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平成２５年上尾市教育委員会７月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２５年７月２５日（木曜日） 

開会 午後２時１分 

閉会 午後２時４９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 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 

学校教育部指導課主幹 太田光登 

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 ６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２４号 上尾市図書館協議会委員の委嘱・任命について    

【原案可決：議決第２４号】 

 日程第５ 教育長報告 
報告１  平成２５年上尾市議会６月定例会について 

報告２  上尾市登録文化財の登録（中平塚の祭りばやし）について 

報告３  平成２５年度後期の文化芸術関係催事予定について 

報告４  平成２５年度上尾市中学校体育大会兼学校総合大会上尾市予選会の結果について 

 

日程第６ 今後の日程報告 

日程第７ 教育長報告 

報告５  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７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。６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、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、岡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２４号 上尾市図書館協議会委員の委嘱・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１件の議案が提出されております。「議

案第２４号 上尾市図書館協議会委員の委嘱・任命について」説明をお願いします。 

 

（教育長）議案第２４号につきましては、図書館次長より説明いたします。 

 

～図書館次長挙手～ 

 

（図書館次長）議案書の１ペ－ジをお願いいたします。「議案第２４号 上尾市図書館協議会委員の

委嘱・任命について」説明をいたします。提案理由といたしまして、上尾市図書館協議会委員の任期

が平成２５年７月３１日で満了することに伴い、図書館法第１５条の規定により、議案１ペ－ジの

方々を委嘱・任命したいので、この案を提出するものです。任期は平成２５年８月１日から平成２７

年７月３１日までの２年間です。また、議案資料ですが、設置、職務、任命、定数、任命基準、任期

に係る関係法規を抜粋いたしました。７、８には昨年の活動と今年度の活動予定を記載しております。

以上です。 

 

 

（委員長）ありがとうございました。議案第２４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。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いいたします。 

 

（委員）再任の方が数名いらっしゃいますが、一番長い方で何年くらい委員をされているのですか。 

 

（図書館次長）一番長く委員を委嘱されている方で、今回委嘱されまして９期目になります。 

 

（委員）ありがとうございました。 

 

（委員長）他に質疑、意見はありますか。 
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～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２４号 上尾市図書館協議会委員

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。 

 

 

○報告５に関する会議を公開しないことについて 

（教育長）本日は、報告としまして、５件の報告を通知しておりますが、そのうち、報告５の「いじめ

に関する状況調査結果について」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。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５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５を除く４件の報告をお願いします。 
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～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）それでは、教育長報告の１ペ－ジをご覧いただきたいと思います。「報告１ 平成２

５年上尾市議会６月定例会について」を報告させていただきます。全体について、教育総務部次長より

報告をいたします。 

 

～教育総務部次長挙手～ 

 

（委員長）教育総務部次長お願いいたします。 

 

 

○報告１  平成２５年上尾市議会６月定例会について 

（教育総務部次長）「報告１ 平成２５年上尾市議会６月定例会について」報告いたします。６月４

日火曜日に開会され、６月２０日木曜日までの会期１７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６月７日金曜日、午前９時半から第一委員会室において開催され、

議案審議に先立ち中央小学校の校舎改築事業の進捗状況を現地調査したあと、付託されていた「平成

２５年度一般会計補正予算」と「工事請負契約の締結について」の２件について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委員会を終了いたしました。なお、議会最終日の６月

２０日に全議案の採決が行われ、教育長報告１ペ－ジに記載された通り３議案は、可決されました。

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。 

 

 

（委員長）ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

～教育総務部長挙手～ 

 

 

（教育総務部長）それでは、別冊になりますが「市政に対する一般質問 答弁要旨」をご覧ください。

全体といたしまして１０名、他部との関連で２名、合わせて１２名の議員から質問をいただきました。 

教育総務部に関係する質問ですが、浦和議員からスポ－ツ振興について質問いただきました。内容と

いたしましては、学校開放に関係する施設の改善を求められたものです。特に学校開放用のトイレが老

朽化しておりますので、計画的な改修・設置について要望・質問を受けたものです。 

 また、星野議員から公民館の設備・機器に関する質問を受けております。公民館設備・機器類に２０

年以上経過した古いものがありますので、利用者の方々の要望を聞きながら、更新していきたいと答弁

させていただきました。以上です。  
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～学校教育部長挙手～ 

 

 

（学校教育部長）続きまして、学校教育部関係ですが、お手元の目次をご覧ください。６月１１日の深

山議員「教育関連について」、長沢議員「子ども達の安心・安全を進めるために」、道下議員「未来の大

切な子どもたちの希望を持てる上尾市へ」、６月１２日の清水議員「教育問題について」、池野議員「読

書活動の現状について」、６月１３日の星野議員「円安がもたらす、行財政並びに市民への影響につい

て」、鈴木議員「不登校対策について」、６月１４日の伊藤議員「学校給食について」の８名から質問い

ただきました。 

 特に、深山議員から「スマホ、携帯のフィルタリングについて啓発を行っていくべきではないか」「コ

ミュニケ－ションの低下が叫ばれる中、他とのつながりをもっと深めていくべきではないか」というこ

と、また、小・中学校の運動会、体育祭を春と秋に実施しておりますが、１学期に統一してはどうかと

意見いただき、答弁させていただきました。 

 長沢議員の「子ども達の安心・安全を進めるために」では、通学路対策について質問いただきました。

取組といたしまして、昨年、通学路の点検、選定を行い今年度予算化されておりますので、今後の事業

と合わせて答弁いたしました。 

道下議員の「未来の大切な子どもたちの希望を持てる上尾市へ」についてですが、教育関連といた

しまして、要保護児童、就学援助などの対応について答弁させていただきました。「障がい児の現状と

課題・対策」については、昨年度、特別支援教育の基本方針を策定したことを答弁いたしました。「在

日外国人の子どもたちの現状と課題・対策」につきましては、特に言語で問題を生じている子どもに

ついては、日本語補助員を配置しておりますので対応について答弁しております。 

清水議員の「経済格差を教育格差にしないために」ですが、道下議員と同じような質問をいただき

ました。 

池野議員「読書活動の現状について」ですが、児童生徒の１日あたりの平均読書時間、蔵書数等に

ついて質問されると共に、上尾市として表彰等の実績について質問いただきました。文科省の表彰を

受けた実績があること等、答弁いたしました。 

星野議員の「円安がもたらす、行財政並びに市民への影響について」は、給食費の問題が取り上げ

られております。材料等が高騰する中で、現在、給食費の中で最大限安心・安全な美味しい給食を作

る努力をしていることを答弁いたしました。値上げにつきましては、消費税率の上昇等を見据えて検

討していくことをお答えいたしました。 

鈴木議員の「不登校対策について」ですが、大学生等ボランティアの協力をもっと活用するべきで

はないかと意見いただきました。埼玉県にスチュ－デントサポ－タ－制度があり、現在、上尾市には

５名のスチュ－デントサポ－タ－がおりますので、この制度についてお答えしております。 

伊藤議員の「学校給食について」ですが、給食費未納の補填について質問いただきました。補填は

していないこと、年度末の会計の締めをもって、日々運営できる体制を整えておりますので、未納等

がありましても、運営できることを答弁いたしました。また、給食室のエアコン設置につきましては、

今後、ドライ化等と併せ検討しており、現在は職員が熱中症にならないよう対策を取りながら業務に

あたっている事をお答えしました。以上です。 
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（教育総務部長）続きまして、「報告２ 上尾市登録文化財の登録について」「報告３ 平成２５年度

後期の文化芸術関係催事予定について」を生涯学習課長より報告いたします。 

 

～生涯学習課長挙手～ 

 

（委員長）生涯学習課長お願いいたします。 

 

 

○報告２ 上尾市登録文化財の登録（中平塚の祭りばやし）について 

○報告３ 平成２５年度後期の文化芸術関係催事予定について 

（生涯学習課長）教育長報告の２ペ－ジをお開きください。「報告２ 上尾市登録文化財の登録（中

平塚の祭りばやし）について」です。上尾市文化財保護条例第５条第３項及び第７条の規定に基づき、

中平塚の祭りばやしを上尾市登録文化財に登録し、その保持団体として中平塚囃子連を認定しました

ので、報告します。今回の登録により、上尾市登録文化財は３８件、祭りばやしについては１５件の

登録となりました。 

詳細につきましては、３、４ペ－ジをご覧ください。登録文化財制度につきましては、５、６ペ－

ジをお開きください。１の趣旨の３行目にありますように、登録文化財は、指定文化財に比べて、登

録手続きや現状変更についての要件が緩和されているという特徴があります。これにより、実情に合

わせながら幅広く、かつ柔軟な文化財保護施策の展開が行うことができます。現在、類例の多いもの

や近代以降の所産であるものを中心に登録を進めています。３の対象と選定基準の最後から４行目に

ありますように、有形民俗文化財の石造物、無形民俗文化財の民俗芸能・民俗行事、有形文化財の市

史編さん事業で収集した歴史資料などのほか、永続性の低いものも含めて登録を進めていくことを考

えております。以上です。 

 

 

 

 

 

 

（生涯学習課長）続きまして、「報告３ 平成２５年度後期の文化芸術関係催事予定について」です。

９ペ－ジに詳細がありますのでお開きください。１の上尾市美術展覧会ですが、本年度は市制施行５

５周年記念であり、また第４５回の記念展覧会となっております。内容は、日本画、洋画、立体造形、

工芸、書、写真の６部門で、書が市民ギャラリ－、その他はコミュニティセンタ－を会場に実施する

ものです。会期は１０月２２日から２７日までとなっています。 

２の上尾市民音楽祭です。本事業も市政施行５５周年記念事業として実施します。音楽祭は３部門

に分かれて実施し、合唱祭は１１月４日に文化センタ－で、邦楽祭は年が明けて２月１５日にコミュ

ニティセンタ－で、吹奏楽・器楽祭は２月１６日に文化センタ－でそれぞれ実施します。 

３の上尾市文化芸術祭です。この事業は、上尾市文化団体連合会の主催事業となります。加盟１２

団体による公演と展示を１１月２日から４日にかけて、コミュニティセンタ－で行うものです。具体

的な日程につきましては、１０ペ－ジを参照いただければと思います。以上です。 
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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。 

 

（学校教育部長）「報告４ 平成２５年度上尾市中学校体育大会兼学校総合大会上尾市予選会の結果

について」を太田指導課主幹より報告をいたします。 

 

～指導課主幹挙手～ 

 

（委員長）指導課主幹お願いします。 

 

○報告４ 平成２５年度上尾市中学校体育大会兼学校総合大会上尾市予選会の結果について 

（指導課主幹）「報告４  平成２５年度上尾市中学校体育大会兼学校総合体育大会上尾市予選会の結

果」につきまして、資料のとおり報告いたします。１２ペ－ジは、団体の結果です。続きまして、１３

ペ－ジは、個人の結果です。なお、下段にあります、陸上走り高跳び 上尾中学校 木村君は、既に全国

大会の出場が決まっております。１５ペ－ジは、陸上競技の結果を一覧としてお示ししております。１

５ペ－ジが男子、１６ペ－ジが女子となっております。１７ペ－ジは、水泳の部の大会結果です。以上

です。 

 

 

 

（教育長）いじめに関する報告については、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）１点確認をさせていただきたいと思います。市議会答弁の中で学校教育部長が答弁された携

帯のフィルタリングについてですが、「携帯電話の危険性と保護者の役割について、校長やＰＴＡ会長

対象の研修会を開催した。今後も、子どもたちを有害情報から守るため、啓発活動を推進していく。」

とありますが、子どもたちが携帯を所有することは、現在、常識になってきていると思います。どの

ようなことが問題で、危険がどこに有るのか、例えばＬＩＮＥ（ライン）を代表するスマホ・携帯の

ツ－ルを先生たちは、実際使ったりして把握しているのでしょうか。 

 

～学校教育部長挙手～ 

 

（委員長）学校教育部長お願いします。 
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（学校教育部長）調査を行っておりませんので、教師がどの程度、その様なツ－ルを使っているのか

は把握しておりません。しかしながら、特に中学校におきまして、子ども達の間で携帯を介したトラ

ブルが出てきておりますので、学年集会等で指導する教師たちも、日々調査研究をしており、知識も

豊富になってきていると感じております。 

 

 

（教育長）携帯電話の所持率ですが、調査したところ意外に少ない印象だったのですが、細かい数字

は出てきますか。 

 

 

（指導課主幹）所持率ですが小学校では２９％、内４％がスマ－トフォン、中学校では６４％が所持、

内２１％がスマ－トフォンとなっております。 

 

 

（委員）この件は喫緊の問題であると感じています。パソコンなどハ－ドの部分は着々と整理されて

おりますが、若い児童生徒が新しいツ－ルなどを使いこなすのは、非常に早いと思いますので、しっ

かりと指導できるよう研鑽をお願いしたいと思います。 

 

 

 

（委員）もう１点意見を述べさせていただきます。市議会答弁の中であったかと思うのですが、新し

い設備を作ることは良いとは思うのですが、そのメンテナンスについてしっかりと地道に計画を立て

ていただくことが、安心・安全につながってくると思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いします。 

 

 

（委員）エアコンについてですが、使用について基準があるかと思うのですが、その基準を教えてい

ただけますか。 

 

 

～総務課長挙手～ 

 

 

（総務課長）使用の基準ですが、気温３０度を越した場合、２８度設定で使用しております。ただ、

湿度等により校長判断で使用をお願いしております。 
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（学校教育部長）基本的には総務課長の説明どおりですが、１階と３階など教室の場所によっても異

なりますので、一斉に使用するわけではなく、その都度、必要な教室に校長の判断で使用しておりま

す。 

 

 

（委員）３０度というのは室温でしょうか。 

 

 

（学校教育部長）室温です。 

 

 

（委員）夏休みも変更になったことで、臨機応変な対応が必要かと思い質問させていただきました。 

 

 

（教育長）気温３０度という基準ですが、上尾市独自ではなく、文部科学省が提示している学校環境

衛生基準により定めているものです。 

 

 

（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）給食費の滞納の件ですが、滞納している保護者から回収は出来ていないのでしょうか。 

 

 

（学校保健課長）給食費全体から考えると割合は高くはないのですが未納は一部あります。未納の対

策ですが、各学校ごとに臨宅や手紙等により支払いをお願いしております。 

 

 

（委員）未納についてですが、その家庭環境であるとか、いじめ、不登校、虐待などに関係している

かもしれず非常に心配ですので、注視していただければと思います。大変な問題に直面する場合もあ

るかとは思いますが、子ども達のためにも保護者たちにしっかりしていただけるようお願いします。 
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（委員長）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）夏休みが短縮された件で、保護者からの反響などはありましたでしょうか。 

 

 

（学校教育部長）現在、特に意見等はありません。影響については、９月に入ってから検証を行いた

いと考えております。 

 

 

 

（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。８月９日、中央小学校の内覧会を１４時から開催いたし

ますので、ご都合のつく場合は出席お願いいたします。８月２２日上尾市いじめ根絶中学生サミット

を１３時３０分より行いますので、各委員の参加をお願いいたします。その後１５時より８月定例会

を行います。９月に入りまして、１４日、１５日、２１日、２２日、２９日に小・中学校の運動会・

体育祭が開催されますので出席をお願いいたします。９月の教育委員会定例会が９月２６日１４時か

らとなります。よろしくお願いいたします。 

 

（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。 

 

 

 



- 13 - 

 

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

日程第７教育長報告 

 

 

○報告５ いじめに関する状況調査結果について 

（学校教育部長）「報告５ いじめに関する状況調査結果について」につきましては指導課主幹より

報告いたします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－〔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７月定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 


