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平成３１年２月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会 ： 平成３１年２月２１日（木） 午後２時００分

閉 会 ： 平成３１年２月２１日（木） 午後２時３５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

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 31 年 2 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 31 年 1 月 29 日に開会された 1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： 野田市の虐待事件を教訓として、秩父市教育委員会として、同様な事故・

事件が起こらないように、各学校に対して注意喚起を行うとともに、特に

要保護児童対策協議会に上がっている家庭と不登校児童生徒に対する見守

りの強化を図っていきたいと考えている。

市内の不登校の児童生徒の中には、会うことが困難なケースもあること

から、このような状況を改善できるよう努めていく。

また、虐待事件のほか、各地で教職員の不適切な指導による、いじめに

関する事件も発生していることから、子ども・保護者との関係性等を考慮

し、バランスをとりながら適切に指導するよう各学校に周知していきたい。

１ 番 委 員： 2 月 8 日、秩父地区教育委員会連合会第 3回役員会が行われ、来年度の

総会が、5月 13 日に開催されることが決定した。なお、これまで総会の終

了後に、役員だけの歓送迎会を開催していたが、来年度は、歓送迎会を行

わず、10 月の視察研修の終了後に、会員全員による懇親会を開催すること

となったので報告をさせていただく。

２ 番 委 員： 2 月 8 日、荒川中学校の授業参観の中で行われた、SNS の利用について

「e-ネットキャラバン安心講座」の報告をする。生徒が、ネット社会にお

いて、加害者にも被害者にもならないよう、講師の黒川さんより、お話を

いただいた。
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参加した子どもからは、インターネットの使い方を見直したい、保護者

からは、親子でしっかり話し合いたいなどの感想があったようである。こ

の講座を行うにあたり、事前に参加・不参加の申込書が、学校から配布さ

れた。保護者からは、「以前に同じような講習を受けたから、参加しなく

ても大丈夫。」、「自由参加なら仕事を優先させる。」との声も聞こえ、

当日、体育館に集まった保護者は、家庭数より、かなり少なかったようで

ある。授業参観の中で行う講座なら、保護者が参加するのは当然と思って

いたので、正直、驚いたところである。

SNS を取り巻く状況は、日々変わっている。新しいことも次々とできる

ようになり、子どもたちは、それに毎日触れていることから、親も常に新

しい情報を仕入れることが必要であると思う。保護者同士が話し合う中で、

事前に参加者が少ないことを聞いていたので、心配になり、「もう少しア

ピールをしなくて良いのか？」と学校に確認してみたが、「それは保護者

の意識の問題なので。」との返答であった。とても残念なことだと思った

が、我々も学校側に求めるだけではなく、ほどんどの親同士が、メールや

LINE で繋がっているのだから、もっと連携して呼び掛け合えたのではない

かと思い、せっかくの講座を多くの保護者に受けてもらえなかったことを

反省した。

一般的に世間では、事件や問題が起こった時は、SNS を意識した話題が

飛び交うが、喉元を過ぎればで、時間が経つと、だんだん忘れてしまう。

そんな情報交換をしていた矢先に、2月 19 日に文科省が、公立小中学校へ

の子どものスマホ持ち込み原則禁止というこれまでの指針を見直して、

2019 年度中にも、新たな指針をつくるとの発表があった。災害時などの危

機管理の問題が理由のようであるが、歓迎する保護者もある一方、使い方

を間違えれば、トラブルの原因になりかねないと頭を悩ます学校や保護者

もあるようである。今後、新たな指針がつくられれば、学校への持ち込み

が全国的にも広がり、使用を認めるようになることが予想される。もしそ

うなった場合、教育委員会でも情報モラル教育を、授業の中で、教育プロ

グラムとして取り入れて、しっかりとした指針をつくっていただきたいと

思う。学校も保護者の意識の問題にせず、私たち保護者同士でも呼び掛け

合い、親子で定期的に授業を受けることを前提にした上で、持ち込むかど

うかを選択できるような流れをつくってもらいたい。自転車に乗れるよう

になった子どもに、交通安全教室が必ず開かれるように、そのくらいの覚

悟をもって判断して欲しいと思う。

４ 番 委 員： 人権擁護委員を務めさせてもらっているが、スマホ・SNS の取り扱いに

ついては、各学校において、色々なかたちで取り組んでいる。近年の取組

として、㈱NTT ドコモから講師をお招きして、地域の方々も巻き込んで、

研修会を実施している学校もある。小学校では小学校なりの、中学校では

中学校なりの内容で、研修プログラムを作成されている。
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スマホに関することは、今後も引き続き、大きな課題であると考えてお

り、全ての学校において、1年に 1 回は、講習会を開催したほうが良いと

思っている。

教 育 長： 文科省から、どのような指針が示されるか分からないが、新しい指針が

出された時点で、適切な対応がとれるよう、しっかりと検討準備を進めて

いきたいと考えている。

（2）事務局からの報告事項

事 務 局 長： 秩父市議会について報告をする。

秩父市議会 3月定例会が、2月 25 日から 3月 19 日の会期で開催される。

今議会に付議される議案は 32 件で、そのうち教育委員会関係は、条例の

一部改正 1件と平成 30年度補正予算及び平成 31 年度当初予算の計 3件で

ある。

条例の一部改正については、「秩父市放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」で、学童保育室

に関することである。これは学校教育法の一部改正に伴い、学童保育に関

する国の基準の一部が改正されるもので、放課後児童支援員の資格要件に

ついて、所要の改正を行うものである。

また、予算に関しましては、市議会閉会後の教育委員会 3月定例会にお

いて、ご説明をさせていただく。

なお、一般質問は、13 人の議員から行われる予定である。

学校指導監： 平成 31 年度埼玉県公立高等学校入学者選抜学力検査の予定について報

告をする。

2月 28 日に学力検査が実施され、翌 3月１日に実技・面接が実施される。

入学許可候補者の発表は、3月 8日に各高等学校で行われる。

文化財保護課： 文化財保護課から、2点の報告をする。

旧秩父駅舎の開館について、聖地公園内に移築されている国の登録有形

文化財「旧秩父駅舎」を、春のお彼岸の時期を中心に、無料休憩所として

開館する。開館期間は、3月 16 日から 26 日の午前 9時から午後 5時まで

である。室内には、秩父鉄道関係資料の他、乗物の資料を展示しているの

で、ご利用いただければと思う。

続いて、各地の春祭りについてである。3 月から 4月にかけて、各地の

神社で、穀豊穣を願う春祭りが行われる。3月 3 日には、上蒔田椋神社に

おいて、埼玉県指定無形民俗文化財の「御田植祭」が行われる。

また、3月 10 日に恒持神社の春祭りが行われ、市指定の有形民俗文化財

である「恒持祭屋台・笠鉾３基」が公開される。3基の内、大棚の笠鉾は、

国からの助成金をいただいて修理を行っている。

学校教育課長： 学校教育課から、2点の報告をする。

平成 31 年度秩父市学童保育室の入室者が、このたび決定した。14 の学
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童保育室で、定員 570 名のところ 618 名の申し込みがあり、592 名が決定

となった。今回は申込者が多く、小学校 5・6 年生は、26 名の方に待機と

なっていただいたが、夏休みのご利用のみでご了承をいただいている。

次に、2月 8 日に開催された埼玉県コミュニティ・スクールフォーラム

について報告をする。このフォーラムは、県内のコミュニティ・スクール

に携わる、学校運営協議会や学校の先生を対象とした研修会で、約 250 名

の方が参加した。内容は、2つの講演と深谷市の事例発表、そして「熟議」

のワークショップなど非常に中身の濃い研修で、今年度から全校に導入し

た当市にとって、大変参考になる研修会であった。

教育総務課長： 教育総務課からは、平成 30 年度に行われた主要な工事について、その進

捗状況を報告する。

小学校費では、平成 29 年度からの繰越分として、花の木小学校体育館前

フェンス改修工事が、昨年 5月に完了した。

平成 30 年度当初予算として計上した、西小学校外トイレ改修工事は、現

在、順調に進んでおり、3 月初旬に完成検査を受ける予定である。原谷小

学校の非常放送設備改修工事、影森小学校の外部洗場及び庇改修工事、花

の木小学校及び西小学校の地下燃料タンク改修工事については、工事検査

も終了し、既に完了している。

次に、中学校費であるが、平成 29 年度からの繰越分として、秩父第一中

学校不具合個所改修工事の 1期が、平成 30 年度当初予算の 2期工事と共に

完了している。これは、秩父第一中学校の校舎における様々な不具合箇所、

特に教室の引き戸等について、4年計画で改修工事を実施するものである。

空調設備設置工事は、秩父第一中学校、秩父第二中学校、尾田蒔中学校、

影森中学校が完了し、残りの 4校については、平成 31 年度に工事を行う予

定となっている。平成 31 年度の工事が完了すれば、小中学校の普通教室の

エアコン設置が全て完了となる。

この他、秩父第二中学校 B棟屋上防水工事、荒川中学校特別教室トイレ

タイル補修工事等、予定していた各工事は、無事終了している。

校舎の修繕における各工事は、大変高額となっている。今後においても、

各学校と連携を密に取り、国庫補助金の情報を正確に把握し、優先順位を

考えながら、教育環境整備のための各種修繕工事を迅速に行えるよう心が

け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、2月の児童手当支給に併せて、給食費の滞納整理を行った。期間

は 2月 12 日から 15 日までで、保健給食課の職員と該当学校の教頭先生と

で、夜間に家庭訪問し、交渉を行った。6校分 16 世帯を訪問し、4世帯か

ら 103,000 円を集金をした。

2点目、市内小中学校でのインフルエンザの状況であるが、2月は小学校

4校で、学級及び学年閉鎖の報告があり、6学級がインフルエンザにより閉
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鎖となった。今週は、本日現在、閉鎖の報告を受けていない。

教育研究所長： 教育研究所から、英語教育に係る教育講演会について報告をする。

2月 12 日、NHK ラジオ英会話の講師をされている東洋学園大学の大西 泰

斗教授にお越しいただき「話せる英語をどう学ぶべきなのか」をテーマに

講演会を実施した。秩父市外からも多くの参加をいただき、盛大に開催さ

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 1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 1号「秩父市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正す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 1号は、原案どおり可決した。

教 育 長： 議案第 2号を議題とする。事務局に議案の説明を求める。

保健給食課長： 議案第 2号「学校給食費の改定について」の提案理由及び説明を述べる。

４ 番 委 員： 集金回数が 10 回になるとのことだが、集金しないのは何月か。

保健給食課長： 今のところ、8月と 3月を集金しない月にすることを考えている。

２ 番 委 員： 新補助金制度になると、保護者の手続方法は、どのようになるのか。

保健給食課長： これまでの制度では、保護者宅に申請書を郵送し、返送していただいて

いたが、新補助金制度では、学校を通して、保護者から委任状を提出して

いただく方法となる。

教 育 長： その他、何かあるか。

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 2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。
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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）3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： 3月教育委員会定例会について、3月 27 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、3月教育委員会定例会については、3月 27 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： 平成 31 年 3 月 9 日、午前 10 時から、秩父宮記念市民会館において、「秩

父市民族芸能大会」及び「伝統芸能伝道師」の称号授与式が開催される。

当日は、表彰者との記念撮影も予定されているので、ご出席をお願いする。

平成 31年 3月 15日に中学校の卒業式、3月 19 日に市立幼稚園の卒園式、

3月 25 日に小学校の卒業式が挙行される。先日、配布させていただいた、

卒業式予定表のとおり、ご出席をお願いする。

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 2月定例会を閉会する。


