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平成２５年上尾市教育委員会６月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２５年６月２７日（木曜日） 

開会 午後２時１分 

閉会 午後３時１０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 ５月定例会会議録の承認 

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２２号 上尾市社会教育委員の委嘱・任命について    

【原案可決：議決第２２号】 

議案第２３号 上尾市立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱・任命について  

 【原案可決：議決第２３号】 

 日程第５ 教育長報告 
報告１  平成２４年度行政文書の公開に係る実施状況について 

報告２  平成２４年度上尾市学校安全パトロ－ルカ－事業運行実績について 

報告３  上尾市人権教育推進協議会委員の委嘱・任命について 

報告４  上尾市社会教育指導員の委嘱について 

報告５  市制施行・体協創立５５周年記念 

第２６回２０１３上尾シティマラソンの開催について 

報告６  上尾市立小・中学校通学区域検討協議会委員の委嘱・任命について 

報告７  上尾市市制施行５５周年  
第２０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 

 

日程第６ 今後の日程報告 

日程第７ 教育長報告 

報告８  平成２５年度上尾市立小・中学校学力調査結果について 

報告９  いじめに関する状況調査結果について 

 

日程第８ 閉会の宣告 
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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６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 前回会議録の承認 

（委員長）「日程第２ 前回会議録の承認について」です。５月定例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、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「異議なし」の声～ 

 

 

（委員長）異議ないものと認め、甲原委員に署名をいただき、会議録といたします。 

 

 

日程第３ 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、吉田委員にお願いいたします。 

 

（委員）はい。 
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日程第４ 議案の審議 

 

○ 議案第２２号 上尾市社会教育委員の委嘱・任命について 

（委員長）続きまして、「日程第４ 議案の審議」です。本日は２件の議案が提出されております。

最初に「議案第２２号 上尾市社会教育委員の委嘱・任命について」説明をお願いします。 

 

（教育長）議案第２２号につきましては、生涯学習課長より説明いたします。 

 

～生涯学習課長挙手～ 

 

（生涯学習課長）はい。それでは、議案書の１ペ－ジをお開きください。「議案第２２号 上尾市社

会教育委員の委嘱・任命について」です。提案理由といたしましては、社会教育委員に欠員が生じま

したので、その後任として委嘱・任命したいのでこの案を提出するものです。社会教育委員の活動に

つきましては議案資料の１ペ－ジをご覧ください。社会教育法に基づく委員で、任期は２年。しかし

ながら、今回は欠員の後任となりますので、前任者の残任期間、平成２６年６月３０日までの任期と

なっております。活動ですが、昨年度は会議２回、自主研修会を１回開催しておりまして、今年度も

同様の活動を予定しています。以上です。 

 

（委員長）議案第２２号につきまして、説明いただきましたが、質疑、意見はありますか。 

 

～委員全員から「なし。」の声～ 

 

（委員長）ないようですので、これより採決いたします。「議案第２２号 上尾市社会教育委員の委

嘱・任命について」原案どおり可決することに異議はありませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（委員長）異議がないものと認め、原案どおり、可決いたしました。 
 

 

 

○議案第２３号 上尾市立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱・任命について 

（委員長）続きまして、「議案第２３号 上尾市立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱・任命につ

いて」説明をお願いします。 

 

（教育長）議案第２３号につきましても、引き続き生涯学習課長が説明申し上げます 
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～生涯学習課長挙手～ 

 

（生涯学習課長）説明をさせていただきます。議案書の２ペ－ジをお開きください。「議案第２３号 

上尾市立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱・任命について」です。提案理由といたしまして、上

尾市立人権教育集会所運営委員の任期が、平成２５年３月３１日で満了しましたことに伴い、上尾市

立人権教育集会所運営委員会規則第３条第２項の規定に基づき、議案の一覧表にあります方々を委

嘱・任命したいのでこの案を提出するものです。人権教育集会所運営委員の活動につきましては、議

案資料の２ペ－ジをご覧ください。人権教育集会所運営委員会規則に基づく委員で、任期は２年。今

回委嘱・任命したい委員の任期は平成２７年３月３１日までです。昨年度は畔吉・原市とも２回の会

議を開催し、本年度も同様の予定です。以上です。 

 

 

（委員長）ありがとうございました。議案第２３号につきまして、説明いただきましたが、質疑、意

見はありますか。 

 

～委員全員から「なし。」の声～ 

 

（委員長）以前、委員からの発言で各委員の委嘱・任命については、資料等の添付をお願いしたため、

今回の議案資料を作成していただいたと理解しておりますが、委員いかがでしょうか。 

 

（委員）大変分かりやすいと思います。ありがとうございました。 

 

 

（委員長）それでは質問等もないようですので、これより採決いたします。「議案第２３号 上尾市

立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱・任命について」原案どおり可決することに異議はありませ

んか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（委員長）異議がないものと認め、原案どおり、可決いたしました。 
 

 

 

 

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。 
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○報告８及び報告９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、９件の報告を通知しておりますが、そのうち、「報告８ 平

成２５年度上尾市立小・中学校学力調査結果について」と「報告９ いじめに関する状況調査結果につ

いて」は、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。よろしくお願いい

たします。 

 

（委員長）ただ今、教育長から、報告８及び報告９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「異議なし」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８及び報告９を除く７件の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２４年度行政文書の公開に係る実施状況について 

（教育総務部長）それでは、教育長報告をご覧ください。１ペ－ジから報告いたします。「報告１ 平

成２４年度行政文書の公開に係る実施状況について」を総務課長より報告をいたします。 

 

～総務課長挙手～ 

 

（委員長）総務課長お願いします。 

 

（総務課長）「平成２４年度行政文書の公開に係る実施状況について」ですが、次の２ペ－ジから９

ペ－ジのとおり取りまとめましたので報告するものです。 

 上尾市では平成１１年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

ろです。２４年度の情報公開請求については上尾市全体で７１件あり、うち教育委員会分は２４件あ

りました。２ペ－ジに実施状況がありますが、情報公開請求及び申出を合わせて２４件あり、うち全

部公開は６件、部分公開は８件、非公開が１０件となっております。部分公開の理由については８件

中７件が個人情報部分、１件が一部の文書が不在のためです。非公開の理由については全てにおいて

文書が存在しなかったためです。以上です。 

 

 

（委員長）ありがとうございました。 
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～学校教育部長挙手～ 

 

（委員長）学校教育部長お願いします。 

 

○報告２ 平成２４年度上尾市学校安全パトロ－ルカ－事業運行実績について 

（学校教育部長）「報告２ 平平成２４年度上尾市学校安全パトロ－ルカ－事業運行実績について」

を学校保健課長より報告をいたします。 

 

～学校保健課長挙手～ 

 

（委員長）学校保健課長お願いします。 

 

 

（学校保健課長）教育長報告の１０ペ－ジをご覧ください。「平成２４年度上尾市学校安全パトロ－ル

カ－事業の運行実績」を掲載したので参照いただければと思います。例年と比較し、運行実績について

は、大きな変化はありません。なお、２４年度末現在で、青色回転灯を点灯するために必要な実施者証

の取得者が２,２８６名と、埼玉県内ではトップクラスの登録者となっています。成果として、児童生

徒の交通事故が、２３年度の４５件から、２４年度の３８件へ減少しています。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、２３年度２６件、２４年度２４件と

減少傾向にあります。今後に向けても、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

してまいりたいと思います。以上、報告させていただきます。 

 

 

（委員長）ありがとうございました。 

 

 

 

～教育総務部長挙手～ 

 

（委員長）教育総務部長お願いいたします。 

 

○報告３ 上尾市人権教育推進協議会委員の委嘱・任命について 

○報告４ 上尾市社会教育指導員の委嘱について 

○報告５ 市制施行・体協創立５５周年記念 第２６回２０１３上尾シティマラソンの開催について 

（教育総務部長）はい。１１ペ－ジ以降になりますが、「報告３ 上尾市人権教育推進協議会委員の

委嘱・任命について」、「報告４ 上尾市社会教育指導員の委嘱について」につきましては生涯学習課

長、「報告５ 市制施行・体協創立５５周年記念 第２６回２０１３上尾シティマラソンの開催につい

て」につきましてはスポーツ振興課長より報告いたします。 

 

～生涯学習課長挙手～ 
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（委員長）生涯学習課長お願いいたします。 

 

（生涯学習課長）それでは教育長報告の１１ペ－ジをお開きください。「教育長報告３ 上尾市人権

教育推進協議会委員の委嘱・任命について」です。この協議会の委員の任期が平成２５年３月３１日

で満了しましたので、１２ペ－ジの名簿のとおり、新たに委嘱・任命を行うものです。次ペ－ジをお

開きください。要綱設置の協議会で、任期は２年となっております。昨年度は会議を３回、自主研修

会を１回実施しており、合計４回の活動を実施しております。今年度におきましても同様の活動を予

定しております。 

 

（生涯学習課長）続きまして、教育長報告１５ペ－ジをお開きください。「教育長報告４ 上尾市社

会教育指導員の委嘱について」です。お願いしておりました石田幸代指導員が一身上の都合で退任す

ることに伴い、後任として、武田晴名さんを委嘱するものです。任期は前任者の残任期間ということ

で平成２６年３月３１日までとなります。勤務地は上平公民館です。以上です。 

 

 

 

（委員長）ありがとうございました。 

 

 

 

～スポーツ振興課長挙手～ 

 

（委員長）スポーツ振興課長お願いします。 

 

（スポーツ振興課長）教育長報告の１７ペ－ジをご覧ください。「報告５ 市制施行・体協創立５５

周年記念 第２６回２０１３上尾シティマラソンの開催について」説明いたします。６月６日に上尾

市シティマラソン実行委員会が開催され、本年のシティマラソンの要綱が定まりましたので報告いた

します。 

本年につきましては、上尾市市制及び上尾市体育協会創立５５周年と記念の年に当たりますことか

ら、市制施行・体協創立５５周年記念の冠の大会とさせていただいております。期日につきましては、

平成２５年１１月１７日日曜日、例年１１月の第３日曜日にシティマラソンを開催しており、市民に

周知されていることから、今年度も第３日曜日に開催するものです。開会式は例年通り午前８時４５

分となります。 

主催は、上尾市、上尾市教育委員会、上尾市体育協会、一般財団法人埼玉陸上競技協会です。 

会場は、埼玉県上尾運動公園陸上競技場をスタ－ト・フィニッシュとする上尾市内折り返しコ－ス

となります。ハ－フは公益財団法人日本陸上競技連盟公認コ－スです。 

参加資格は、健康で制限時間内に完走できる者、未成年者は保護者が認めた者となります。 

種目は、ハ－フ、５キロ、３キロの３種目を行う予定です。 
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申し込み期間は、平成２５年８月１５日木曜から９月１９日木曜としております。 

参加料といたしまして、一般、大学生、高校生が３，５００円、中学生が１，０００円、小学校５

年生、６年生が５００円となります。 

今年度は記念の大会であることから、参加人数を例年より２００人増やしておりまして、一般参加

者８，５００人、これに大学生の招待選手を合わせますと９，５００人規模の大会になる予定です。 

また、５５周年記念表彰を計画しているところです。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～ 

 

（委員長）学校教育部長お願いいたします。 

 

 

○報告６ 上尾市立小・中学校通学区域検討協議会委員の委嘱又は任命について 

○報告７ 上尾市市制施行５５周年 第２０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 

（学校教育部長）はい。「報告６ 上尾市立小・中学校通学区域検討協議会委員の委嘱・任命につい

て」につきましては学務課長、「報告７ 上尾市市制施行５５周年 第２０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」につきましては指導課長より報告いたします。 

 

～学務課長挙手～ 

 

（委員長）学務課長お願いします。 

 

（学務課長）それでは、恐れ入りますが教育長報告１８ペ－ジをお開きください。このたび、上尾市

立小･中学校通学区検討協議会委員の任期が、平成２５年６月３０日で満了することに伴い、上尾市小･

中学校通学区検討協議会設置要綱第３条第２項の規定により新たな委員の委嘱・任命を行うものです。

１９ペ－ジをご覧ください。まず市議会議員である１号委員には、文教経済常任委員会委員長の道下

議員および同委員会副委員長の秋山議員を委嘱いたします。事務区長代表である２号委員としては、

上尾地区区長会会長の太田崇雄様をはじめ、合計で１０名の区長さんを委嘱いたします。小中学校校

長代表の３号委員には、小中校長会会長を任命いたします。小中学校ＰＴＡ代表である４号委員には、

ＰＴＡ連合会から名簿でお示しした２名の方を委嘱いたします。なお、いずれも任期は平成２７年６

月３０日までとなります。本年度につきましては、７月４日に第１回の検討協議会を行う予定で、昨

年度から懸案となっている、調整区域等の通学区域などについて、意見をいただく予定です。以上で

す。 
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（委員長）ありがとうございました。 

 

 

～指導課長挙手～ 

 

（委員長）指導課長お願いします。 

 

（指導課長）「報告７ 第２０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。このたびは、上尾市制施行５５周年を記念し、冠した研修となっております。去る６月１

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。資料２１ペ－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」と規定されてありますので、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、大石南中学校の応募者が１名でありましたので、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、大石南中学校と大谷中学校につきま

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８名 女子１４名 計２２名を決定いたしま

した。２２ペ－ジをご覧ください。引率者ですが、団長は指導課長である私が拝命いたしました。

副団長は上尾市中学校長会会長である上尾中学校の山﨑 泰宏校長、引率教諭として上平中学校の

山田 史子教諭と東中学校向原分校の井村 花子教諭、渉外として指導課 穐山 孝幸指導主事が

引率いたします。以上、報告いたします。 

 

 

 

（委員長）ありがとうございました。 

 

 

 

（教育長）報告８及び報告９については、後ほど報告させいただきます。以上です。よろしくお願いし

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、意見等ありますか。  

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いいたします。 
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（委員）先程の各委員の委嘱・任命についてですが、規則、要綱により規定とありますが何が違うの

でしょうか。 

 

～教育総務部長挙手～ 

 

（委員長）教育総務部長お願いします。 

 

（教育総務部長）規則につきましては、法令に違反しない範囲で定めることの出来る自治法規となっ

ております。また、要綱は、実務上の処理基準とされております。人権集会所運営委員につきまして

は、集会所が条例により設置されており、運営委員会について教育委員会で定めるとされているため、

教育委員会規則で規定しております。また、人権教育推進協議会委員の設置につきましては、法令に

よるものではないのですが、資料に挙げました人権に係る研究・協議を行う実務組織ですので、上尾

市においては要綱により設置しております。 

 

（委員）ありがとうございました。 

 

 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いいたします。 

 

（委員）教育長報告の２ペ－ジ以降に、行政文書の公開実施状況が個別に大変分かりやすく載せてい

ただいております。請求が上尾市教育研究会と大石小学校に集中していますが、教育委員会事務局と

してどのように分析されていますか。 

 

（教育長）よろしいでしょうか。 

 

（委員）はい。 

 

（教育長）当時、上尾市教育研究会が改革を行っていた時期にあたりまして、様々な事柄について、

小学校長会などと協議・調整を行っておりました。上尾市教育研究会長であった方が、大石小学校の

校長をしていたため、その改革についての詳しい経緯などの開示を求められたものと認識しておりま

す。 

 

（委員）ありがとうございました。 

 

 

 

～委員挙手～ 
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（委員）よろしいでしょうか。 

 

（委員長）よろしくお願いします。 

 

（委員）１０ペ－ジの学校安全パトロ－ルカ－の実績についてですが、非常に沢山の方々のご協力で

運行されているのを拝見し、安心したことと、子どもたちが多くの見守りの中で過ごさせて貰ってい

ることが伝わってまいりまして、感謝の気持ちで一杯です。そこで、今回の報告は運行実績について

なのですが、パトロ－ル中の事件だとか、事故などはありましたでしょうか。 

 

～学校保健課長挙手～ 

 

（学校保健課長）大きな事件・事故は無かったのですが、左折の際に内輪差で車体を擦ってしまった

事故が３件ありました。こちらにつきましては、校長会などで逐次報告させていただいております。

暴力事件等につきましては、パトロ－ル担当者に車両から出ず、警察に連絡するように研修会におい

て指導しておりますので、事件等に巻き込まれたという報告はありません。 

 

（委員）わかりました。ありがとうございます。 

 

（委員）よろしいでしょうか。このパトロ－ルカ－が抑止力になり、随分事件・事故が減ったと聞い

ておるのですが、まだまだ見ておりますと、高校生などが自転車に乗りながら携帯をいじくっていた

り、電話をしていたり大変危険ではないかと思うのですが、青色パトロ－ルカ－はこのようなケース

を注意したりは出来ないのでしょうか。 

 

（学校保健課長）青色パトロ－ルカ－については、警察のように取り締まる権限は無く、なかなか難

しいところです。しかしながら、大人として注意をすることは可能です。ただ、煙草を吸っている高

校生などについては、パトロ－ルカ－を降りている時に起きた事故には保険が利かないため、警察等

に通報するよう指導しております。また、警察から逐次、防犯情報が入ってまいりますので、学校保

健課より少年愛護センタ－に情報提供しております。少年愛護センタ－の夜間パトロ－ルは月５回行

っておりまして、こちらは車から降りて直接注意、指導を行っております。 

 

（委員）わかりました。ありがとうございます。 

 

 

 

（委員）質問させていただきます。昨年、一昨年にも同じような質問をさせていただいたのですが、

海外派遣研修についてなのですが、私はこの事業を大変意義のあるものだと考えておりまして、是非

研修生には、他の在校生にこの事業について広く開示をしていただいき、見聞を広める機会があるこ

とを告知していただきたいと考えております。この派遣される男女に差があるのは、男子の応募が少

ないということでしょうか。 

 

（指導課長）学校におきましては、男子女子に係らず広報をしておりますが、男子の応募が少ない状
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況です。部活動など諸々の事情が有るかとは思いますが、男子にも参加して貰えるよう、指導課とい

たしましては事業を進めて行きたいと考えております。 

 

（教育長）よろしいでしょうか。派遣された生徒につきましては、研修後、必ず経験してきたことに

ついて、報告会をするようにしております。また、周知についてですが、今回、結団式において、生

徒の決意表明と共に保護者の発言があったのですが、その発言を聞いておりますと、この研修がとて

も良い経験になると認識されているようでしたので、各家庭へ、この事業の浸透は出来ていると思い

ます。しかしながら、結果として男子生徒の応募が少なくなっております。 

 

（委員長）ありがとうございました。 

 

（委員長）その他質問等ありますでしょうか。 

 

 

 

日程第６今後の日程報告 

（委員長）それではないようですので、つづきまして今後の日程報告をお願いします。 

 

～総務課長挙手～ 

 

（委員長）総務課長お願いします。 

 

（総務課長）今後の日程報告をいたします。７月４日上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会による

視察研修を行いますので参加をお願いします。当日は上尾市役所北側駐車場に６時５０分集合でお願

いします。視察先ですが、杉並区の「ゆう杉並」をメインとしたものです。７月２３日第８回上尾市

吹奏楽演奏会が文化センタ－で開催されます。７月２５日教育委員会７月定例会を１４時から開催し

ます。予定は以上です。 

 

（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。 
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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。非公開の会議の中におきまして、報告することと

決定いたしました報告８及び報告９について、よろしくお願いいたします 

 

 

 

○報告８ 平成２５年度上尾市立小・中学校学力調査結果について 

○報告９ いじめに関する状況調査結果について 

－－－－－－－－－－－－－－－－〔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６月定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 


