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平成２８年１２月

秩父市教育委員会 定例会 議事録

開 会：平成２８年１２月２７日（火） 午後２時００分

閉 会：平成２８年１２月２７日（火） 午後２時３５分

会 議 場：秩父市芸術文化会館２階会議室

出席委員：１番委員 山中 朱根

２番委員 新井 康之

３番委員 新井 正夫

４番委員 久保 禮子

出 席 者：教育長 新谷 喜之

事務局長 新井 康代

事務局次長兼教育総務課長 林 昭弘

学校教育課長 野口 眞

保健給食課長 新井 常男

文化財保護課長 中野 茂

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 28 年 12 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 28 年 11 月 24 日に開会された 11 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 12 月定例会についての報告をする。

教育委員会関連の議案として、秩父市立吉田小学校太田部分校の閉校に

ともなう関係条文整理のための条例改正案を提出し、可決された。

また、補正予算として、小学校校舎空調整備事業について、本年度の国

の第二次補正予算により、国庫補助を受けられることになったことから、

来年度に計画していた工事を前倒しで実施するための補正予算案を提出し、

可決された。これにより、尾田蒔小学校・吉田小学校・大田小学校・久那

小学校・荒川西小学校の 5校の普通教室について、来年の夏頃までには、

空調工事を終えることが可能となり、これで、秩父市のすべての小学校で、

普通教室の空調設備が整備できることとなった。

続いて、一般質問であるが、お手元に資料を配布しているので、ご確認

いただければと思うが、主な質問と答弁内容について、ご報告させていた

だく。

ユネスコ無形文化遺産登録後の秩父祭についての質問があり、観光担当

部局とも連携して、祭の魅力を世界に発信するとともに、先人から受け継

がれてきた秩父祭を後世に伝えていきたいと答弁した。また、龍勢まつり

の国指定重要無形民族文化財の指定見込みについての質問があった。既に
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文化庁に対して詳細な報告書を提出しており、早期に文化審議会に諮問が

なされるよう働き掛けを行っている旨の答弁をした。

基礎学力の状況についての質問があった。全国学力テストの結果を見る

と、小学校については、徐々に改善が図られている。授業改善とともに、

家庭学習、家庭教育とも連携を図りながら取り組む旨の答弁をした。

教育における ICT（情報通信技術）の活用及び小・中一貫教育の取組に

ついての質問があった。今後、大田小・中学校におけるモデル校としての

研究の成果を踏まえて、検討していきたいと答弁した。

コミュニティスクールの導入についての質問があった。平成 29 年度に、

モデル校を数校指定し、平成 30 年度には、すべての小・中学校において導

入する方向で取り組む旨の答弁をした。

通級指導教室の充実についての質問があった。教員加配措置については、

国の予算の範囲内で行われるため、国・県に積極的に要望する旨の答弁を

した。なお、このことについては、先週公表された国の平成 29 年度予算案

において、従来の加配措置から、義務教育教職員定数標準法上の基礎定数

措置に切り替えるとの報道がなされているので、今後、国会における予算

案審議、法改正等、国の動向を注視したいと考えている。

その他、小・中学校のトイレ等環境整備、給食費無料化の検討、スクー

ルガードリーダー、非構造部材の耐震対策、伝統芸能・文化継承の対応、

IOT（Internet of Thing：モノのインターネット）の活用、市立民族博物

館などについての質問があったが、これらの答弁内容については、資料を

ご確認いただければと思う。

続いて、前回の定例会以降に出席した会議等について、報告をさせてい

ただく。

11 月 28 日、秩父地方庁舎において北部地区教育長協議会が開催され、

今後の教育職員人事の進め方等についての事務連絡があった。また、コミ

ュニティスクールの取組状況についての情報交換が行われ、秩父市におい

ても、来年度からモデル校を指定するとの報告をさせていただいた。

12 月 1 日、午前 2 時 02 分、文化庁を通じて、秩父祭のユネスコ無形文

化遺産登録決定の連絡を受けたことから、直ちに記者会見を行った。

12 月 2 日、文部科学省施設助成課の日向課長が、学校訪問にお越しいた

だき、高篠小・中学校を視察した。特に高篠中学校については、建築から

30 年以上経過しているにもかかわらず、非常にメンテナンスが行き届き、

大切に使っているという印象を受けたとの評価をいただいた。また、同日、

東京国立博物館の銭谷館長に、秩父祭の宵宮をご視察いただいた。館長に

は、市長とも面談をしていただき、ユネスコ無形文化遺産登録のお祝いの

言葉をいただいた。

12 月 3 日、秩父神社の例大祭が催され、宵宮と合わせて 2日間で、38 万

6 千人という、非常に多くの人出で賑わいを見せた。ユネスコ登録の祝賀
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会には、国会議員・県議会議員をはじめ多くの方々が、お祝いに駆けつけ

ていただき、文化庁からも伝統文化課の武藤課長補佐と新井主任にお越し

いただいた。

12 月 13 日、本年度 3回目となる総合教育会議が行われた。平成 29 年度

の新規事業として考えているコミュニティスクールの導入、英語教育の充

実、文化財保護基金の活用計画、学力向上の取組ビジョン、発達障害支援

の現状と課題等について、意見交換を行い、共通理解を図ることができた。

12 月 19 日、校長会議において諸連絡を行い、その後、秩父第二中学校

において、小・中学校管理職研修会を開催した。講師として、前・国立大

学法人兵庫教育大学の学長であり、中央教育審議会委員である 加治佐 哲

也 氏をお招きし、学校経営の側面から、校長のリーダーシップ、コミュニ

ティスクールの有効性などのお話をいただいた。

12 月 20 日、埼玉県教育局義務教育指導課の大根田課長が来庁され、学

力テストの結果と現状、学力向上の方策についての意見交換を行った。秩

父市の取組状況を説明したところ、埼玉県としても様々な形で支援をして

いきたいとのことであった。

２ 番 委 員： 11 月 18 日、埼玉県教育局と市町村教育委員会連合会との意見交換会が

開催され、予算要望に対する回答等、粛々と協議が行われた。そのような

中で、私の方から、特別支援学級について、意見を述べさせていただいた。

県の担当者から、「埼玉県においても、発達障害等の特別支援については、

今後、より一層の対応をしていきたいと考えている。」とのお話があった

ので、是非ともお願いしたいと述べさせていただいた。また、秩父第一中

学校校長の後任人事について、迅速に対応していただいたことに対し、感

謝を申し上げた。

11 月 30 日の夜から 1 日にかけての秩父祭ユネスコ登録決定の朗報を待

つ時間、職員の皆様には、たいへんお世話になった。会議の様子は、イン

ターネットによる音声中継で聴くことができたのだが、正直、もっと英語

を勉強しておけば良かったと感じたところである。また、それと同時に、

教育現場において、子どもたちに英語を頑張らせたいと痛切に感じる事案

でもあった。いずれにしても、ご足労をいただいた職員の皆様には、たい

へんお疲れ様であったとお礼を申し上げたい。

（2）事務局からの報告事項

事 務 局 長： 秩父市議会 12 月定例会における教育委員会関連の議案について、条例の

一部改正 1件及び補正予算は、全て原案通り可決された。

また、議会閉会時の市長あいさつの中で、この 1年を振り返って、市長

が選ぶ「わが街 5大ニュース」を発表したが、その中に、文化財関係の案

件が、2件あった。

まず、1点目が、「秩父祭・ユネスコ無形文化遺産登録決定」である。
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祝賀会において、教育委員の皆様をはじめ、秩父市内外から多くの方々に

お祝いをいただき、事務局としても、たいへん嬉しく思っている。今後、

無形文化遺産となった秩父祭については、観光客に向けての発信だけでは

なく、秩父市の住民の方々に、よりご理解いただけるような取り組みも必

要ではないかと考えている。

もう 1点は、「国指定重要文化財・内田家住宅の改修工事終了」である。

委員の皆様にもご覧いただいたとおり、300 年の歴史を持つ「内田家住宅」

が、現代の若き名工の手によって生まれ変わった。来年度に向け、活用計

画を策定し、多くの方々に見ていただける内田家住宅を目指していきたい。

現在、教育委員会では、市報・学校だより・ホームページなど、様々な

方法により、委員会や学校の活動の様子を発信しているが、市民の方々に、

十分に伝えきれていないところもあるので、今後も、見やすくて、分かり

やすくて、そして喜んでいただける内容構成を心掛けながら、情報発信を

していく所存である。

教育総務課長： 教育総務課から、秩父市議会 12 月定例会の市政に対する一般質問につい

て報告する。

12 月 6 日、7 日、8日の 3 日間の日程で、一般質問が行われ、14 名の通

告者のうち、7名の議員から、教育委員会関係の質問があった。今回は、

12 月議会ということで、例年どおり、新年度に向けての各会派の政策提言

に関わるものが、多く質問されている。その内容を取りまとめ、配布させ

ていただいたので、後ほど、ご覧いただければと思う。

学校教育課長： 学校指導監が欠席のため、代理で 1点の報告を行う。また、学校教育課

から 1点の報告をする。

学校指導監から、平成 28 年度全国学力・学習状況調査の結果を、12 月

15 日より、秩父市のホームページに掲載しているので、各学校の結果等を

ご確認いただければとのことである。

学校教育課からは、終業式と始業式の日程ついて報告をする。2学期の

終業式については、先週の 12 月 22 日に、全小・中学校において行われた。

また、3学期の始業式については、来年の 1月 10 日に、全小・中学校にお

いて行われる予定である。

保健給食課長： 保健給食課から、1点の報告をする。

12 月 21 日をもって、市内 6調理場における 2学期の給食提供が、無事

終了した。3学期の給食提供については、1月 11 日から、市内 6調理場に

おいて開始する予定である。

文化財保護課長： 文化財保護課から、2点の報告をする。

はじめに、エチオピア・アディスアベバで開催された第 11 回政府間委員

会において、日本時間の 12 月 1 日午前 2 時 02 分、秩父祭の屋台行事と神

楽を含む「山・鉾・屋台行事」が、ユネスコ無形文化遺産に正式に登録さ

れたことを、ここに改めて報告させていただく。
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続いて、子どもちちぶ学士・博士等称号授与式及び秩父市民俗芸能大会

の開催について報告する。昨年度と同様に、子どもちちぶ学士・博士、秩

父市子ども伝統芸能伝道師の称号授与式と秩父市民俗芸能大会を併せて開

催する。

第 1部として、ちちぶ学士・博士 8名、伝統芸能伝道師 182 名の称号授

与式を行う。詳細については、お手元に配布させていただいた、授称者名

簿のとおりである。

第 2部として民俗芸能大会を開催する。この事業は、日ごろから秩父に

興味・関心を持ち、その調査・研究を継続的に行っている児童生徒を「ち

ちぶ学士・博士」として称え、伝統芸能の継承と普及に取り組む若い後継

者の皆さんに、公開の場を設けるとともに、伝統芸能伝道師相互の交流を

図ることを目的に企画したものである。日時は、平成 29 年 1 月 15 日の午

後 1時から午後 4時までを予定しており、場所は、歴史文化伝承館ホール

である。民俗芸能大会には、影森中学校の浦山の獅子舞・黒谷獅子舞こど

も教室・花の木小学校歌舞伎クラブの 3団体に出演していただく。

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、秩父師範塾の実施についてである。12 月 14 日に、花の木小学

校において、教師力向上研修「若い教師のための学級経営講座～第 4回秩

父師範塾」を実施した。聖徳大学大学院教職研究科教授の 南部 昌敏 先生

を指導者として、6年生の道徳授業を参観し、ワークショップ研修を行っ

た。4人のグループで、授業の良い点、改善点等を出し合い、模造紙にま

とめ、研修を深めることができた。

2点目は、ICT 活用教育推進事業に係る大画面提示装置とタブレット端末

の各学校への配備についてである。9月の補正予算により、各小・中学校

へ、大画面提示装置であるデジタルテレビを配備することができた。タブ

レット端末については、1 月に配備される予定となっている。また、1 月

16 日には、第 3回 ICT 活用教育推進委員会として、大田小学校で ICT 機器

を活用した研究授業を行い、東京学芸大学の 髙橋 純 准教授に、ご指導い

ただく予定となっている。

（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： 議案審議に入る。

議案第 17 号を議題とする。担当者に議案の説明を求める。

教育総務課長： 議案第 17 号「秩父市立小学校又は中学校への就学予定者に係る学校の指

定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。
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教 育 長： 質問または異議がなければ、この議案を原案通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 号は原案通り可決した。

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、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）12 月教育委員会定例会の日程について

教 育 長： 次に定例会の日程について、説明を求める。

教育総務課長： 1月教育委員会定例会について、1月 23 日午後 2時 00 分から、秩父市芸

術文化会館 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 1 月教育委員会定例会については、1月 23 日の午後 2時 00 分

から、秩父市芸術文化会館 2階会議室にて開催する。

（3）その他

教 育 長： その他、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 12 月定例会を閉会する。


