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平成２４年上尾市教育委員会１０月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２４年１０月１９日（金曜日） 
開会 午後４時４分 
閉会 午後４時５３分 

２ 場  所  上尾市役所 本庁舎 ７階  教育委員室 

３ 出席委員  委員長 細野宏道 
委員長職務代理者 本田直子 
委員 甲原裕子 
委員 吉田るみ子 
委員 岡田栄一 
教育長 岡野栄二 

４ 出席職員  教育総務部長 遠藤次朗 

学校教育部長 池野和己 

教育総務部 図書館長 嶋田一德 

教育総務部次長 兼 スポーツ振興センター所長 菅間茂久 

学校教育部次長 町田洋一 

教育総務部副参事 兼 図書館次長 依田保之 

学校教育部副参事 兼 学務課長 西倉剛 

学校教育部副参事 兼 指導課長 兼 教育センター所長 講内靖夫 

学校教育部副参事 兼 学校保健課長 長島愼一 

教育総務部 総務課長 保坂了 

教育総務部 生涯学習課長 三枝実 

学校教育部 中学校給食共同調理場所長 吉田満 

教育総務部 総務課主幹 堀口愼一 

教育総務部 スポーツ振興センター主幹 長谷川浩二 

書記  総務課主査 池田直隆 

総務課主任 鈴木加代子 

５ 傍 聴 人  １人 
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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５３号 上尾市スポーツ推進審議会委員の委嘱又は任命について 
  【原案可決：議決第５３号】 

日程第５ 教育長報告 

報告１ 平成２４年上尾市議会９月定例会について 
報告２ 上尾市民体育館指定管理者候補者の経過報告について  
報告３ 第５４回上尾市民体育祭の結果について 
報告４ 第２５回２０１２上尾シティマラソンの参加申込状況について 
報告５ 上尾市子どもの読書活動支援センターのマスコットキャラクター案と施設愛称案に 

ついて 
報告６ 平成２４年度上尾市新人体育大会 兼 県民総合体育大会予選会の結果について 
報告７ 「なかよく楽しい学校生活を送るための標語」の募集について 
報告８ 学校医の委嘱について 
追加報告１ 小･中学校における特定規模電気事業者（ＰＰＳ）との契約について 
追加報告２ 平成２４年度 優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰の受賞について 
追加報告３ いじめに関する調査結果について 

日程第６ 今後の日程報告 

日程第７ 閉会の宣告 

７ 会 議 録 

 日程第１ 開会の宣告 

（細野宏道 委員長）皆様こんにちは。今日から新体制で定例会が開催されますが、皆さまのご協

力をよろしくお願いいたします。 

～ 出席者から「よろしくお願いします。」の発言 ～ 

（細野宏道 委員長）只今から平成２４年上尾市教育委員会１０月定例会を開会いたします。傍聴

の申出はございますか。 

（保坂了 総務課長）はい。１名の方から傍聴の申出がございます。委員長の許可をお願いいたし

ます。 

（細野宏道 委員長）はい。それでは、傍聴を許可します。 

～ 傍聴者の入室 ～ 

 日程第２ 前回会議録の承認 

（細野宏道 委員長）それでは、日程にしたがいまして、会議を進めます。「日程第２ 前回会議録

の承認について」でございます。９月定例会及び第２回臨時会会議録案につきましては、すでにお
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配りをして、確認を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。」の発言 ～ 

（細野宏道 委員長）よろしいでしょうか。それでは、９月定例会については私が署名をし、第２

回臨時会については甲原委員さんに、ご署名をいただき、会議録といたします。 

（甲原裕子 委員）はい。 

 日程第３ 会議録署名委員の指名 

（細野宏道 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。会

議録署名委員は、本田委員さんにお願いいたします。 

（本田直子 委員長職務代理者）はい、かしこまりました。 

 日程第４ 議案の審議 

（細野宏道 委員長）続きまして、「日程第４ 議案の審議」でございます。本日は１件の議案が提

出されております。 

○議案第５３号 上尾市 スポーツ推進審議会委員の委嘱又は任命について 

（細野宏道 委員長）「議案第５３号 上尾市スポーツ推進審議会委員の委嘱又は任命について」説

明をお願いします。 

（岡野栄二 教育長）はい。議案第５３号につきましては、長谷川スポーツ振興センター主幹が説

明申し上げます。 

（長谷川浩二 スポーツ振興センター主幹）はい。スポーツ振興センターの長谷川と申します。そ

れでは、議案第５３号について説明させていただきます。 

「上尾市スポーツ推進審議会委員の委嘱又は任命について」でございます。こちらにつきましては、

合計１５名の委員さんを委嘱又は任命するものでございます。市議会から３名の方、知識経験者と

いうことで５名の方、そして市内スポーツ団体の代表者ということで７名の方、そのうち２名の方

は次のページの任命ということになります。この中で新任の方につきましては、上尾市体育協会の

理事長でございます中村清治様、中学校体育連盟の会長でございます長谷川隆様にお願いしたいと

思います。提案理由といたしましては、上尾市スポーツ推進審議会委員の任期が平成２４年１０月

３１日で満了することになりますので、上尾市スポーツ推進審議会条例により、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。以上です。 

（細野宏道 委員長）議案第５３号につきまして、今、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 ～ 

（細野宏道 委員長）よろしいでしょうか。それでは、無いようですので、これより採決いたしま

す。「議案第５３号 上尾市スポーツ推進審議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 ～ 

（細野宏道 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。 
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 日程第５ 教育長報告 

（細野宏道 委員長）続きまして、「日程第５ 教育長報告」でございます。ご報告をよろしくお願

いいたします。 

○報告１ 平成２４年上尾市議会９月定例会について 

（遠藤次朗 教育総務部長）はい。それでは、最初に９月市議会定例会について両部から説明をさ

せていただきます。まず、議案関係について菅間次長から説明いたします。 

（菅間茂久 教育総務部次長）次長の菅間でございます。平成２４年上尾市議会９月定例会につき

ましては、８月２８日に開会され、９月１４日までの会期１８日間で開催されました。教育委員会

関連議案を審査する文教経済常任委員会は９月３日（月曜日）午前９時半から第一委員会室におい

て人事関連議案を除く一般会計補正予算と上尾市民体育館の耐震補強及び大規模改造工事の工事請

負契約の締結についての２件が付託され慎重に審査をいただき、それぞれ全会一致・可決すべきも

のとして終了いたしました。「工事請負契約の締結について」の議案につきましては９月５日（水曜

日）の一般質問終了後の本会議において先議をいただき速やかに工事に着手させていただいており

ます。なお、議会最終日の９月１４日に残る全議案の採決が行われ、議案第６４号及び議案第６５

号教育委員会委員の任命についての２議案も全会一致任命同意されました。市政に対する一般質問

とその答弁要旨につきましては、このあと両部長から、それぞれ説明していただきます。以上、私

からの９月議会の概要説明とさせていただきます。 

（遠藤次朗 教育総務部長）それでは、引き続き、一般質問の関係になります。別冊の「一般質問

答弁要旨」を配布させていただいておりますが、要旨といたしましては、まとめてございますので、

お読みいただいている前提で、補足的にいくつかお話させていただきます。 

最初に教育総務部になりますが、全体で４名の方から質問がございました。３ページの小林守利議

員から、プレハブ校舎の問題ということでございます。プレハブ校舎の全市的な問題というよりも、

小林守利議員の地元である大石北小学校に関することに限定された質問でございました。プレハブ

校舎の設置ではなく、増築という形で行うべきであったのではないか、という趣旨のものでござい

ました。この建物につきましては、児童の増加に伴いまして、平成１０年に代用させていただきま

して、以後、普通教室等で使用してまいりましたが、今年度から児童数が減少いたしましたので、

普通教室については本来の建物に配置をし、プレハブ校舎については取り壊しても良かったのです

が、まだ使用できるということもありましたので、学校と協議をいたしまして、第２、第３音楽室

あるいは図工室等、特別教室棟という形で使用していただいていると答弁いたしました。再質問と

いたしまして、「今後の改築の予定は」というお話があったのですが、今後の学級編成の推移を見な

がら判断していきたいと答弁いたしました。 

次に２０ページになりますが、斉藤哲雄議員から、上尾市の防災対策の中で、まだ耐震化がなされ

ていない学校ということで、質問をいただきまして、長期にわたり取り組んでいることでございま

すので、改めてのご報告となりますが、すでに中央小学校の改築を始めております。それから、上

尾中学校が平成２６年度、２７年度の２カ年の工事を予定しております。上尾中学校は、南校舎だ

けとなりますが、あと、体育館の改築、武道館の新設を含めた計画をしております。これらを残し

まして、今年度の耐震化が終わりますと、屋内体育館の８校が残り、８８％という数値となること

などの経過を答弁いたしました。以上でございます。 

（池野和己 学校教育部長）それでは、学校教育部関係について、ご説明申し上げます。同じく、

答弁要旨の綴りをご覧いただきながら、お願いしたいと思います。概要については、そちらにござ

いますので、その補足ということで、説明をさせていただきたいと思います。 

まず、全体で９名の議員さんからご質問をいただきましたが、１つ目は「いじめ問題」に関する質

問ということで、６ページの伊藤美佐子議員、１０ページの池野耕司議員、そして２２ページの鈴

木茂議員の３名の議員さんからご質問をいただきました。内容は、いじめに対する見解、現状、取
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組の状況、これまでの経緯などに関する質問でございました。 

２つ目は、「通学路の安全確保」に関する質問をいただきました。１ページの田中元三郎議員、それ

から１７ページの小川明仁議員、２０ページの斉藤哲雄議員の３名の議員さんからご質問がござい

ました。これにつきましては、他県で起きました事象でございますが、通学時の児童生徒の安全確

保ということで、交通指導員の廃止に伴っての児童生徒の安全についてのご質問や、現状行われて

おります、各学校におきますＰＴＡや学校応援団、地域ボランティアの皆様によりご協力をいただ

きながら活動して状況についてのご質問をいただきました。 

３点目に、「発達障害児の教育」に関する質問を２名の議員さんからいただきました。１８ページの

井上茂議員、そして２２ページの鈴木茂議員の２名でございます。こちらにつきましては、発達障

害のある児童生徒に対して、特別支援学級や通級指導教室の担当教員によって巡回指導を実施して

はどうかということについてのご質問でした。 

それから、次に、現在、こうした発達障害児教育の一環として、アッピースマイルサポーターを各

学校に配置をしておりますが、このサポーターの資質の向上に向けての研修の在り方、あるいは研

修について、どのようなことを行っているのかということでございました。 

続いて、５点目といたしまして、平方東小学校と太平中学校の指定校の変更の関係で、地域で申し

上げますと、地頭方そして、壱丁目の地区の通学区の変更について、その変更による通学路の安全

確保とその経緯について、ご質問をいただきました。 

それから、６点目、「平和教育の取組」について、そして、７点目といたしまして、「学力向上、外

国語授業の取組」ということで、現状、小学校で行われております、現在の学習指導要領上の小学

校５年生、６年生の外国語の授業の取組がどのように行われているのか、というご質問でございま

した。あと、「給食費の未納問題」について、各学校でどのように取り組んでいるのか、それから、

最後に福島第一原発事故に伴います、いわゆる「放射能の問題」についてということで、市長部局

とともに質問をいただきまして、お答えしたところでございます。 

以上、全体につきましては、先ほど申し上げましたが、お手元に配布させていただいております答

弁要旨の綴りをご参照いただきたいと存じます。以上でございます。 

 

○報告２ 上尾市民体育館指定管理者候補者の経過報告について 

○報告３ 第５４回上尾市民体育祭の結果について 

○報告４ 第２５回２０１２上尾シティマラソンの参加申込状況について 

（遠藤次朗 教育総務部長）続きまして、「報告２ 上尾市民体育館指定管理者候補者の経過報告」

ということでございます。新たに委員になられた方もいらっしゃいますので、改めて、市民体育館

に指定管理者制度を導入するということから説明をさせていただきまして、現在の選定の経過につ

いて、報告をさせていただきたいと思います。報告３、報告４については、それぞれイベント関係

の報告をさせていただきます。この３点につきましては、長谷川 スポーツ振興センター主幹から報

告させていただきます。報告の５につきましては、子どもの読書活動支援センターのマスコットキ

ャラクター案についてですが、依田図書館次長から報告をさせていただきます。 

（細野宏道 委員長）はい、お願いいたします。 

（長谷川浩二 スポーツ振興センター主幹）それでは、報告２でございますが、上尾市民体育館指

定管理者候補者の選定ということでございますが、先ほど、部長からもお話がございましたとおり、

新たに委員さんになられた方もいらっしゃいますことから、最初に指定管理者制度の概要を、その

後にこれまでの経過をご説明させていただきます。資料につきましては、別刷りの３枚綴りのもの

でございます。 

まず、指定管理者の概要ということでございますが、地方自治法の一部が改正されまして、平成 

１５年９月２日から施行されました。これによりまして、公の施設の管理について「指定管理者制



- 6 - 

度」が導入されました。この改正により、公の施設は直営または指定管理者制度のいずれかを選択

することとなりました。この指定管理者制度につきましては、多様化する住民ニーズに効果的、効

率的に対応するためには民間事業者のノウハウの活用を含め、より柔軟な制度に改正することが有

効であるとの考えから導入されたものです。なお、指定管理者制度の実施にあたっては、条例で指

定の手続、管理の基準、業務の範囲等を定め、指定管理者の指定についても議会の議決が必要にな

ります。続きまして、市民体育館における指定管理者制度の導入までの経過ということでございま

す。これにつきましては、平成２３年３月に、上尾市教育振興基本計画が定められまして、これに

おきましても、「スポーツ施設の管理運営については、指定管理者制度の活用も含めた管理体制の効

率化や計画的な維持管理を図る」ということが謳われております。また、平成２３年３月に、第７

次上尾市行政改革大綱・行政改革実施計画の中でも、同じことがございます。下にありますのが、

その部分の抜粋でございます。さらに、市長マニフェストにも、「市民体育館や図書館などの公共施

設民間委託化、指定管理者を検討し、サービスの向上とコスト削減を図る」としているところでご

ざいます。 

次のページをお願いいたします。指定管理者制度導入スケジュールということでございますが、こ

ちらにつきましては、１０月まではすでに終了しておりまして、後ほど、経過ということで説明さ

せていただきます。今後ですが、１１月定例教育委員会に指定事業者の指定及び債務負担行為に係

る意見の申出の議案を提出させていただきまして、１２月市議会における議決をお願いすることと

なります。そして、平成２５年４月に指定管理者による業務を開始いたします。なお、指定期間は

５年間を予定しております。 

その市民体育館における指定管理者制度導入に向けた基本方針でございますが、これにつきまして

は、市民体育館に指定管理者制度を導入するにあたり、市内体育・スポーツ・レクリエーション活

動の拠点としての役割を十分に果たすため、次の基本方針を定めて臨みます。１といたしまして、

上尾市の公の施設であることを常に念頭におき、市民福祉の増進に努め、公平な利用に供する管理

運営を行うこと。２といたしまして、施設の設置目的に資するよう適切な管理運営を行うこと。３

といたしまして、上尾市のスポーツ行政施策との整合性を図りながら施設の管理運営を行うこと。

４といたしまして、サービス水準の維持向上に努め、安定的かつ継続的なサービスの提供がなされ

るよう管理運営を行うこと。５といたしまして、利用者や地域住民の声を常に把握し、施設の管理

運営に反映させること。６といたしまして、経費節減に努め、最少の経費で最大の効果を挙げるよ

う管理運営の効率化を図ること。７といたしまして、市民サービスの向上を図るため、教育委員会

として定期的に実施するモニタリングを受けること。これらを基本方針と定めまして、指定管理者

の導入を進めております。次のページに、管理形態が「指定管理者制度」となっております平成 

２４年４月１日現在の公共の施設を掲載しております。４月現在、１５施設となっております。 

最後のページになりますが、上尾市民体育館指定管理者候補者選定経過になりますが、７月２０日

に募集要項を発表いたしまして、８月１７日に応募申請を受付しました。これにつきましては、８

団体の応募がございました。８月２７日に上尾市民体育館指定管理者候補者選定委員会委嘱式及び

第１回委員会を開催いたしまして、ここにおきましては、委嘱・任命、委員長・副委員長互選、次

に掲げた事項について、説明をいたしました。９月１２日に第２回上尾市民体育館指定管理者候補

者選定委員会を行いまして、選定基準評価表（第１次審査用）と審査方法について説明を申し上げ

ました。１０月２日に第３回上尾市民体育館指定管理者候補者選定委員会がございまして、ここに

おきましては、第１次審査を行い、８団体のうち４団体を選出いたしまして、第２次審査へという

形になりました。また、第２次の審査方法について、説明を申し上げまして、１０月１７日に第４

回上尾市民体育館指定管理者候補者選定委員会を行いまして、ここが第２次審査となります。ここ

におきましては、先ほどの４団体から２団体、第１位候補者と第２位候補者を選出いたしました。 

続きまして、「報告３ 第５４回上尾市民体育祭の結果について」でございます。こちらにつきまし

ては、平成２４年１０月７日に上尾運動公園陸上競技場において、延べ約５，０００人の参加がご



- 7 - 

ざいまして、開催いたしました。結果でございますが、支部対抗競技の結果につきましては、総合

優勝が上尾支部、第２位が大石支部、第３位が原市支部。また、１４００ｍリレーに関しましては、

優勝が上尾支部、第２位が大石支部、第３位が原市支部でございました。応援賞というものがある

のですが、優秀賞が原市支部、アイデア賞が上平支部、さわやか賞が上尾支部でございました。ま

た、体育協会体育賞の表彰がございまして、こちらにつきましては、受賞総数が３５４人 ２１団体

ございました。内訳といたしましては、体育優秀児童賞が２２人、優秀選手賞が１５２人 ２１団体、

体育功労賞が２９人ございました。 

続きまして、報告の４でございます。「第２５回２０１２上尾シティマラソンの参加申込状況につい

て」でございます。参加申込者数が９，３７３人、昨年は８，８０１人でありました。この内訳に

ついてでございますが、ハーフの部が６，３０４人、５㎞の部が１，８０６人、うち中学生男子２

７１人、３㎞の部が１，２６３人、うち小学生男子６５６人、小学生女子４６６人、中学生女子１

４１人でございます。以上でございます。 

（細野宏道 委員長）ありがとうございました。 

 

○報告５ 上尾市子どもの読書活動支援センターのマスコットキャラクター案と施設愛称案に 
ついて 

（依田保之 図書館次長）それでは、６ページ、教育長報告の５をお願いいたします。「上尾市子ど

もの読書活動支援センターのマスコットキャラクター案と施設愛称案について」でございます。 

７月１日から９月７日までの期間に募集いたしました支援センターのマスコットキャラクター案は

３０６点、施設愛称について２５点の応募がございました。次の８ページ、９ページに募集要項を

掲載いたしましたので、後ほど、ご参照ください。６ページに戻りますが、最優秀作品といたしま

して、マスコットキャラクター案 「ブッピー」、これについては小学校６年生以下の皆さんから応

募いただきました。右側にありますイラストでございます。上野楓さんでございます。施設愛称は、

「あっぴぃーぶっくる」吉崎桜さんです。マスコットキャラクター案については今後、子どもの読

書活動支援センターのマスコットキャラクターとして使用すること、それから、施設愛称について

は、施設愛称として使用するということで、１０月２７日、２８日の土曜、日曜を中心に、図書館

まつりがございますが、２７日に最優秀賞を含む、受賞者の表彰式及びキャラクター・愛称の発表

を行うという予定でございます。以上でございます。 

 

○追加報告１ 小･中学校における特定規模電気事業者（ＰＰＳ）との契約について 

（遠藤次朗 教育総務部長）続きまして、本日追加ということで、２件報告をさせていただきます。

最初に「小･中学校における特定規模電気事業者との契約について」を保坂総務課長から、それから、

資料はございませんが、上尾小学校の「優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰について」、三枝生涯学習課長

から報告をさせていただきます。 

（保坂了 総務課長）はい。「小･中学校における特定規模電気事業者（ＰＰＳ）との契約について」

でございます。東京電力の電気料の値上げに伴いまして、かねてより、教育委員会でもＰＰＳを検

討してまいりましたが、９月２１日に電力需給に係る入札が行われまして、特定規模電気事業者（Ｐ

ＰＳ）と契約をしたところです。契約業者といたしましては、株式会社 エネットでございます。契

約期間でございますが、平成２４年１１月１日から平成２６年３月３１日までの１年５か月分の電

力需給契約になっておりまして、小・中学校、平方幼稚園を含めまして、３３校のすべてを対象と

しております。東京電力と電気料を比較した場合でございますが、平成２４年度分につきましては、

５か月分になりますが、約３５０万円の削減、そして、来年度１年分につきましては、約９９０万

円の削減効果が見込まれます。このＰＰＳにつきましては、Power Producer & Supplier というこ
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とで、電力を造って供給するという、英語の頭文字でございます。以上でございます。 

（三枝実 生涯学習課長）はい。生涯学習課です。追加で１件報告させていただきます。 

平成２４年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰を本市の上尾小学校ＰＴＡが受賞することが決まりまし

たので報告させていただきます。県内では、上尾小学校の他にさいたま市、小鹿野町、狭山市の 

ＰＴＡの合計４校が受賞に決まっております。なお、表彰は、１１月に東京で開催される日本 

ＰＴＡ全国協議会の席上で行われる予定となっております。以上でございます。 

 

○報告６ 平成２４年度上尾市新人体育大会 兼 県民総合体育大会予選会の結果について 

○報告７ 『なかよく楽しい学校生活を送るための標語』の募集について 

○追加報告３ いじめに関する調査結果について 

（池野和己 学校教育部長）報告６から学校教育部関係でございます。よろしくお願いいたします。

「報告６ 平成２４年度上尾市新人体育大会 兼 県民総合体育大会予選会の結果について」、「報告

７ 『なかよく楽しい学校生活を送るための標語』の募集について」、併せて、本日追加させていた

だきました報告について指導課長から申し上げます。 

（講内靖夫 指導課長）失礼いたします。それでは、「報告６ 平成２４年度上尾市新人体育大会 兼 

県民総合体育大会予選会の結果について」報告いたします。 

１２ページをお開けください。「（団体）結果について」をご覧ください。各種目の１位が県大会に

出場いたしますが、下の陸上、水泳は個人参加となっております。柔道、体操は開催されません。

なお、バレーボール男子とソフトボールは、チーム数が少ないため地区大会がございます。バレー

ボール男子は、市内２位の原市中学校、３位の大石中学校が上尾・鴻巣・北本・桶川・伊奈で行う

地区大会に出場し、原市中学校が地区大会で１位となりました。そのため、市内１位の上尾中学校

と地区大会１位の原市中学校が県大会出場校となっております。また、ソフトボールは、市内１位

の大石中学校と２位の原市中学校が地区大会に出場し、両チームともに敗退したため、ソフトボー

ルの県大会出場校はございません。続いて、１３ページをご覧ください。個人結果についてでござ

います。卓球は第２位まで、バドミントン・ソフトテニス・剣道は第３位までが県大会に出場いた

します。また、１４ページ、１５ページをお開けください。陸上は各種上位６位まで、１６、１７

ページの水泳をお開けください。水泳は各種上位３位までが県大会に出場いたします。なお、県大

会は１０月１５日の陸上競技で始まり、１１月中に全種目が実施されます。 

続きまして、１８ページ「報告７ 『なかよく楽しい学校生活を送るための標語』の募集について」、 

報告いたします。１９ページをご覧ください。８月２０日に「いじめ根絶対策会議」を開催し、全

小・中学校が共通理解の下、いじめ根絶に向けた取組を実施しております。その一環として、上尾

市教育月間である１１月に全児童生徒が、いじめをなくし、なかよく楽しい学校生活を送るために、

「相手を思いやる心」「いじめを絶対許さない強い心」「いじめを自分のこととして捉え、他人の痛

みに共感する心」などの観点から 標語を作る活動でございます。作成後、各校の各学年から１点

を選出し、市内で各学年から１点を優秀標語として選出、さらに優秀標語から小学校１点、中学校

１点を最優秀標語として選出いたします。最優秀標語と優秀標語につきましては、いじめ根絶の取

組を推進するためのポスターやホームページ等で広報活動に活用してまいります。 

続きまして、お手元に配付いたしました９月分のいじめ
．．．

に係る報告をさせていただきます。棒グラ

フを掲載している表でございます。それでは、月例の９月のいじめ
．．．

に係る状況を報告いたします。

市内統一の９月分アンケート調査結果ではいじめ
．．．

はありませんでした。月例の調査報告から、小学

校２件、中学校６件の計８件ありました。いじめを認知した状況につきましては、保護者からの連

絡が６件（小学校２件、中学校４件）、本人からの相談が１件（中学校でございます）、また教職員

の発見によるものが１件の合計８件でございます。学年につきましては、小学校は４年生と５年生、

中学校は１年生が３件、２年生が２件、３年生が１件という状況でございます。いじめの状況につ
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きましては、からかい・嫌がらせが４件（小学校１件、中学校３件）、例えば、「遊び行為から土下

座させられた」などです。暴力が２件、背中をたたいたり、足を
．．

け
．
る
．
などの暴力をふるったケース

ですが、小学校１件、中学校１件。また、ブログを巡るトラブルが中学校で２件ございまして、例

えば、被害者になりすまし、被害者に批判が集まるように作成したり、ブログで誹謗中傷したケー

スです。学校の対応といたしましては、加害児童生徒に個別指導を行い、保護者に連絡し、被害児

童生徒に謝罪した件数が７件。中学校において継続指導中が１件ございます。この関係から表をご

覧いただくとわかりますように、小学校のいじめ解消率は１００％、中学校は８件中７件が解消し

ておりますが、継続指導中が１件ございますので、解消率は８３％となっております。なお、各学

校におきましては、その後の指導として、「見守りを続ける」「保護者との連絡を密にする」「担任、

学年はもとより、全職員でいじめの再発防止に取り組む」等の報告がされております。なお、現在、

懸案のいじめが発生しました。該当校の校長と教育委員会とで対応しております。後ほど、報告さ

せていただきます。以上でございます。 

 

○報告８ 学校医の委嘱について 

（池野和己 学校教育部長）続きまして、「報告８ 学校医の委嘱について」、学校保健課長から報

告申し上げます。 

（長島愼一 学校保健課長）学校保健課長の長島でございます。よろしくお願いいたします。私か

らは、報告８につきまして、報告させていただきます。教育長報告２０ページをご覧ください。「学

校医の委嘱について」でございます。上尾市立西中学校の学校医であった、相澤照夫 医師の退任に

伴い欠員が生じたため、学校保健安全法に規定に基づき、残任期間における学校医として、下記の

医師に委嘱したので、報告をいたします。後任の医師は、上尾市大字小敷谷にございます上尾第一

診療所の 関根威 医師で、西中学校を担当していただきます。任期は、平成２４年９月１日から平

成２５年３月３１日まででございます。なお、当該医師につきましては、上尾市医師会の推薦に基

づくものでございます。以上、報告８につきまして、報告させていただきます。よろしくお願いい

たします。 

 

（岡野栄二 教育長）報告は以上でございますが、何かございましたら、よろしくお願いいたしま

す。なお、もうすでにご案内のことと思いますが、市役所１階において、学校パネル展を現在開催

しておりますので、もしご覧になられていないような場合には、お帰りの際にでもご覧いただけれ

ばと思います。 

（細野宏道 委員長）ありがとうございました。それでは、報告につきまして、何かご質問、また

はご意見等ございましたら、お願いいたします。 

（細野宏道 委員長）どなたかございますか。 

～ 岡田委員挙手 ～ 

（細野宏道 委員長）はい、どうぞ。 

（岡田栄一 委員）先ほどの学校医の委嘱のことですが、年度末でなく年度の途中で切り替えとい

うのは、何か理由があったのでしょうか。 

～ 長島学校保健課長員挙手 ～ 

（細野宏道 委員長）お願いします。 

（長島愼一 学校保健課長）はい、学校保健課です。相澤先生におかれましては、西小学校の学校

医として、昭和５７年度から平成２年度までの９年間、また西中学校の学校医として平成３年度か
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らこれまで、合計３０年５か月にわたりご尽力をいただきました。医師会からですが、長くやられ

てきたということと、ご高齢ということで、ここで退任したいというお話がございまして、年度途

中ということでございましたが、退任ということとなりました。 

（岡田栄一 委員）歯科医師会におきましても、辞めたいという方が途中でいらっしゃるわけです

が、年度末まではお願いをしてやっていただいておりまして、途中でも可能であるのかと思いまし

て質問をいたしました。 

（長島愼一 学校保健課長）もちろん、できれば任期の間はお務めいただきたいのですが、やはり

代わらなくてはならない諸事情もございますので、その際にはご本人の意を酌み、後任の委嘱をさ

せていただきました。 

（岡田栄一 委員）わかりました。ありがとうございました。 

（細野宏道 委員長）ありがとうございました。そのほか、何かございますか。 

～ 吉田るみ子委員挙手 ～ 

（細野宏道 委員長）はい、どうぞ。 

（吉田るみ子 委員）１２ページ、新人体育大会 兼 県民体育大会の予選の関係ですが、卓球の男

子で１位と２位が県大会に出場するという説明がございましたが、大谷中と南中ではなく、どうし

て大石南中が出場することになったかお伺いしたいと思います。 

（講内靖夫 指導課長）これにつきましては、確認させていただき、お答え申し上げます。と言い

ますのも、人数の関係等で地区大会をやらなければならないところがございますので、これを見ま

すと、もしかしたら２位と３位がさらに地区大会で対戦して、大石南中が勝利して、１位の大谷中

と大石南中が出場することとなったかもしれません。種目によって方法が異なりますので、その点

確認させていただきたいと思います。 

（吉田るみ子 委員）わかりました。よろしくお願いいたします。 

※会議終了後に確認をしたところ、卓球男子は、第１位の大谷中学校に、２回戦で

敗戦した原市中学校、準決勝で敗戦した大石南中学校、決勝で敗戦した南中学校

の３校がトーナメント方式で対戦し、そこで勝利した大石南中学校が県大会出場

となった。 

（細野宏道 委員長）ありがとうございました。私から１点なのですが、４ページのシティマラソ

ンですが、本年度、昨年度と比較して５００人程度参加者が増えております。ニューヨークシティ

ハーフマラソン招待の関係もあったのかなと思うのですが、９，３００人となりますと、シティマ

ラソンのキャパとしては大丈夫なのでしょうか。以上です。 

（長谷川浩二 スポーツ振興センター主幹）９，３００人という数字は、かなり大きな数字である

と思っております。周辺の市民レベルの大会を見ても、ここまでの大会はないと思いますが、大会

の運営につきましては実行委員会で行っておりますが、十分に会議で検討した上で対応してまいり

たいと思います。 

（細野宏道 委員長）十分に事故などにはご注意していただきたいと思います。そのほかございま

すか。 

（本田直子 委員長職務代理者）ひとつよろしいでしょうか。 

～ 本田直子委員長職務代理者挙手 ～ 

（細野宏道 委員長）はい。 

（本田直子 委員長職務代理者）いじめについて、ご報告いただきましてありがとうございました。

いじめについては、子どもたちとっても成長の段階でとても大事なことでございますので、くれぐ

れも慎重に、迅速に対応していただければと思います。よろしくお願いします。 
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（細野宏道 委員長）私からも。この教育委員会においても、盛んにいじめについては、議論をさ

せていただいております。上尾市においては、子どもたちにアンケートを実施する、そしてチェッ

クシートを配布する、もちろん、いじめ根絶会議を行う等々のさまざまな対策を取りながら、また

真摯に行っていると思います。ただ、くれぐれも、冷静に真剣にこのいじめに対して対処していこ

うと私たちも考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（細野宏道 委員長）そのほかございますか。 

 日程第６ 今後の日程報告 

（細野宏道 委員長）それでは、今後の日程報告をお願いします。 

（保坂了 総務課長）まず、１０月２３日、小学校連合運動会を上尾運動公園で開催いたしますの

で、委員さんのご出席をお願いいたします。小･中学校の委嘱研究発表が数多く続くのですが、１０

月２４日から始まり、２６日、１１月７日、１３日、１５日、２２日、２７日、２９日と開催され

ますので、ご出席をお願いいたします。次に１１月１６日ですが、小・中学校音楽会へのご出席を

お願いいたします。１２月３日に市議会の開会が予定されているのですが、吉田委員と岡田委員に

おかれましては、正副議長へのあいさつ、議場でのあいさつがございますので、よろしくご出席を

お願いいたします。１２月の定例教育委員会ですが、１６時３０分から予定しておりますので、よ

ろしくお願いいたします。その会議の前後になりますが、市長との教育懇談会も予定しております

ので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

（細野宏道 委員長）ありがとうございました。そのほか、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。 

（本田直子 委員長職務代理者）よろしいでしょうか。 

～ 本田直子委員長職務代理者挙手 ～ 

（細野宏道 委員長）はい。 

（本田直子 委員長職務代理者）だいぶ季節も変わってきまして、インフルエンザなどの流行が今

後見込まれると思いますので、対処も早めにしていただきながら、子どもたちの健康管理に十分な

配慮をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

（細野宏道 委員長）ありがとうございました。そのほかございますか。 

～ 岡田栄一委員挙手 ～ 

（細野宏道 委員長）はい。どうぞ。 

（岡田栄一 委員）研究発表会の案内なのですが、例えば、校医の皆さんなどには、案内は出され

ているのでしょうか。 

（講内靖夫 指導課長）ご案内はしておりません。 

（岡田栄一 委員）例えばですが、東中学校において行われる食育の研究などは、我々医療関係の

者も関心がございますので、できればそのような方にもご案内を出していただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

（講内靖夫 指導課長）はい、かしこまりました。 

（細野宏道 委員長）よろしくお願いいたします。 

（岡野栄二 教育長）今の関係でよろしいでしょうか。ご案内はすべてに関して出したほうがよろ

しいでしょうか。各教科の指導など、分野もかなり広いので。 

（岡田栄一 委員）食育など、健康教育に関するご案内を出していただければと思います。よろし
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くお願いいたします。 

（細野宏道 委員長）よろしいでしょうか。 

 日程第７ 閉会の宣告 

（細野宏道 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１０月定例会を閉会いたします。お疲れさまでございました。 
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