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教育総務部 総務課長 保坂了 
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総務課主任 吉野智恵 

総務課主任 鈴木加代子 
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６ 日程及び審議結果 

日程第１ 開会の宣告 

日程第２ 前回会議録の承認 

日程第３ 会議録署名委員の指名 

日程第４ 議案の審議 

議案第４２号  上尾市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 【原案可決：議決第４２号】 

議案第４３号  上尾市社会教育委員の委嘱又は任命について  【原案可決：議決第４３号】 

議案第４４号  上尾市社会教育指導員の委嘱について     【原案可決：議決第４４号】 

議案第４５号  中学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱又は任命について 
【原案可決：議決第４５号】 

日程第５ 教育長報告 

報告１  平成２３年度行政文書の公開に係る実施状況について 
報告３  第１９回（平成２４年度）上尾市中学生海外派遣研修の研修生及び引率者について 
報告４  平成２４年度上尾市小・中学校一斉避難訓練について 
報告５  平成２３年度上尾市学校安全パトロールカー事業運行実績について 
報告６  第２５回２０１２上尾シティマラソンの開催について 

日程第６ 今後の日程報告 

日程第７ 教育長報告 

報告２  平成２４年度上尾市立小・中学校学力調査結果について 

日程第８ 閉会の宣告 

７ 会 議 録 

 日程第１ 開会の宣告 

（委員長）皆様こんにちは。昨夜の台風ですが、学校関係にも大きな被害がなかったようで、何よ

りです。それでは、ただ今から平成２４年上尾市教育委員会６月定例会を開会いたします。傍聴の

申出はございますか。 

（事務局）傍聴の申出はございません。 

 日程第２ 前回会議録の承認 

（委員長）続きまして、「日程第２ 前回会議録の承認について」でございます。５月定例会の会

議録案につきましては、すでにお配りをして、確認していただいておりますが、何か修正等があれ

ばお伺いしたいと存じます。いかがでしょうか。 

～ 委員から「ございません。」の声 ～ 

（委員長）よろしいでしょうか。それでは、細野委員さんにご署名をいただき、会議録といたしま

す。 

 



 日程第３ 会議録署名委員の指名 

（委員長）続きまして、「日程第３ 本定例会の会議録署名委員の指名」を行います。本定例会会

議録署名委員は、本田委員さんにお願いいたします。 

（委員）はい。 

 日程第４ 議案の審議 

（委員長）続きまして、「日程第４ 議案の審議」でございます。本定例会には、４件の議案が提

出されております。 

○議案第４２号 上尾市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

（委員長）最初に「議案第４２号 上尾市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則の一部を改正する

規則の制定について」説明をお願いします。 

（教育長）はい。議案第４２号につきましては、保坂 総務課長が説明申し上げます。 

（事務局）はい。恐れ入りますが、議案書の１ページをお開きください。「議案第４２号  上尾

市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則の一部を改正する規則の制定について」でございます。上

尾市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。提案理由で

ございますが、平成２４年７月９日より新しい在留管理制度が導入されることに伴いまして、外国

人登録制度が廃止され、外国人住民を住民基本台帳法の適用に加えるなどの改正がなされることか

ら、入学準備金及び奨学金に係る提出書類について所要の改正を行うとともに、併せて規定の整理

を行いたいので、この案を提出するものでございます。恐れ入りますが、議案資料の１ページをお

開きください。左の表が改正後、右の表が改正前となっておりまして、右の表のアンダーラインを

引いた部分、つまり括弧書きの部分をすべて削除したものになります。次に２ページ、隣のページ

をご覧ください。住民基本台帳法の一部を改正する法律の概要ですが、この法律は平成２１年７月

８日成立、同年７月１５日公布となっております。改正概要にもありますように、外国人住民の利

便の増進及び市町村等の行政の合理化を目的として、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加

えることとし、施行期日については下段にありますとおり、公布の日から３年以内となっておりま

して、平成２４年７月９日が政令で定める日となった訳でございます。つまり、外国人であっても

住民票が交付されるため、これに代わる、さきほどのアンダーラインに記載されておりました証明

書の必要がなくなったためでございます。恐れ入りますが、もう一度、議案書の１ページにお戻り

ください。議案第４２号の中段に１号様式、２号様式、４号から６号様式、８号様式、１０号様式

の中で、ひらがなの「あて先」を漢字の「宛先」に改めるとなっておりますのは、平成２２年に常

用漢字が改訂されたことに伴いまして、各種様式において条例、規則等の改正に併せて改正を行っ

ているものでございます。以上でございます。 

（委員長）議案第４２号につきまして、説明いただきましたが、質疑、意見はございますか。 

～ 委員から「ございません。」の声 ～ 

（委員長）無いようですので、これより採決いたします。「議案第４２号 上尾市入学準備金・奨

学金貸付条例施行規則の一部を改正する規則の制定について」、原案のとおり可決することにご異議

はございませんか。 

～ 委員全員から「はい。」の声 ～ 

（委員長）ご異議がないものと認め、原案のとおり、可決いたしました。 

 



○議案第４３号 上尾市社会教育委員の委嘱又は任命について 

（委員長）続きまして、「議案第４３号 上尾市社会教育委員の委嘱又は任命について」説明をお

願いします。 

（教育長）はい。議案第４３号につきましては、三枝 生涯学習課長が説明申し上げます。 

（事務局）それでは、議案書の２ページをお願いいたします。「議案第４３号 上尾市社会教育委

員の委嘱又は任命について」でございます。提案理由といたしましては、上尾市社会教育委員の任

期が平成２４年６月３０日で満了することに伴い、社会教育法第１５条第２項の規定により、新た

に一覧表にある方々に委嘱又は任命したいので、この案を提出するものです。なお、新たな任期は、

平成２４年７月１日から平成２６年６月３０日まででございます。よろしくお願いいたします。 

（委員長）議案第４３号につきまして、説明いただきましたが、質疑、意見はございますか。 

（委員）お尋ねしてもよろしいでしょうか。今回の委嘱におきまして、さまざまな分野から選出さ

れておりまして、社会教育委員としてすばらしい皆様であると拝見いたしました。委員の中に日本

薬科大学の方が選出されておりますが、教育委員会として何かお考えがあっての選出であると思い

ますが、説明をお願いいたします。 

（事務局）この方におかれましては、記載されておりますとおり、日本薬科大学の薬学部教授でご

ざいまして、大学は隣の伊奈町にある大学ではございますが、埼玉県が現在、実施推進している「子

ども大学」事業、これは上尾、桶川、伊奈の２市１町も参加している事業でございますが、この事

業には聖学院大学にもご協力をいただいておりますが、日本薬科大学の中で中心となって活躍され

ている方でございまして、このたび、社会教育委員としてお願いするものでございます。 

（委員）ありがとうございました。 

（委員長）他にございますか。 

～ 委員から「ございません。」の声 ～ 

（委員長）それでは、これより採決いたします。「議案第４３号 上尾市社会教育委員の委嘱又は

任命について」、原案のとおり可決することにご異議はございませんか。 

～ 委員全員から「はい。」の声 ～ 

（委員長）ご異議がないものと認め、原案のとおり、可決いたしました。 

 

○議案第４４号 上尾市社会教育指導員の委嘱について 

（委員長）続きまして、「議案第４４号 上尾市社会教育指導員の委嘱について」説明をお願いし

ます。 

（教育長）はい。議案第４４号につきましても、引き続き、三枝 生涯学習課長が説明申し上げま

す。 

（事務局）はい。それでは、議案書の４ページをお願いいたします。「上尾市社会教育指導員の委

嘱について」でございます。提案理由といたしましては、上尾市社会教育指導員に欠員が生じたた

め、後任として、前島、相澤両氏に委嘱したいので、この案を提出するものです。なお、任期は、

平成２４年７月１日から平成２５年３月３１日まででございます。以上でございます。 

（委員長）はい。議案第４４号につきまして、説明いただきましたが、質疑、意見はございますか。 

～ 委員から「ございません。」の声 ～ 

（委員長）よろしいでしょうか。無いようですので、これより採決いたします。「議案第４４号 上

尾市社会教育指導員の委嘱について」、原案のとおり可決することにご異議はございませんか。 



～ 委員全員から「はい。」の声 ～ 

（委員長）ご異議がないものと認め、原案のとおり、可決いたしました。 

 

○議案第４５号 中学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱又は任命について 

（委員長）続きまして、「議案第４５号 中学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱又は任命に

ついて」説明をお願いします。 

（教育長）はい。議案第４５号につきましては、吉田 中学校給食共同調理場所長が説明申し上げ

ます。 

（事務局）はい。それでは、議案書の６ページをお願いいたします。「議案第４５号 中学校給食

共同調理場運営委員会委員の委嘱又は任命について」でございます。初めに右のページの提案理由

でございますが、中学校給食共同調理場運営委員会委員の任期が満了したことに伴い、上尾市立中

学校給食共同調理場条例第４条の規定により、新たに委嘱又は任命したいので、この案を提出する

ものでございます。委嘱又は任命する委員につきましては、６ページの表のとおりでございます。

表の左の「選出区分」につきましては、７ページに参考として記載させていただいております。任

期につきましては、平成２６年３月３１日まででございます。以上です。 

（委員長）はい。議案第４５号につきまして、説明いただきましたが、質疑、意見はございますか。 

～ 委員から「ございません。」の声 ～ 

（委員長）よろしいですね。無いようですので、これより採決いたします。「議案第４５号 中学

校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱又は任命について」、原案のとおり可決することにご異議は

ございませんか。 

～ 委員全員から「はい。」の声 ～ 

（委員長）ご異議がないものと認め、原案のとおり、可決いたしました。以上で議案の審議は、終

了いたしました。 

 日程第５ 教育長報告 

（委員長）続きまして、「日程第５ 教育長報告」でございます。岡野教育長、よろしくお願いい

たします。 

（教育長）はい。本日は５件の報告事項を通知しておりますが、上尾シティマラソンの件を追加い

たしまして、全部で６件報告させていただきます。 

また、報告２「平成２４年度上尾市立小・中学校学力調査結果について」でございますが、一般に

対する公表につきましては７月中旬を予定しておりますので、今回の報告は非公開の会議の中でお

願いしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

（委員長）ただ今、岡野教育長から報告２の「学力調査結果について」は、非公開の会議の中で報

告したい旨の発言がございましたが、ご異議はございませんか。 

～ 委員全員から「はい。」の声 ～ 

（委員長）ご異議ないものとして認め、すべての報告の後に、非公開の会議として報告していただ

きます。それでは、学力調査結果を除く、報告につきまして、よろしくお願いします。 

 

 



○報告１ 平成２３年度行政文書の公開に係る実施状況について 

（教育長）はい。ありがとうございました。それでは、「報告１ 平成２３年度行政文書の公開に

係る実施状況について」は、保坂 総務課長から報告いたします。 

（事務局）教育長報告の１ページをお開きください。「平成２３年度行政文書の公開に係る実施状

況について」でございます。上尾市では市政に対する市民の理解と信頼を深めるなど、公正で開か

れた市政の発展に寄与することを目的として、平成１１年１２月に上尾市情報公開条例を制定し、

平成１２年４月１日より施行しているところであり、教育委員会でも同様に行政文書の公開を実施

しているところでございます。２ページ、３ページをお開きください。平成２３年度の公開請求は

全部で４件ありました。うち、全部公開が２件、部分公開が１件、非公開が１件ありました。１番

のＡＬＴ関連は部分公開であり、個人情報、法人情報部分を非公開としたためでございます。２番、

３番は全部公開でございました。４番は、文書そのものが存在しないため非公開としたものでござ

います。 

 

○報告３ 第１９回（平成２４年度）上尾市中学生海外派遣研修の研修生及び引率者について 

（教育長）続きまして、報告２は後ほどということで、「報告３ 第１９回上尾市中学生海外派遣

研修の研修生及び引率者について」、講内 指導課長から報告させていただきます。 

（事務局）はい。「第１９回上尾市中学生海外派遣研修の研修生及び引率者について」報告いたし

ます。去る６月２日、上尾公民館におきまして、抽選会を実施し、派遣生を決定いたしました。お

手元の資料１０ページをご覧ください。抽選につきましては、募集要項に、「募集人数 

２２名、原則として、各中学校男女１名ずつの２名とする」と規定されてございます。１次抽選を

学校枠２名として抽選を行いました。本年度は、太平中学校の応募者が１名でございましたので、

１次抽選（学校枠）で２１名の派遣生を決定いたしました。ただし、応募人数が２名以下の中学校、

太平中学校と大石南中学校につきましては、抽選を行わず、そのまま派遣生として決定いたしまし

た。３名以上の応募者のいる学校につきましては、男女の応募者がいる場合には、男子 1名、女子

1 名。男子のみ、女子のみの場合には、その中から２名を抽選で決定いたしました。２次抽選につ

きましては、残っている募集人数１名について、男女を問わずに抽選を行い、派遣生 男子７名、女

子１５名、計２２名を決定いたしました。 

続きまして、１１ページをご覧ください。引率者でございますが、団長は指導課長、副団長 上平中

学校 土屋進校長、引率教諭 大石中学校 佐東かすみ教諭、太平中学校 高橋太一教諭、渉外 指導

課 日詰恵美子指導主事 でございます。以上、報告いたします。 

 

○報告４ 小・中学校一斉避難訓練の実施結果について 

○報告５ 平成２３年度上尾市学校安全パトロールカー事業運行実績について 

（教育長）続きまして、報告４の一斉避難訓練と、報告５の学校安全パトロールカーの件につきま

しては、長島 学校保健課長から２件報告させていただきます。 

（事務局）はい。初めに、資料が別冊になってしまったことお詫び申し上げます。それでは、別紙

になっている教育長報告４について説明いたします。 

まず、「平成２４年度小・中学校一斉避難訓練について」ご報告を申し上げます。１の目的から、３

の内容までについては、資料に示されているとおりでございますが、５月２１日に実施した訓練で

は、学校の先生方、児童生徒、ＰＴＡ役員、事務区長の多くの皆様の協力をいただき、大きなトラ

ブルや事故もなく無事終了することができました。合わせて、教育委員会としても、この教育委員

室を情報集約室として、情報を一括管理する訓練も同時に行いました。次のページをご覧ください。



「別紙 一斉避難訓練実施状況報告のまとめ」ということで、表にまとめてございます。表に学校別

の時刻や参加者数、内容等を掲載いたしましたが、訓練開始から、終了までの時間につきましては、

学校独自で企画実施した引渡し訓練の追加であるとか、地域の関わりの深い地元区長さんとの交流

や情報交換会等を実施した学校もございましたこともあり、時間につきましては、長ければ遅かっ

たのかということではございませんので、ご理解いただきたいと思います。また、この機会に、区

長やＰＴＡ役員とともに、学校内にございます防災倉庫、あるいは備蓄庫の確認をした学校もあり

まして、各学校の苦労も見えた、実のある訓練にしていただいたと思っております。 

次のページをご覧いただきたいと思います。「別紙２ 一斉避難訓練の成果と課題」でございますが、

これは、各学校現場の先生方や教育委員会職員からの、成果や課題等のアンケートの実施をいたし

ました。それを集約したのが次のページの一覧表でございます。この結果につきましては、裏面に

わたって掲載したものでございますが、その中の一部をご紹介いたしますと、学校現場である先生

方から成果があったとの報告の内容では、「ＰＴＡ役員の参加による通学路の安全確認が速やかに把

握できたこと」、「事務区長等との地域の関わりを持ついい機会であった」、「二次避難場所の再確認

ができたこと」、等の報告がございました。そして、情報管理の現場である教育委員会職員からの成

果報告につきましては、「一体感を持って臨むことができた」、「報告先の担当課を割振りしたため、

一極集中を緩和できた」等の報告がございました。また、逆に課題面といたしましては、学校現場

の先生方からは、「けがを負った生徒の対応方法の検討」や「小・中連携の必要性」、「職員用ヘルメ

ットの常備の必要性」、「備蓄品の整備の必要性」等の報告がございました。いずれにいたしまして

も、今回の訓練を無駄にすることなく、次回に向けた体制づくりを検討していきたいと考えており

ます。報告の４については、以上でございます。 

続けて、報告５に参りたいと思います。「上尾市学校安全パトロールカー事業運行実績について」で

ございます。教育長報告５をご覧いただきたいと思います。この事業につきましては、平成１９年

６月からスタートしたということで、すでに５年が経過し、地域の防犯ボランティアの皆様やＰＴ

Ａの皆様などの協力によりまして、児童生徒の安全を初め、地域の防犯対策に大きな役割を果たし

ているということでございます。２３年度は、青色回転燈を点灯するために必要な実施者証取得者

が２，１２６名ございました。運転登録者が４，０４３名と多くの方々に登録をしていただいてい

るところでございます。成果も、児童生徒の交通事故が、２１年度、２２年度、２３年度と若干で

はございますが、減ってきているところでございます。また、交通事故以外のわいせつ行為や声か

け等の事案も２２年度の４６件から２７件ということで、約４１％減少したところでございます。

資料の報告書にある実績につきましては、ご覧いただくとおりでございますが、２の「月別グラフ」

の中で、それぞれ４月の数値が極端に少なくなっておりますが、これは、昨年３月１１日に発生し

た東日本大震災後の停電等に伴う緊急時用の市民周知のための広報車として、１１台ある中の６台

を確保したため、回数や時間が少なくなっているものでございます。今後におきましても、児童生

徒の安全確保、地域防犯の抑止力の一助となるよう推進していきたいと考えております。以上でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 

○報告６ 第２５回２０１２上尾シティマラソンの開催について 

（教育長）それでは、「報告６ 上尾シティマラソンの開催について」は、中島スポーツ振興セン

ター次長から報告いたします。 

（事務局）それでは、別刷りで配付をいたしました「第２５回 ２０１２上尾シティマラソンの開

催について」、説明させていただきます。本年は、１１月１８日に 上尾シティマラソンを開催いた

します。今回の報告でございますが、報告書の下段に※印に記載しておりますが、大学生男子の部、

学連登録者の日本人１位、２位の選手及びコーチについて、ニューヨークシティハーフマラソン大

会事務局から公式招待を受けまして、報告をさせていただくものでございます。裏面に招待状の原



本の写しと和訳をさせていただきましたものを添付させていただいております。なぜ、上尾シティ

マラソンが招待を受けることになったかということですが、招待状にもございますが、日本在住の

カナダの方で、日本のマラソンや駅伝を世界に紹介している「Japan running news」というホーム

ページがあるのですが、そのホームページを運営している方が上尾シティマラソンを走られたこと

がありまして、かなりいい記録だったので上位に入るだろうと思ったところ、３００、４００位く

らいだったそうです。「なぜだろう」ということで結果を見たところ、日本人の大学生が上位を占め

ていたそうで、これだけ多くのランナーが、ハーフ１時間１０分を切るような大会は、世界的に見

ても他にないそうです。そのことをニューヨーク側がホームページを見て知りまして、これほどレ

ベルの高い大会であれば、是非上尾を世界に紹介したいということで、お声を掛けていただいたと

いうことでございます。特にその中でも、日本人の大学生については、世界で活躍できる場を提供

したいということで、ニューヨークの方から、是非上尾から招待したいということをいただきまし

て、このたび、５月３１日に正式にご招待状をいただいたところでございます。上尾市といたしま

しても、大変名誉なことでございますの、これを是非進めていただきたいと考えております。以上

でございます。 

（教育長）以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長）報告につきまして、何かご質問、ご意見等ございますか。 

（委員）お尋ねしたいのですが、よろしいでしょうか。一斉避難訓練でございますが、実施に至る

までご苦労があったのではないか、そして、３月１１日のいろいろな課題を踏まえまして、良い訓

練をしてもらったと思っておりますが、やはり、まだまだ学校独自のそれぞれの計画も含まれて実

施したと思いますが、第１報の時刻や大規模校、中規模校、小規模校にかかわらずＰＴＡの参加の

差異がいろいろあったりしております。まずもって、子どもの安全確保が一番であると思いますが、

その視点から教育委員会として、今後どのようにこれを課題として受け止めて、更に良い方向に発

展させていくのか、お考えを伺えればと思います。 

（事務局）はい。それでは、ただ今、一斉避難訓練につきまして、ご質問をいただきました。委員

さんからお話がございましたとおり、第１報から第３報までの部分と、それからＰＴＡの方々に多

く参加をいただきました。それと、もう一つ、この目的の中にも書いてございますが、いかに地域

の皆様と協力、連携を図りながら行うこともございました。ただ、今回は初めてでもございました

ので、時間的な余裕もなく、学校によっては健康診断の予定が入っていた学校もございまして、若

干時間の差がございました。次回に向けては、時間をもう少しゆっくりとって、しっかりと内容を

詰めながら、訓練を実施していきたいと考えております。私どもといたしましては、どんな課題が

出るのだろうかということが一番大きなことでございましたので、今後は、今回出た課題を整理、

解決をしながら、訓練を実施していきたいと考えております。ＰＴＡの参加の方々につきましても、

自宅から学校に来るまでの間に、道路上の損壊であるとか、あるいは、建物の損壊などを想定の中

で確認をしながら、学校に来ていただき、そして報告をしてもらったということで、今後もこのこ

とについては、取り入れていきながら、実施していきたいと思っております。そして、今回１番の

学校からの声で、地元の区長さんなどを知らない生徒が多かったようで、その中で区長さんと生徒

たちが各事務区毎に集まってもらいまして、顔合わせをいたしまして、地域の皆さんと子どもたち

の接点を持ってもらったこともございました。一度でも顔を合わせておくことで、今後にとっては

違ってくるのかなと思っております。 

（教育長）補足をさせていただきますと、開始時刻の差があることにつきましては、内科健診が既

に予定にあった学校が早めにスタートするという２段階になっております。それから、今回の訓練

にあたっては、初めてのこともございまして、学校保健課から、課長自らが区長連絡会議に出向き

まして、各学校でこのような訓練を実施するということを区長さんと下準備もしてまいりました。



また、当日、区長さんの当日の予定がすでに入っていたという学校もございまして、ここにお示し

した数値となっておりますが、区長会やＰＴＡから全面的にご協力をいただいたことが数値には出

てきておりませんが、そのような状況でございます。以上でございます。 

（委員長）他に、ご意見ございますか。 

～ 委員から「ございません。」の声 ～ 

 日程第６ 今後の日程報告 

（委員長）それでは、今後の日程報告をお願いします。 

（事務局）日程報告でございますが、７月４日、上尾桶川伊奈教育委員会連絡協議会視察研修がご

ざいます。視察先は茨城県つくば市でございます。７月２４日、上尾市中学校吹奏楽演奏会が上尾

市文化センターで開催されます。７月２６日、教育委員会７月定例会が１４時からございます。 

８月に入りまして、８月２日、中央小学校の改築に伴う安全祈願祭がございますので、出席のほど

よろしくお願いいたします。８月２２日に教育委員会８月定例会が予定されております。以上でご

ざいます。 

（委員長）ありがとうございました。その他、委員の皆様から、ご意見、ご要望がございましたら、

お願いいたします。何かございますか。 

～ 委員から「ございません。」の声 ～ 

―――――――――――――――― 〔以下、非公開の会議〕 ―――――――――――――――― 

 日程第７ 教育長報告 

（委員長）それでは、ここからは、非公開の会議といたします。岡野教育長、学力調査結果につい

て報告をお願いいたします。 

○報告２ 平成２４年度上尾市立小・中学校学力調査結果について 

（教育長）はい。それでは、「報告２ 平成２４年度上尾市立小・中学校学力調査結果について」、

講内指導課長から報告させていただきます。 

 

―――（中略。学力調査結果公表の日まで非公開。）――― 

 

（委員長）他に何かございますか。よろしいでしょうか。 

―――――――――――――――― 〔以上、非公開の会議〕 ―――――――――――――――― 

 日程第８ 閉会の宣告 

（委員長）以上で、予定されていた日程はすべて終了いたしました。これをもちまして、上尾市教

育委員会６月定例会を閉会いたします。お疲れさまでございました。 

 



 

 

 

平成  年  月  日    署名委員 


