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平成２５年上尾市教育委員会４月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２５年４月１９日（金曜日） 

開会 午後４時５分 

閉会 午後５時３分 

２ 場  所  上尾市役所 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 講内靖夫 

教育総務部参事 綿貫健 

教育総務部 図書館長 嶋田一德 

教育総務部次長 菅間茂久 

学校教育部次長 野田正 

学校教育部次長 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－所長 石塚昌夫 

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 関孝夫 

教育総務部 スポ－ツ振興課長 平賀健治 

教育総務部 図書館次長 黒木美代子 

学校教育部 中学校給食共同調理場所長 吉田満 

書記  総務課主幹 堀口愼一 

総務課主任 桑名孝徳  

総務課主任 吉野智恵 

総務課主任 鈴木加代子 

５ 傍 聴 人  ０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 書記の指名 

日程第３ ３月定例会及び第１回臨時会会議録の承認 

日程第４ 会議録署名委員の指名 

日程第５ 教育長報告 
報告１  平成２５年上尾市議会３月定例会について 

報告２  平成２６年成人式について 

報告３  平成２４年度上尾市公民館事業の実績について 

報告４  平成２４年度あげお市政出前講座の実施状況について 

報告５  平成２４年度上尾市図書館運営状況について 

報告６  平成２５年度研究委嘱発表について 

報告７  市立幼稚園及び市立小学校運動会並びに市立中学校体育祭の日程について 

報告９  平成２４年度さわやか相談室相談員等の活動状況について 

報告１０ 平成２４年度上尾市教育センタ－教育相談（不登校）の状況について 

報告１１ 平成２４年度不登校児童生徒数及び不登校出現率について 

報告１２ 産業医の委嘱について 

日程第６ 今後の日程報告 

日程第７ 教育長報告 
報告８  いじめに関する状況調査結果について 

追加報告 埼玉県からの体罰調査結果について 

日程第８ 閉会の宣告 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

７ 会 議 録 

日程第１ 開会の宣告 

（委員長）皆様こんにちは。ただ今から、平成２５年上尾市教育委員会４月定例会を開会いたします。

本日は、傍聴の申出はありますか。 

（総務課長）ありません。 

 

 

日程第２ 書記の指名 

（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 書記の指名」です。会

議録の作成にあたりましては、「上尾市教育委員会 会議規則」に「事務局職員のうちから教育長の推

薦する者を指名して、会議録を作成するものとする。」 と定めがあります。年度当初の人事異動もあ

り、職員の体制も変わっておりますので、教育長から職員の推薦をお願いします。 

（教育長）はい。それでは、総務課主幹 堀口愼一、主任 桑名孝徳、主任 吉野智恵、主任 鈴木

加代子の４名を推薦いたします。よろしくお願いいたします。 

（委員長）それでは、教育長から推薦がありました４名の職員を書記として指名いたしますので、よ

ろしくお願いします。 

 

 

日程第３ 前回会議録の承認 

（委員長）「日程第３ 前回会議録の承認について」です。３月定例会及び第１回臨時会会議録案につ

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ます。

いかがでしょうか。 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（委員長）それでは、両会議録案につきまして、承認することに異議はありませんか。 
～委員全員から「はい。」の声～ 

 

 

（委員長）異議ないものと認め、３月定例会については岡田委員に、第１回臨時会については吉田委

員に、それぞれご署名をいただき、会議録といたします。 
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日程第４ 本定例会の会議録署名委員の指名 

（委員長）続きまして、「日程第４ 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、本田直子 委員長職務代理者さんにお願いいたします。 

 

（委員）はい。 

 

 

 

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」です。この際、教育長から発言を求められております

ので、これを許可します。教育長、お願いいたします。 

 

○報告８及び追加報告に関する会議を公開しないことについて 

（教育長）本日は、報告としたしまして、１２件の報告を通知しておりますが、その他に埼玉県からの

体罰に関する調査がありましたので、結果につきまして報告させていただきます。また、報告８の「い

じめに関する状況調査結果について」と追加報告の「体罰に関する調査結果」につきましては、個人を

特定することができる内容を含んでおりますので、非公開の会議の中におきまして、報告をさせていた

だきたいと存じます。 

（委員長）ただ今、教育長から、報告８及び追加報告の２件については、非公開の会議の中において報

告したい旨の発言がありました。このことについて、異議はありませんか。 

～委員全員から「はい。」の声～ 

（委員長）異議ないものとして認め、非公開の会議の中におきまして、報告していただくことに決定い

たしました。それでは、報告をお願いします。 

 

 

～教育総務部長挙手～ 

 

（委員長）教育総務部長お願いします。 

 

○報告１  平成２５年上尾市議会３月定例会について 

（教育総務部長）それでは、「報告１ 平成２５年上尾市議会３月定例会の概要について」を教育総務

部次長より報告をいたします。 

 

（教育総務部次長）それでは、１ペ－ジ目をお開きください。「報告１ 平成２５年上尾市議会３月定

例会について」ですが、平成２５年２月２５日から平成２５年３月２１日の２５日間の会期で行われま
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した。教育関連の市長提出議案について報告させていただきます。「議案第１号平成２４年度上尾市一

般会計補正予算」につきましては、賛成多数にて原案可決されております。内容につきましては、以前

の定例会において、審議いただいておりますので割愛させていただきます。 

２ペ－ジをご覧ください。「議案第７号平成２５年度上尾市一般会計予算」につきましても、賛成多

数にて原案可決されております。 

次に「議案第１５号上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」ですが、この条例案は教育センタ－に配置される教育心理専門員に係るも

のです。こちらも全会一致にて原案可決されております。 

「議案第２１号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部を改正する

等の条例の制定について」ですが、この条例案はいくつかの改正をまとめたものです。教育委員会から

提出した改正案といたしましては、２月定例会においてご審議いただいた、「上尾市立学校の学校医、

学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例の制定に係る意見の申

出について」です。この議案も全会一致にて可決されております。以上です。 

 

（教育総務部長）続きまして、市政に対する一般質問を受けておりますので、内容を私と学校教育部長

から説明させていただきます。別冊の平成２５年上尾市議会３月定例会市政に対する一般質問答弁要旨

をご覧ください。教育総務部につきましては、３名の議員から質問を受けております。５ペ－ジをお開

きください。井上茂議員より、上尾中学校の校舎改築スケジュ－ル等について質問いただいております。

平成２５年度に、上尾中学校は南校舎の実施設計を行い、平成２６年度の着工、平成２７年８月の竣工

を目指しております。上尾中学校には、武道場がありませんので、現在のプ－ルを解体し、その場所に

プ－ルを含めた武道場を建設いたします。その後、既存体育館を解体し、新体育館を建設いたします。

また、既存北校舎につきましても平成２５年度に大規模改造設計を行い、全ての事業について平成２７

年度竣工を目指しているところです。 

次に、８ペ－ジです。小川明仁議員からの質問の一部ですが、文化・芸術の振興策について質問いた

だいております。市民ギャラリ－と市役所ギャラリ－の一元的な管理について質問いただきました。現

在、市民ギャラリ－は生涯学習課の所管、市役所ギャラリ－は用地管財課の所管となっており、それぞ

れ使用の申し込みが異なっております。これらを教育委員会の所管とできないかという質問です。こち

らにつきましては、課題はありますが、利用する側にとって分かりやすいギャラリ－運営について検討

してまいりたいと答弁させていただきました。以上です。 

 

～学校教育部長挙手～ 

 

（学校教育部長）はい。学校教育部に関係する質問ですが、８名の議員から質問をいただいております。

内容といたしましては、現在の社会問題などを反映したものが多く質問されました。１ペ－ジをご覧く

ださい。田中元三郎議員からの質問ですが、アレルギ－による死亡事故が調布市でありましたので、給

食の安全と食物アレルギ－について質問いただきました。また、エピペンを常備している学校・施設に

ついて質問いただきましたが、アレルギ－児童が持参したエピペンを学校に常備していること、学校職

員が練習キット等による研修を行っていることを答弁いたしました。 

調布市の事故では、適切に心肺蘇生法を行うことができなかったことを受け、心肺蘇生法・AEDの研

修にアレルギ－の対応を含めるべきと提言いただきましたので、今後、各校で行う心肺蘇生法講習会の

際に食物アレルギ－についての内容を含めることを検討していく旨、答弁いたしました。 

続きまして、３ペ－ジをご覧ください。秋山もえ議員から特別支援学級の設置について質問いただき

ました。教育委員会では、昨年度、上尾市特別支援教育基本方針を策定いたしましたので、計画に基づ

き関係部署との連携を図りつつ推進していくことを答弁させていただきました。 

 １１ペ－ジをご覧ください。部活動での体罰による自殺が大阪市でありましたので、体罰に関する質
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問を斉藤哲雄議員と町田皇介議員からいただきました。こちらにつきましては、現状について答弁させ

ていただきました。埼玉県による調査の結果については、後ほど詳しく説明させていただきます。以上

です。 

 

 

～教育総務部長挙手～ 

 

（教育総務部長）はい。続きまして「報告２ 平成２６年成人式について」「報告３ 平成２４年度上

尾市公民館事業の実績について」「報告４ 平成２４年度あげお市政出前講座の実施状況について」に

つきましては、生涯学習課長、「報告５ 平成２４年度上尾市図書館運営状況について」につきまして

は図書館次長より報告いたします。 

 

～生涯学習課長挙手～ 

 

（生涯学習課長）はい。 

（委員長）お願いします。 

 

○報告２  平成２６年成人式について 

○報告３  平成２４年度上尾市公民館事業の実績について 

○報告４  平成２４年度あげお市政出前講座の実施状況について 

（生涯学習課長）教育長報告の３ペ－ジをお開きください。「報告２ 平成２６年成人式について」

の報告です。本年度の成人式ですが、平成２６年１月１２日、日曜日を予定しております。対象者が

約２，２００人と多いため、高崎線の東西に分け実施をいたします。当日のアトラクションや式典で

すが、成人代表者による実行委員会が企画担当する予定です。 

続きまして、４ペ－ジをお開きください。「報告３ 平成２４年度上尾市公民館事業の実績について」

です。公民館運営規則第１７条の規定に基づきまして公民館事業についての報告です。表のとおり、

年間１３７事業、延べ２１，２７３人に参加いただきました。詳細につきましては、６ペ－ジ以降に

各公民館の事業実績一覧がありますので、説明は割愛させていただきます。 

１８ペ－ジをご覧ください。「報告４ 平成２４年度あげお市政出前講座の実施状況について」の報

告です。あげお市政出前講座は、市が市民に対して学習機会を設けて生涯学習に関して、市民の積極

的な参加を促進するために実施している事業です。講座数は２７１件、参加者は１０，５２６名です。

１９ペ－ジ以降につきましては、講座のメニュ－一覧となっております。市民の方には、このメニュ

－表を見ていただいて、申し込みをしていただくことになっております。以上報告とさせていただき

ます。 

（委員長）ありがとうございました。 

 

 

～図書館次長挙手～ 

 

（図書次長）はい。 
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（委員長）お願いします。 

○報告５  平成２４年度上尾市図書館運営状況について 

（図書次長）別冊資料平成２４年度上尾市図書館事業報告をご覧ください。平成２４年度の事業実績

ですが、平成２４年７月に子どもの読書活動支援センタ－を開設いたしました。また、本の返却をし

やすいよう上尾駅西口ブックポストを新設いたしました。１０月から１１月にかけて、例年行ってい

る図書館まつりを図書館ボランティアと共催いたしました。次に平成２５年度実施目標を５点挙げて

あります。２番目の「あっぴぃぶっくるセット本配置の充実」ですが、５月２７日から市内全小・中

学校と平方幼稚園へ、本の長期貸し出しを開始いたします。児童・園児の図書への関心、読書活動の

推進を図るものです。 

 続きまして、図書館利用登録者数ですが、平成２５年４月１日時点において、１２１，５３３人の

登録となっております。昨年と比べまして、５，３９２人の増加となっております。次ペ－ジをご覧

ください。図書館資料の状況ですが、合計で５８０，７５４点所蔵してあります。最後のペ－ジをご

覧ください。館別利用者数及び資料貸出数ですが、利用者数の合計は、４４０，０３６人、貸出数の

合計は１，４５５，００６点です。昨年と比較いたしますと、利用者数は５４，４９７人、貸出数は

３６，８４３点と増加しております。理由といたしましては、平成２３年度の統計が、東日本大震災

の影響により減少していたことによるものです。一人当たりの年間貸出冊数は６．３９点となってお

ります。以上です。 

（委員長）ありがとうございました。 

 

 

 

～学校教育部長挙手～ 

 

（学校教育部長）はい。 

（委員長）お願いします。 

（学校教育部長）学校教育部関係ですが、報告６から報告１１までを、指導課長兼教育センタ－所長、

報告１２については学校保健課長より報告いたします。 

 

 

 

～指導課長長挙手～ 

 

（指導課長）はい。 

（委員長）お願いいたします。 

○報告６ 平成２５年度研究委嘱発表について 

○報告７ 市立幼稚園及び市立小学校運動会並びに市立中学校体育祭の日程について 

○報告９ 平成２４年度さわやか相談室相談員等の活動状況について 

○報告１０ 平成２４年度上尾市教育センタ－教育相談（不登校）の状況について 

○報告１１ 平成２４年度不登校児童生徒数及び不登校出現率について 

（指導課長）２３ペ－ジ「報告６ 平成２５年度委嘱研究発表について」を報告いたします。次ペ－
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ジ委嘱研究発表予定概要をご覧頂きたいと思います。現時点での予定ですが、西小学校から始まりま

して小学校７校、中学校４校で平成２４年度、平成２５年度委嘱の研究発表を行います。今年度も委

嘱研究発表へのご出席につきまして、よろしくお願いいたします。 

次に「報告７ 市立幼稚園及び市立小学校運動会並びに市立中学校体育祭の日程について」報告い

たします。次ペ－ジ運動会及び体育祭日程一覧のとおりとなります。当日は指導主事が随行させてい

ただく予定となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、「報告９ 平成２４年度さわやか相談室相談員等の活動状況について」報告いたしま

す。３０ペ－ジはさわやか相談室相談員の活動状況、３１ペ－ジはスク－ルカウンセラ－の活動状況

となっております。表中にはありませんが、さわやか相談室における、相談者の延べ人数は平成２３

年度に比べまして１３％増、中学生の相談延べ人数は１５％増加となっております。同じくスク－ル

カウンセラ－では、小学生で５５人の増加、中学生で２５９人の減少となっております。中学生にお

きましては不登校に係る相談が最も多い状況となっております。３２ペ－ジはさわやか相談室相談員

の一覧となっております。 

続きまして、「報告１０ 平成２４年度上尾市教育センタ－教育相談（不登校）の状況について」

報告いたします。３４ペ－ジをご覧ください。平成２４年度に上尾市教育センタ－相談員が受けた相

談件数です。平成２３年度と比較いたしますと延べ件数では２６０件ほど減少し、総数は３，１７１

件です。減少はしておりますが、まだ多くの相談が寄せられております。相談件数の多いものといた

しましては、不登校が１，３８２件、次に性格・行動に関するものが８５０件、学習・発達に関する

ものが６３４件となっておりおます。平成２３年度と比べまして、家庭生活に係る相談が多くなって

いることが読み取れます。不登校に関する相談ですが、教育相談延べ回数の約半数を占めております

が、平成２３年度と比較いたしますと、２８５件の減少です。不登校につきましては、学校復帰を目

指し、学校との連携を図り、さわやか相談室相談員やスク－ルソ－シャルワ－カ－の活用、教育セン

タ－に繋げる取組に努めております。平成２４年度は、教育センタ－の適応指導教室におきまして学

校復帰を図ってきた不登校児童生徒は１２名おりましたが、このうち、小学校では２名とも学校復帰

できました。また、中学校では９名が学校復帰し、１名が継続的に通級することができる状況となっ

ております。３５ペ－ジですが、平成２４年度における教育センタ－非常勤職員の配置となっており

ます。今年度におきましては、臨床（発達）心理士が教育心理専門員と職名を変更し、スク－ルソ－

シャルワ－カ－は２名の配置をしております。また、いじめ専用ダイヤル「いじめホットライン」を

開設し、相談連絡カ－ドを配布し、対応しているところです。 

続きまして、「報告１１ 平成２４年度不登校児童生徒数及び不登校出現率について」報告いたしま

す。表のとおり小学校では１名、中学校では５名の減少となっております。全体の出現率も前年に比

べて低いポイントでありました。各学校の不登校解消に向けた取組は勿論のことですが、教育センタ

－相談員、さわやか相談室相談員等による成果も大きいものであると考えているところです。今後も、

相談活動を推進することによりまして、不登校の減少に取り組んでまいりたいと考えております。以

上です。 

（委員長）ありがとうございました。 

 

 

 

 

～学校保健課長挙手～ 

（学校保健課長）はい。 

（委員長）お願いします。 
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報告１２ 産業医の委嘱について 

（学校保健課長）学校保健課です。教育長報告３７ペ－ジをご覧ください。「報告１２ 産業医の委

嘱について」です。２名の医師を委嘱しましたので報告いたします。内容説明にありますとおり、５

０人を超える教職員が在籍いたします上尾中学校と大石中学校について、労働安全衛生法の規定に基

づき選任いたしました。お一人は、あだち内科神経内科クリニックの足立喬子医師で、所属は上尾中

学校の再任です。もうお一方は、石橋内科クリニックの石橋勇医師で、所属は大石中学校です。なお、

任期は平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までです。以上です。 

（委員長）ありがとうございました。 

 

 

 

（教育長）先程、報告のあった、いじめに関する相談連絡カ－ドについて、指導課長より詳細を補足

説明いたします。（相談連絡カ－ド配布） 

（委員長）お願いいたします。 

 

～指導課長挙手～ 

 

（指導課長）はい。配布いたしましたカ－ドは、上尾市少年愛護センタ－と上尾市教育センタ－で作

成いたしまして、全児童生徒に配布しております。こちらは、新たに設置いたしましたいじめ相談に

特化した専用ダイヤル「子ども・いじめホットライン」や、専用メ－ル「子ども・いじめホットメ－

ル」に、いじめに関する悩みを気軽に相談していただけるよう作成したものです。次年度以降は、小

学校１年生に配布する予定です。以上です。 

（教育長）なお、相談連絡カ－ドには、昨年度最優秀賞の標語を載せてあります。 

それでは、いじめに関する報告及び、追加報告の体罰に係る調査の結果報告につきましては、後ほど

報告いたします。 

 

 

（委員長）ありがとうございました。報告につきまして、何か質問、意見等ありましたら、お願いい

たします。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）はい。 

（委員長）お願いいたします。 

（委員）この相談連絡カ－ドですが、よくできていると思います。前回の委員会でも質問が有ったか

とは思うのですが、現在の利用状況はいかがでしょうか。専用ダイヤルや専用メ－ルですと、非常に

利用される方が多いかと思うのですが。 

（指導課長）４月から運用開始いたしまして、現在のところ利用はありません。 
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（委員）悩んでいる子どもは、直接顔を見て相談などをすることが苦手ではないかと意識があるので

すが、この専用ダイヤル・専用メ－ルは気軽に利用できるのではないかと思います。この相談連絡カ

－ドですが、色も優しい感じで非常に良くできていると思います。 

（教育長）ありがとうございます。 

 

 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いします。 

（委員）公民館事業の実績ですが、大石公民館はどうして突出した人数なのですか。何か特別なこと

でもしているのでしょうか。 

（生涯学習課長）大石公民館まつりはコミ協と共催しており、その人数も含んでいるため延べ人数が

多くなっております。 

（委員）ありがとうございました。もう１点よろしいでしょうか。 

（委員長）はい。お願いします。 

（委員）３６ペ－ジの上尾市教育センタ－非常勤職員の配置ですが、スク－ルソ－シャルワ－カ－に

ついて先程、指導課長が今年度は２名と言われておりましたが、もう決まったのでしょうか。 

（指導課長）はい。決定し２名配置しております。 

（委員）わかりました。 

（委員）教育センタ－に常駐されるのでしょうか。 

（指導課長）日数は限られておりますが、男性１名、女性１名の配置となっております。 

（教育長）内容を詳しく説明いたします。 

（学校教育部長）スク－ルソ－シャルワ－カ－が２名となりました経緯ですが、２３年度には県から

１人、３日間の勤務で配置されておりました。家庭・学校と連携しながら対応しておりましたが、２

４年度から２日間の配置となり、多くの事案を処理することが困難となったため、市として１日分を

補填することといたしました。これにより、県からの配置が１人で２日間、市からの配置が１人で１

日間となり、併せまして２名の配置となっております。以上です。 

（委員）ありがとうございました。 

 

 

 

～委員挙手～ 

（委員長）はい。お願いします。 

（委員）一般質問からお伺いしたいのですが、田中元三郎議員からの質問で、エピペンについて答弁

をされていますが、エピペンを持参している生徒が在籍している学校はどちらでしょうか。 

（学校保健課長）はい。小学校４校、中学校３校の合計７校に８名が在籍しております。在籍の小学

校ですが、大谷小学校、尾山台小学校、瓦葺小学校、今泉小学校となります。中学校ですが、大石中

学校、上平中学校、南中学校です。以上です。 
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（委員）質問をさせていただきます。まず１点目、図書館事業の平成２５年度実施目標を記載してい

ただいております。各種サ－ビスを継続していただくのは当然として、私個人といたしましては、新

しい図書館は大変必要だと思っております。⑤に新中央図書館機能等の検討とありますが、具体的に

スケジュ－ルなど検討しているのでしょうか。 

（図書館長）新中央図書館ですが、島村市長のマニフェストにより検討してまいりました。今年度に

つきまして、図書館の規模ではなく、どのような機能が相応しいのか、どのようなサ－ビスを提供し

ていくのか、また、どのような形で市民の皆様にご協力いただきながら改善をしていけるのか、この

ような部分を取りまとめ、蓄積することにより、新中央図書館構想を考えていきたいと考えておりま

す。 

（教育総務部長）補足で説明をさせていただきます。現在、市では企画財政部を中心といたしまして、

学校も含めた公共施設について「大規模改修するのか、延命するのか、または統廃合していくのか」

を今年度、来年度の２年間かけて検討し、報告する予定となっております。 

（委員）これからの２年間ですか。 

（教育総務部長）そのとおりです。全体を改修する場合の試算は出ておるのですが、施設を個別に見

て改修が適切なのか、延命なのかと検討しております。図書館につきましては、改築する方向ではあ

りますが、用地の問題などもありますので、今後どのような方向が相応しいのか検討していく予定で

す。 

（委員）わかりました。ありがとうございます。当然予算の事もありますので、企画財政部の立場も

あるでしょうが、教育委員会として是非必要であると主張していただくようお願いいたします。 

 

 

 

（委員）続いて１点質問させていただきます。報告９のさわやか相談室の活動状況についてですが、

相談の人数等は分かるのですが、相談内容としてさわやか相談員で解決する事例と、学校、校長など

と協力して解決する事例について、教育委員会では把握されていますか。 

（学校教育部長）さわやか相談室に寄せられた相談につきましては、子どもへの対応などを業務報告

としてあげております。この業務報告を、校長、教頭、主幹教諭のうち、必ず２名が確認し、コメン

トを入れることにより、学校との連携を図っております。また、教育センタ－職員が、学校を訪問し

さわやか相談員との連携を図っております。 

（委員）ありがとうございました。 

 

 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員どうぞ。 

（委員）いじめ問題や不登校問題などで、上尾市はさわやか相談室や教育センタ－の相談部門などに

かなり力を入れていただいており、子ども達もすごく恵まれていると思います。不登校や自殺を考え

たときに本で救われたという話をよく耳にします。この本で救われるという事実を受けて、教育セン

タ－の作成したカ－ドの他にも新中央図書館機能等の検討で、なにか具体的なものがあると良いと思

っています。 
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（教育長）「あっぴぃぶっくるセット本」について、詳細な説明をしてください。 

 

～図書館次長挙手～ 

 

（委員長）図書館次長お願いします。 

（図書次長）お話に有りましたように、子ども達に広く本を広めることと、本に興味を持ってもらう

ため、上尾市では子ども達に広く読書の情報を発信する中心として、富士見小学校の中に子どもの読

書活動支援センタ－を昨年の７月に開設いたしました。また、子ども達に多くの図書に触れていただ

くために、各学校をブロックごとに分け、小学校９０冊、中学校３０冊、幼稚園３０冊の本を貸し出

して巡回する事業を５月２７日から始める予定です。各学校では、図書購入にかかる予算も限られて

いることもあり、この図書館からの貸し出しを受けることにより、授業に必要な図書を揃え、子ども

達に還元していく事業です。また、子どもの読書活動支援センタ－ですが、常勤の職員１名、支援員

２名で各学校に出向き、子ども達に本の読み聞かせを行うことや、先生達に読み聞かせの指導を行っ

ております。子ども達に早いうちから本に触れていただいて、本への興味を持ってもらうための事業

です。 

（図書館長）補足の説明をさせていただきます。この「あっぴぃぶっくるセット本」ですが、小学校

は低学年３０冊、中学年３０冊、高学年３０冊で構成される、９０冊のセットを３カ月から４カ月程

度で学校をロ－テ－ションしていくものです。このセットは、すべて内容が異なりまして、子どもた

ちはセットが交換されるたび新しい本に触れることができるものです。中学校は３０冊のセットです

が、すべて読み物を紹介したいと考えております。幼稚園につきましては３０冊で絵本を考えており

ます。また、４ヶ月検診時にブックスタ－ト事業を実施しており、幼い頃から本に触れることが出来

るよう事業を行っております。これらのことが、委員の言われたことに繋がって行くのではないかと

考えております。 

 

 

 

（委員長）ありがとうございました。それでは、続きまして、今後の日程報告をお願いします。 

 

日程第６今後の日程報告 

（総務課長）今後の日程報告です。４月２６日上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会の理事会と定

期総会があります。出席をお願いいたします。５月８日、埼玉県南部地区教育委員会連合会理事会及

び総会が川口市フレンディアで行われますので出席をお願いいたします。５月２３日教育委員会５月

定例会が１３時３０分から行われます。出席をお願いいたします。５月２５日に中央小学校、東小学

校、西小学校、東町小学校、２６日に芝川小学校の運動会があります。こちらも出席をお願いいたし

ます。５月２８日埼玉県市町村教育委員会連合会の総会が秩父市ミュ－ズパ－ク音楽堂で行われます。

５月３１日関東甲信越静市町村教育委員会連合会の総会及び講演会がつくば国際展示場で行われます。

出席をお願いいたします。 

（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、意見、ご要望がありましたら、お願

いいたします。 

（委員長）よろしいでしょうか。それでは、ここからは、非公開の会議といたします。 
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－－－－－－－－－－－－－－－－〔以下、非公開の会議〕－－－－－－－－－－－－－－－－ 

日程第７教育長報告 

（委員長）ここからは、非公開の会議といたします。 

 

～学校教育部長挙手～ 

○報告８ いじめに関する状況調査結果について 

○追加報告 埼玉県からの体罰調査結果について 

（学校教育部長）はい。それでは「報告８ いじめに関する状況調査結果について」は、指導課長から、

「追加報告 埼玉県からの体罰調査結果について」は学務課長より報告いたします。 

（委員長）はい。お願いいたします。 

 

 

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

日程第８閉会の宣告 

（委員長）それでは、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４月定例会を閉会いたします。お疲れさまでありました。 

 

 

 

 

 


