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平成３０年７月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成３０年７月２４日（火） 午後２時００分

閉 会 ： 平成３０年７月２４日（火） 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

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、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 30 年 6 月 25 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： 7 月 7 日、秩父市の防災訓練が開催された。今回初めて、タブレットを

活用した訓練が実施され、市立病院、吉田・大滝・荒川総合支所から、映

像による報告等が行われた。

7月 8日、第 55 回埼玉県手をつなぐ育成会県大会が、秩父宮記念市民会

館で開催され、県内各地から多くの方々が、秩父市に参集していただいた。

「誰もが地域でふつうに暮らせるために～笑顔のもとに笑顔が集まる～」

をテーマに進められ、午後は、林家 たい平 さんによる「笑顔のもとに笑

顔が集まる」と題する講演会が行われた。

7月 10 日、第 63 回秩父地区生徒代表者会議が開催され、秩父地区の各中

学校から 2 名の代表が集まり、各学校の説明、テーマに基づいた討論が行

われ、非常に立派な態度で、会議が進められていた。

１ 番 委 員： 7月 18 日、秩父地区教育委員会連合会研究指定委嘱校委嘱状交付式が開

催された。今年度、研究指定を委嘱した学校は全 4校で、尾田蒔小学校・

荒川東小学校・横瀬中学校・皆野中学校であった。

また、これに引き続き、秩父地区教育委員会連合会第 2回役員会が開催

され、管内視察研修会について、協議が行われた。今年度は、10 月 19 日、

皆野町文化会館に集合し、皆野町の文化財を見学する行程で、執り行われ

る予定である。
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２ 番 委 員： 7 月 5 日、荒川西小学校において、学校保健委員会が開催された。「ゲ

ームとの上手な付き合い方」をテーマに、SNS を使ったゲームが、子ども

たちの生活に、どのような影響を及ぼすか、また保護者が、どのようなこ

とに注意したらよいのかを、埼玉県家庭教育アドバイザーの 池田 俊江 先

生にお話しをしていただいた。

子どもたちにとって、時間に余裕のできる夏休みは、簡単に遊ぶことが

できるゲームに熱中してしまう危険がある。本当は、ゲームをやらないこ

とが一番であり、デジタル機器を見続けることにより、脳の機能が低下し、

注意力・集中力が衰え、感情がばらばらになってしまう可能性を持ってい

る。このことから、ゲームをするよりも、心を動かされることを体験した

り、体を使って遊ぶことを沢山して欲しい、そして想像力を鍛えて欲しい

とのお話をされていた。

しかし、どうしてもゲームをやることとなった場合に、先生が最も強調

していたことは、多種あるゲームの中で、どのようなゲームを子どもがや

っているのか、内容を確認しながら一緒にやってみて、安全なものである

のか、残虐で危険なものでないかを、親がしっかり把握することが大切で

あるとのことである。

今は、個人で楽しむゲームよりも、インターネットで友達と繋がったり、

知らない他人とゲームで繋がり、そこから実際に会って、事件に発展して

しまうケースも珍しくないとのことである。親が使用料を払っているため、

子どもは有料オンラインゲームであるとの認識が薄く、高額な請求が来て

しまったなどの問題も多いそうである。このため、子どもの持つ SNS に対

して、親がしっかり権限を握ることが大切となってくるが、良い手本とな

るような SNS の使い方を、子どもに示すことができているのか疑問である

とのことである。

そういう意味からも SNS に関する勉強会及び学校・地域における講習会

は、親子で参加できるものが望ましく、互いに学び合うものでなければ、

家庭内の意識は高まらないとのことである。成長期の体への影響も叫ばれ

る中、子どもの SNS への関わり方を、軽い気持ちで見過ごさずに、時間の

ある夏休みを利用し、親子でしっかり再認識する機会にして欲しいと感じ

た。

４ 番 委 員： 7 月 19 日、埼玉会館で開催された平成 30 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。

はじめに埼玉県の小松教育長からの挨拶、続いて文部科学省初等中等教

育局 梅崎参事官補佐から「学校における働き方改革」という演題の講演

があった。また、伊奈町教育委員会から「学校現場における業務改善加速

事業について」の事例発表があった。時間の管理、公務支援システムの導

入、部活動休養日の徹底、留守番電話の設置等、すでに秩父市において取

り組まれているものもあったが、特に心に残ったのは、業務改善アシスタ
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ントが配置されているということである。せめて秩父市でも支援員が確

保・増員できれば良いと思った。

全体会が終了し、「地域とともにある学校づくりについて」という分科

会に参加した。生涯学習課から、家庭教育アドバイザー及び地域学校共同

活動についての説明があった。また、ふじみ野市教育委員会から、取組事

例の発表があった。その後、グループ協議となり、各市町村における学校

地域における状況についての協議を行ったが、秩父市では今年度から全校

コミュニティ・スクールを導入し、各校において、第１回運営委員会が実

施されたこと等を報告させていただいた。他の地域では、すぐに導入でき

る学校もあれば、新設校で 1,000 人を超える児童が在籍していたり、外国

人の児童が全体の 3割在籍しているなどの事情で、なかなか全校同時には、

実施できる状況ではないとの話を聞くことができた。秩父市では、各地域

において、コミュニティ・スクールについての理解や協力が得られており、

取り組みやすい場所であると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： 7月 11 日、コミュニティ懇話会が開催された。この懇話会は、市内の全

町会長に対し、市政の方針について報告することを目的に年 4回開かれて

いる。今回、教育委員会事務局からは、冒頭で「学校におけるブロック塀

調査の結果」を報告したほか、「夏休み期間の地域での子どもの見守りへ

の協力」、「お盆期間における学校閉庁」、「全小中学校のコミュニティ

スクール導入」についての 3点を報告した。

次に、「交通事故防止特別対策地域」の指定について報告する。今年の

4 月から 6 月までの約 2か月の間に、秩父市内での交通死亡事故が、3 件

連続して発生し、3人の尊い命が犠牲となってしまった。これに伴い、埼

玉県から、7月 9日から 10 月 8 日までの 3か月間、「交通事故防止特別対

策地域」の指定を受け、7月 12 日に市長を本部長とする会議を開催し、各

関係機関が集まり、その対策の情報共有を行った。しかし、会議当日の夜

には、秩父鉄道で踏切事故が発生し、さらに犠牲者が 1人増えてしまった。

本市は、「安心・安全なまちづくり」を目指し、セーフコミュニティを推

進している。交通安全の面からも様々な角度から検証を進め、対策を講じ

てきているが、このような状況となっていることを考慮し、教育委員会と

しても、引き続き、子どもたちの交通安全への注意喚起を行っていきたい

と考えている。

最後に、7月 19 日・20 日に川瀬祭が行われた。熱中症が心配される中、

子どもたちは、元気いっぱいに祭りに参加していた。7月 20 日は、「伝統

文化に親しむ日」が制定されて初めての休業日となった。今回の休業日の

意義について、6月の校長会議にて、文化財保護課学芸員から説明を行い、

各学校において、ご指導いただくようお願いしたところである。
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学校指導監： 学校指導監から、4点の報告をする。

1点目、市内全ての学校で、第一学期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、部活動等各校それぞれ

特色ある取組を実施している。なお、小学校では、昨日・今日と暑さのた

め、数校が午後のプール指導を中止にしている。

2点目、4月 12 日に実施された埼玉県小・中学校学習状況調査の結果が

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

分かるとともに、昨年度の学級ごとの伸びが分かるようになっている。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考えている。

3点目、７月 18 日に第 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 31 年度に使用する中学校用教科用図書・道徳と、道徳を除く全

教科の小学校用教科用図書の採択について、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。

4点目、7月 12 日の校長会議において、秩父市としての部活動の方針を

示した。これは、部活動負担軽減委員会での検討を踏まえて作成されたも

ので、2学期より実施していく所存である。

文化財保護課長： 文化財保護課から、夏休み期間中における各行事について報告する。

1点目、武甲山資料館の「夏休み！武甲山の写生会」について、武甲山

資料館では、7月 28 日に小中学生を対象とした「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。

2点目、「家族で縄文土器づくり教室」の開催について、7月 27 日と 8

月 3日の 2日間で、「家族で縄文土器づくり教室」を開催する。初日の 27

日には、ここ歴史文化伝承館で、粘土をこねて土器を作る。8月 3日には、

聖地公園グランドで火起こし体験や穴を掘って、その中で土器を焼く「野

焼き」を行う。定員は 30 名であるが、満員となっている。

3点目、「旧秩父駅舎」の開館について、聖地公園内に移築している国

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 10 日から 20 日までの午前 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

で開館する予定である。

4点目、「浦山の獅子舞」の公開について、8月 16 日、午前 9時 30 分か

ら正午まで、浦山の昌安寺で、影森中学校の生徒による「浦山の獅子舞」

が公開される。なお、午後 6時頃からは大人の獅子舞が行われ、その後、

川施餓鬼という行事が行われる。

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、校務支援システム導入についてである。校務支援システムは、
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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、児童生

徒の出欠席管理・成績表・通知表・指導要録・調査書の作成・保健管理な

どを電子化する事業であるが、先月の定例会で申し上げたとおり、6 月 3

日の監理委員会において、システムの保守管理をキャノンビジネスシステ

ムズ株式会社、ソフトのリースについては、スズキ教育ソフト株式会社と

いうことで、ご了承いただいている。

今後の予定であるが、すでに、校長会及び教頭会、教務主任会でのソフ

トの説明会は終了しており、来る 8月 6日に集中研修の第一弾として、「導

入研修会及び操作研修会・保健管理の研修会」を各学校 3名、管理者・教

務主任・養護教諭等にご参加いただき、3時間の研修を行う予定である。

なお、システムについては、今月末にセンターサーバーへのインストー

ルを予定しており、各学校で、どのパソコンを校務支援用パソコンにする

かを決定し、8月中に各先生方が、9月本格稼働に向け準備等ができるよう

な環境にしたいと考えている。

2点目は、学童保育室指導員等に対する研修会の開催についてである。

例年より早い梅雨明けにより、連日猛暑日が続き、全国で熱中症による救

急搬送者が続いている状況の中、学童保育室の熱中症対策として、このた

び、秩父市保健センターの保健師にご協力をいただき、全職員 81 名を対象

に、7月 11 日・17 日に熱中症の研修会を行った。熱中症のメカニズムやど

うしたら予防できるかなど、DVD の視聴も交えながら、有意義な研修を実

施することができた。

また、7月 30 日には、秩父消防本部にて、小学校に併設された学童を中

心に各学童 2名ずつ総勢 20 名の指導員が、救命救急講習（AED 講習）を受

けることになっている。午前 9時から正午まで、座学と実技を交えながら、

3時間の講習を行う予定である。現在、小学校には、ほぼ 2台ずつ AED が

設置されており、学童保育室の指導員が、緊急時に使用できるよう、研修

を行うものである。

夏休みも始まり、保育時間も長くなり、熱中症等も心配されることから、

セーフコミュニティ、ISS を推進する秩父市として、児童の安全管理・危

機管理の強化を図っていきたいと考えている。

教育総務課長： 教育総務課からは、2点の報告をする。

1点目は、学校施設の長寿命化計画に係る現地調査についてである。FM

推進課で委託している、早稲田大学 創造理工学部 建築学科の学生が、7

月 20 日、秩父第二中学校の劣化度調査をドローンを使用して行った。

この調査は、建物の屋根や外壁など目視では見づらい箇所を、ドローン

の 4K カメラを使って撮影し、劣化状況を把握するもので、この調査が広く

普及すれば、体育館の屋根など、人が簡単に立ち入れない場所の調査が、

短時間で効率的にできるようになるとのことである。今後、撮影したデー

タを分析し、長寿命化計画の完成に向けて、活用していく予定である。
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2 点目は、図書の寄贈についてである。県の旧農業試験場跡地で、メガ

ソーラー事業を行っているエルゴサンジャパン株式会社より、200 万円分

の図書の寄贈の申し出があり、現在、各小中学校と希望図書の調整を行っ

ている。これは、エルゴサンジャパン株式会社より、環境教育に役立てて

欲しいとの申し出により実現したもので、順調にいけば、10 月頃には各学

校に希望した図書が、納品となる予定である。

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、プール水水質検査の実施についてである。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 21 日に実施し、7 月 10 日付けで、各学校へプール水水質検査

成績書を送付し、適切なプール管理に利用するようお願いをした。

2点目、7月 13 日から 18 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、食器等の漂白をはじめ、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開催する予定である。

なお、荒川共同調理場については、夏休み期間中に、影森共同調理場と

の合併に向けて、蒸気釜やシンク類等の器具の入れ替えや、冷蔵室の解体

等、第 1期の改修工事を行っている。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、7月に実施した研修会について、3点の報告をする。

1点目、7月 6日に「第１回秩父市英語教育推進委員会」を実施した。平

成 32 年度から完全実施となる英語教育について、授業力の向上や、時間数

の増加等について、円滑に進めていくことを目的とした研修である。

2点目、７月 6日に「第１回秩父市学力向上推進委員会」を実施した。

埼玉県学力・学習状況調査の活用について、県教育局義務教育指導課から

矢口指導主事、松永指導主事の 2名にお越しいただき、調査結果の分析・

活用及び秩父市の学力向上のための取組について、ご講義をいただいた。

3点目、7月 23 日に「小学校外国語活動担当教員集中研修会」を本庁舎

4階第 1 委員会室で実施した。27 日と 2 日間にわたる研修会で、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、授業の進め方につ

いての講義や演習、模擬授業等、実践的な研修会が行われた。

（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 18 号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

学校教育課長： 議案第 18 号「秩父市立幼稚園条例の一部を改正する条例の一部を改正す
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る条例の申し出について」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 18 号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 19 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 19 号「平成３１年度使用秩父市立小・中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 19 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、6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）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 29 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 29 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。
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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。


