

市民部専門員兼生涯学習課長 松本 直子

兼歴史文化伝承館長

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 30 年 6 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 30 年 5 月 25 日に開会された 5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： 秩父市議会 6月定例会が、6月 6日に開会となり、全 21 日間の日程で、

26 日に閉会となった。

各学校の修学旅行について、肺炎の感染等が心配されたが、無事に終了

することができた。

プール周りのブロック塀の事故を踏まえて、緊急の点検を実施した。今

後、通学路、遊具、その他学校内外の危険箇所の点検が必要であると考え

ている。

本年度より、市内の全小中学校において、コミュニティ・スクールの導

入を予定しており、全ての学校で、第 1回の学校運営協議会が開催された

ところである。

平成 30 年度の、秩父市教育員会及び北部教育事務所教育支援・学力向上

推進担当による学校訪問が始まった。教師主導型の授業から、子どもを主

体とする授業への転換を目指し、各学校で工夫した授業展開が行われてい

る。

２ 番 委 員： 6 月 8 日、子どもが在籍している荒川西小学校の引き渡し訓練に参加し

た。荒川西小学校への通学手段は、徒歩・電車・路線バス・スクールバス

があり、学童保育・ふれあい学校により下校時間も異なることから、通学

の状況は、たいへん複雑なものとなっている。
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訓練は、交通手段が遮断された状況で、保護者が学校に迎えに来て、引

き渡すという想定で実施された。遠方の子どもたちは、自動車を使わなけ

ればならないが、我が家は、電車通学であり、学校までの往復 8キロ以上

の道のりを、子どもたちと危険個所を確認しながら、行き帰り歩いてみた。

1年生のいる通学班では、まだ小さい兄弟が一緒に参加したところもあり、

学校の重い荷物を持って、何時間もかけて、親子でくたくたになりながら

歩く姿も見られた。この経験が、子どもの心に強く残り、いざという時に

イメージを持つことができるのではないかと考えている。

秩父市は、災害が少ない土地柄であり、低学年では、東日本大震災のこ

ともピンとこないかもしれない。この訓練の後日、大阪で発生した大きな

地震によって、女子児童が命を落とすという痛ましい事故が起こってしま

った。日本各地で起こる災害の報道を見聞きすることができても、自分の

身に置き換えることは、なかなか難しいかもしれない。それでも毎年、緊

張感を持った訓練を続けることで、大人が本気で考えて行動する姿を、子

どもが見れば、もしもの時に、この経験を活かすことができると思う。大

人の行動が、子どもを育てると信じて、この訓練が、引き続き、真剣に行

われるよう協力していくことが大切であると考えている。

４ 番 委 員： 6月 21 日、原谷公民館で行われた第 2回の夜勉に参加した。小学生は、

1階の和室で行われているが、当初より落ち着いて学習に励んでいるよう

に感じられた。ひとつの部屋に、4・5・6 年生の 3 学年と複数の先生が一

緒に居るため、少し窮屈に感じられ、室内が多少ざわつく原因になってい

るように思った。中学生は、学年ごとに教室が分けられていることもあり、

たいへん静かな環境で、それぞれ思い思いの教科を、補助教材等を使用し

ながら学習に取り組んでいた。小学生・中学生ともに、先生の人員不足が

感じられた。また、昨年度の改善点として、小学生と中学生の休憩時間を

同時間に設けたことによって、館内のざわつきが改善されたとのことであ

る。連絡なく欠席した児童生徒も複数いたが、担当の指導主事が、すべて

の保護者に連絡する様子を見ることができた。夜ということもあり、心配

であることから、適切な対応をしていると感じた。

2点目、荒川総合支所で行われた教科書展示会を拝見した。道徳が教科

化されるということで、道徳の教科書を中心に見させてもらった。個人の

意見等が記入できる別冊付きのものもあり、カラー刷りで、全体的に厚く、

重いと感じられた。各教育委員との話題の中で、子どもたちのランドセル

やカバンの荷物が重くなっているとの意見も出ており、今後、対応を検討

していく必要があるのではないかと考えている。

（2）事務局からの報告事項

事 務 局 長： 市議会 6月定例会は、明日、閉会となる。本議会に上程した教育委員会

関連の議案は、学童保育指導員が、県の研修を受講して取得する「放課後
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児童支援員」の資格要件の拡大について改正するものであったが、文教福

祉委員会でも異論はなく、明日、可決される予定である。多くの児童が放

課後を過ごす学童保育室の保育の質を保つために、今後も充実した運営体

制を整えていきたいと考えている。また、一般質問では、5人の議員から

質問をいただき、秩父祭笠鉾の本来の姿での巡行について、心肺蘇生法講

習会について、給食費教材費の無償化について等多岐にわたる質問内容で

あった。

6月 13 日、浦山・荒川・大滝地区にある歴史民俗資料館を訪問した。各

館ともそれぞれの地域の歴史や民俗を学ぶ貴重な施設であるが、入館者の

減少が課題となっている。このことから、今後のあり方について、市全体

の施策において、再考していく必要性があると感じたところである。また、

その際に、大滝総合支所及び大滝公民館を訪問した。平成 26 年度末に閉校

した旧大滝中学校の改修工事を行い、今年の 3月中旬から総合支所・公民

館として使用を開始している。館内には、災害時に住民が一時避難して、

数日間過ごせる部屋も用意され、点在する高齢者単身世帯の災害時におけ

る孤立化を防ぐ対応も準備されている。

学校指導監： 学校指導監から、3点の報告をする。

1点目は、市内小中学校の修学旅行について報告する。昨日 6月 24 日ま

でに市内小学校 11 校、中学校 7校が実施し、無事終了した。なお、久那小

学校と荒川西小学校は、少人数のため隔年実施となっているが、本年度予

定どおり実施し、無事終了した。

2点目は、中学校の学校総合体育大会の陸上が 5月 25 日、球技・武道の

競技が 6月 22 日・23 日の 2 日間で実施され、ソフトボールの 1 試合が、

雨天のため再試合となったが、それ以外の競技は、無事終了した。また、

水泳の競技については、7月 2日に、相撲・新体操の競技については、7月

6日に開催予定である。

3点目は、教育長と全ての小・中学校長による年度当初の面談を実施し、

本日までに 14 校が終了した。この面談では、各学校長から学校経営や教職

員の指導等について、自己申告をしていただいている。各校とも目標及び

方策が示され、目標達成に向けた手順等について確認することができた。

文化財保護課長： 文化財保護課から、文化財保護法と地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部改正について報告する。

文化庁は、平成 30 年 6 月 8 日付で文化財保護法と地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の一部改正が行われ、平成 31 年 4 月 1 日から施行され

ると発表した。この法律の改正の趣旨としては、「過疎化・少子高齢化に

よる文化財の滅失や散逸等の防止が緊急の課題であり、まちづくりに文化

財を活かし、地域社会総がかりでその継承に取り組むことが必要であると

し、この法改正により、地域における文化財の計画的な保存・活用の促進

や、地方文化財保護行政の推進力の強化を図るものである。」としている。
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文化財保護法の主な改正点としては、1つ目として、市町村が作成する

「文化財保存活用地域計画」の認定制度を設けたこと。これは、今年度か

ら秩父市が取り組んでいる「歴史文化基本構想」を発展させ、法律に位置

づけたものである。2つ目は、文化財所有者の相談に応じたり、文化財の

調査研究を行う民間団体を、市町村が「文化財保存活用支援団体」として

指定することができるようになったこと。3つ目は、国指定の文化財を確

実に継承できるよう「保存活用計画」の認定制度を設けたこと。4つ目は、

高齢化により文化財の保存が難しい場合、管理責任者を選任できる要件を

拡大したこと等があげられる。

また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正では、現在、文

化財保護の事務は教育委員会の所管とされているが、条例の定めにより地

方公共団体の長が担当できるようになる。

学校教育課長： 学校教育課から、1点の報告をする。

校務支援システムの導入についてであるが、このシステムは、教員の多

忙化の解消や負担軽減などの業務改善の支援をするため、出欠席管理・成

績処理・通知票・指導要録・調査書の作成・保健管理などを電子化するシ

ステムである。

この事業については、昨年 9月から教育研究所が中心に検討を始めたが、

平成 30 年度に予算化するにあたり、学校教育課の所管となり、予算額は、

年間 500 万円、5 年間で 2,500 万円の予算が計上された。その後、校務支

援システムの検討に入り、2度の校務支援システム検討委員会を経て、シ

ステムの構築及び保守管理を、キヤノン電子ビジネスシステムズ㈱、校務

支援ソフトについては、スズキ教育ソフト㈱が採用されることとなった。

今後については、7月 5日に教頭会・12 日に校長会・27 日に教務主任会で

ソフトの説明会を行い、並行してシステムの構築を進め、夏休みの 8月に、

主に担当者を中心とした機能別研修会を実施し、9月からの稼働を予定し

ている。

今後については、できる限り先生方に負担をかけないよう配慮しながら、

労働時間の短縮や児童生徒と向かい合う時間が増えたかどうかを検証する

など、導入の効果を確かめていきたいと考えている。

教育総務課長： 教育総務課から、3点の報告をする。

1点目は、教育長及び事務局長より説明があった、市議会 6月定例会に

ついてである。教育委員会に関する一般質問と答弁の内容を取りまとめた

報告資料を、お手元に配布させていただいたので、後ほど、ご覧いただき

たいと思う。

2点目は、秩父市職員防災訓練についてである。7月 7 日午前 8 時 30 分

から、市の職員による防災訓練が実施される。今年の訓練は、勤務時間内

に大規模災害（地震）発生を想定し、職員の初動対応及び災害対策本部・

現地対策本部の設置、運営について検証する。災害対策本部では、職員向
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けのメールによるアプリを利用した情報収集訓練、タブレットを利用した、

各総合支所長からの映像による情報伝達訓練、町会長宅への情報伝達訓練

などを実施する。当日の教育委員会の役割については、小中学校、幼稚園、

調理場、民俗資料館などに対する避難指示の伝達、児童生徒、教職員等の

安否確認、施設の被災状況を調査するための現地調査等の訓練を予定して

いる。

3点目は、先週 18 日大阪北部を襲った地震の関係である。テレビ等でご

存じだと思うが、小学校 4年生の女の子がブロック塀の下敷きになり、亡

くなられるという事件が起こってしまった。学校施設を担当する教育総務

課においては、翌 19 日に「学校におけるブロック塀等の安全点検について」

を各小中学校に通知し、注意喚起を行った。翌 20 日には、埼玉県教育委員

会からのブロック塀の現況調査の依頼に基づき、調査を行い、施設担当が

現場の状況を確認し、その日のうちに埼玉県に報告した。報告内容につい

ては、ブロック塀がある学校は、21 校中 15 校 建築基準法の上限である

2.2 m を超えるブロック塀がある学校１校 高さが 1.2m を超え、控え壁を

設置していない学校が 8校 ブロック塀にひび割れ等の見られる学校が 6

校となった。今後、危険個所の調査を行い、国の動向を見ながら、随時、

修繕工事を行っていく予定である。また、22 日には、危機管理課、地域整

備部、各総合支所とで緊急に打ち合わせを行い、通学路の危険箇所等を情

報共有し、今後の対策について話し合いを行った。

保健給食課長： 保健給食課から、3点の報告をする。

4月 12 日の南小学校及び吉田小学校の歯科を皮切りに、6月 28 日の花の

木小学校の歯科検診と吉田小学校の耳鼻科検診を最後に、幼稚園・小中学

校の今年度の定期健康診断が終了する。検診科目は、内科・歯科・眼科・

耳鼻科で、健康診断の結果に基づき要治療の診断がされた園児・児童・生

徒に対しては、学校から保護者に治療するよう指示することとなっている。

2 点目は、児童手当の支給にあわせ、6 月を給食費徴収月間として、各

学校から給食費の滞納のある世帯へ催告を行い、納付や納付計画の提出な

どの対応をしてもらえない世帯を対象に 6月 12 日から 15 日まで、該当校

の教頭先生等と保健給食課職員が共同で家庭訪問をし、滞納給食費の徴収

を行った。訪問対象とした家庭 14 件の内、訪問時、1件から 13,000 円を

徴収し、3件から納付の約束をいただき、残り 10 件は不在であったため、

差置文書で対応した。また、児童手当の現金受給者から、こども課の窓口

で、2件 25,000 円の納入をいただいた。今後も地道に滞納額を減らしてい

くよう、学校との連携をとり進めていきたい。

3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用試料の採集を、学

校薬剤師の協力を得て 6月 21 日に実施した。6 月 22 日に、検査機関から

電話による速報があり、小学校 1校、中学校 1校において、濁度の項目で
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適合しないとの報告があったため、担当する学校薬剤師に、今後の対応に

ついて、学校への指導をお願いした。

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、「チチブアフタースクールスタディ～夜勉～」についてであ

る。6月 7日に初日を迎え、本年度の取組がスタートした。午後 6時 30 分

から 8 時まで、原谷公民館と影森公民館の 2つの会場で、参加した児童生

徒が、自主学習を行った。特に新たな会場となった影森公民館では、私語

もなく熱心に学習に取り組む様子が見られた。

2点目は、「英語土曜学習～英検道場～」についてである。土曜日に英

検取得を目指した中学生対象の講座を実施し、英語の基礎学力の向上を図

り、英検合格を目指すものである。本年度は、7月 14 日より開始し、9月

29 日までの間に 6回を計画している。会場は、歴史文化伝承館、影森公民

館、吉田公民館の 3会場を予定している。

（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： 議案第 15 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 15 号「秩父市ＰＴＡ活動推進指導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 15 号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 16 号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

歴史文化伝承館長： 議案第 16 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 16 号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 17 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 17 号「秩父市社会教育委員の委嘱または任命について」の提案理

由及び説明を述べる。
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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 17 号は、原案どおり可決した。

７ 協議事項

（1）後援等について

教 育 長： 後援等について、説明を求める。

教育総務課長： 別紙のとおり、15 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、後援等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、今月の後援等について、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）7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： 7月教育委員会定例会について、7月 24 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、7月教育委員会定例会については、7月 24 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。

各 委 員： 特になし。

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 6月定例会を閉会する。


