
- 1 - 

平成２５年上尾市教育委員会１０月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２５年１０月２４日（木曜日） 

開会 午前１０時００分 

閉会 午前１０時４６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 ９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２９号 上尾市民ギャラリ－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    

【原案可決：議決第３０号】 

議案第３０号 上尾市立小・中学校通学区域に関する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２９号】 

 日程第５ 教育長報告 
報告１ 平成２５年上尾市議会９月定例会について 

報告２ 上尾市市制施行・体育協会創立５５周年記念第５５回上尾市民体育祭の結果について 

報告３ 上尾市市制施行・体育協会創立５５周年記念第２６回 
２０１３上尾シティマラソンの参加申込状況について 

報告４ 平成２５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 

 

追加報告 平成２５年度第４９回 上尾市小学校連合運動会の結果について  

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）皆様おはようございます。ただ今から、平成２５年上尾市教育委員会１０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）申出はありません。 

 

 

 

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。９月定例会会議録につきましては、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。 

 

 

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」ですが、審議の前にお諮りいたします。本日、２
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件の議案が提出されておりますが、「議案第２９号」につきましては、市議会に提出することとなる案

件であるため、非公開の会議として審議しますが、異議はありませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（委員長）それでは、異議がないものと認め、会議を公開しないものとして、決定いたしました。ま

た、この決定を受けまして、予定されていた本日の日程を変更いたしまして、まず、会議を公開して

審議を行う、「議案第３０号」の議案の審議を行い、続いて、教育長報告、今後の日程報告を行いたい

と存じます。その後、非公開の会議として、「議案第２９号」の議案の審議を行いたいと存じますので、

よろしくお願いいたします。 

 

（委員長）続きまして、「日程第４ 議案の審議」です。それでは、「議案第３０号 上尾市立小・中

学校通学区域に関する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）議案第３０号につきましては、学務課長より説明いたします。 

 

～学務課長挙手～ 

 

（学務課長）「議案第３０号 上尾市立小・中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則の制

定」について説明します。恐れ入りますが、議案の５ペ－ジをお開きください。提案理由ですが、上

尾市立小・中学校通学区検討協議会の助言を踏まえ、西宮下三丁目における就学すべき上尾市立中学

校を変更するため、所要の改正を行いたいので提案するものです。議案資料の８ペ－ジから１２ペ－

ジをご覧ください。このたびの議案で対象となっている地域は、８月の定例会で報告しました西宮下

三丁目地区です。この地域は、鴨川小学校・上尾中学校が指定校とされておりますが、中学校では、

高崎線を横断するなどの安全上の課題があることから、これまで南中学校への通学を認める特別な配

慮を行ってきておりました。この配慮は、現在分かる限りでは、平成１３年度にすでに行われている

ことが確認できています。こういった配慮の結果、昨年度は、この地域の小学校６年生１９名中１６

名が南中学校へ進学しております。そこで、小中学校の連携の一層の推進、学校規模の適正化等も考

慮して、この地域の指定校を、平成２６年１月１日から、上尾中学校から南中学校へと変更するもの

です。なお、このことにつきましては、過日、地元区長さんをはじめ、関係小中学校長、ＰＴＡ役員

さんなどへの説明を済ませ、地元での説明会も行い、賛同をいただいているところです。以上、説明

とさせていただきます。 

（委員長）議案第３０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３０号 上尾市立小・中学校通学

区域に関する規則の一部を改正する規則の制定について」原案どおり可決することに異議はありませ

んか。 
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～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、報告としたしまして、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、いじめに関する報告については、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。 

 

～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９月定例会について 

（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。上尾市議会９

月定例会の概要報告をさせていただきます。会期といたしまして８月２８日から９月１８日までの２２

日間行われました。教育委員会としては、議案の提出をしておりませんが、議案第５４号をはじめ関連

議案の報告をさせていただきます。まず、議案第５４号ですが、「平成２４年度上尾市一般会計歳入歳

出決算の認定について」は、市議会において決算特別委員会を設置し、審議は終わっております。今後、
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１２月市議会定例会において承認を得ることになります。 

次に議案第７１号・第７２号ですが、細野委員長、甲原委員の任命に係る議案を総務部から提出して

おります。こちらは、全会一致にて原案同意されております。 

続きまして、市政に対する一般質問について報告させていただきます。別冊をご覧ください。教育総

務部に係る主な質問ですが、３ペ－ジ箕輪議員からの質問で、スポ－ツコミッションについて質問を受

けております。こちらは、比較といたしまして、さいたま市のクリテリウムｂｙツ－ルドフランスをス

ポ－ツコミッションが軸となり開催しておることから、上尾市でもスポ－ツコミッションを立上げては

どうだろうかと質問をいただきました。このスポ－ツコミッションですが、スポ－ツ振興の担当部署で

はなく、さいたま市は観光事業として設立しております。ある程度の大型施設、又はプロチ－ムなどを

観光資源として、世界各国、日本全国から人を呼込もうという事業です。上尾市といたしましては、そ

こまでの大型施設やプロチ－ムがありませんので、現在行っているシティマラソン等を盛上げていくこ

と、或いは大会等の会場として相談に乗っていくことを答弁させていただきました。 

次に１８ペ－ジをお願いします。深山議員、鈴木議員から同じような質問をいただいたのですが、上

尾市図書館について質問をいただきました。 

１点目が図書館の現状についてですが、築３０年以上が経過していること、所蔵冊数は多いのですが、

施設の関係で開架しているものが少ないこと、開架スペ－スや読書活動のスペ－スが狭くなっているこ

とが課題です。これを受けて、新図書館構想の話がありました。人口規模から言えば、蔵書数としては

１０万冊程度不足しており、現在の図書館本館の建替えや、又は同等程度の施設の必要性についてお答

えさせていただきました。また、出来る限り図書資料を十分に活用できるスペ－スだとか、駐車場、児

童室、障がい者などがサポ－トをされる施設にしていきたいとのことです。場所につきましては、十分

なスペ－スを確保する場合、中心市街地に土地を確保することは難しい部分もありますので、各分館、

公民館図書室とのネットワ－クの充実を念頭に、候補地の範囲を検討しているところであることをお答

えさせていただきました。教育総務部は以上です。 

 

～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）学校教育部に係る一般質問の答弁要旨について報告いたします。１ペ－ジをお開きく

ださい。田中議員から上尾市の安心・安全なまちづくりについて質問がありました。小・中学生の携帯

電話の所持率、使用ル－ル、自転車使用時のヘルメット着用の義務付けについて答弁いたしました。 

 続きまして２ペ－ジをご覧ください。箕輪議員から小泉地区の安心・安全なまちづくりについて質問

がありました。学校規模の適正水準、学校規模の違いによるメリット・デメリット、小泉地区の通学区

見直し状況について答弁いたしました。 

 次に、４ペ－ジをご覧ください。秋山議員から「児童が主人公となり、いきいきと過ごせる学校の教

育環境整備を」と質問がありました。エアコンの導入目的、夏休み５日間短縮についての教育委員会に

おける協議、就学援助の基準、３つの達成目標の県目標値、いじめ解決について少人数学級や教員の増

員について答弁いたしました。また、教育施策の変更について、教育委員会を公開にして協議すべきと

の再質問、再々質問では自由闊達な協議が必要であるとの全教育委員の同意に基づき非公開とした旨を

教育長が答弁しました。 

 １０ペ－ジをご覧ください。前島議員から「障がいのある子ども達が地域の小・中学校で学べる環境

に」との質問をうけました。特別支援学級の現状、今後の増設、通常学級に在籍する障がいのある児童

生徒への支援、就学相談について答弁いたしました。 

 １２ペ－ジをご覧ください。星野議員から小中学生の携帯電話、スマ－トフォンの使用実態と、正し

い使い方の指導、啓発について質問がありました。携帯電話やスマートフォンの保有や使用実態、ネッ
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ト上のトラブル、正しい使い方の指導啓発の状況について答弁いたしました。 

 １４ペ－ジをご覧ください。浦和議員より教育行政について質問がありました。いじめホットライン

設置の目的と時期、相談件数、相談の解決状況、アフタ－フォロ－について答弁いたしました。 

 １５ペ－ジをご覧ください。池野議員から教師の部活動指導について質問がありました。教師の手当、

部活動担当状況、初めて担当する教員や部活動指導員への研修、ソフトボ－ルの授業実態と走る・跳ぶ・

投げるにおける体力の実態について答弁いたしました。 

 １７ペ－ジをご覧ください。平田議員から「憲法を生かした非核・平和行政の前進を」との質問があ

りました。学校教育における平和教育の状況について答弁いたしました。また、戦争体験を聞く会やパ

ネル展においては、デジタル教科書や大型テレビを活用することで同様の効果があると考えている旨の

答弁をいたしました。 

 １８ペ－ジをご覧ください。鈴木議員から学習支援教室について質問がありました。準要保護児童生

徒数と、その増減状況について答弁いたしました。また、準要保護世帯の児童生徒への学習支援につい

ては該当児童生徒が特定されないよう配慮する必要があるため実施は難しい旨の答弁をいたしました。 

 ２０ペ－ジをご覧ください。町田議員からスポ－ツ振興と安全対策について質問がありました。学校

の体育や部活動で起きた事故件数の推移、児童生徒や教員への安全指導体制、ＡＥＤ設置状況と利用例、

スポ－ツ保険の加入状況について答弁いたしました。 

２５ペ－ジをご覧ください。伊藤議員から市民の命を守る対策について質問がありました。児童生徒の

食物アレルギ－の実態、ガイドライン徹底や、対応マニュアルの作成状況、救急搬送時の情報伝達方法

や搬送件数、年度当初の情報共有方法について答弁いたしました。また、渋川市で実施している子ども

安心カ－ドにつきましては、保健調査票等で対応できるので導入は考えていない旨の答弁をいたしまし

た。以上です。 

 

 

 

～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）報告２、報告３についてスポーツ振興課長から説明いたします。 

 

～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。 

 

 

○報告２ 上尾市市制施行・体育協会創立５５周年記念第５５回上尾市民体育祭の結果について 

○報告３ 上尾市市制施行・体育協会創立５５周年記念第２６回２０１３上尾シティマラソンの 

参加申込状況 

（スポーツ振興課長）「報告２ 上尾市市制施行・体育協会創立５５周年記念第５５回上尾市民体育

祭の結果について」報告します。平成２５年１０月１３日、日曜日、上尾運動公園陸上競技場にて開

催をいたしました。教育委員の皆様には、開会式に出席いただきまして、ありがとうございました。

当日は晴天に恵まれ開催することができました。当日の参加者数ですが、開会式、各種競技、団体演

技、またサブイベントとしてのチャレンジスポ－ツコ－ナ－への参加者の延べ人数になりますが約１

０，０００人です。支部対抗の競技結果につきましては、総合成績及び１，４００ｍリレ－ともに上
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尾支部が優勝、２位大石支部、３位上平支部でした。また、体育協会で体育賞の表彰を行い、３４７

人２４団体の表彰を行いました。当日、３台の救急車搬送要請がありました。１台目は朝の開会式時

に、競技役員が待機中に気分が悪くなり倒れ、中央病院に搬送いたしました。既往症等があったため、

現在中央病院に入院中です。２台目ですが、設置されていた看板が風に煽られ倒れた際に、頭にあた

り、むちうちに近い状況になり、現在通院中です。３台目ですが、競技が原因ではなく、本人の体調

不良によるものだとのことですが、中央病院に搬送され点滴等の処置を受け、翌日には回復したとの

報告を受けております。以上です。 

 

（スポーツ振興課長）続きまして、「報告３ 上尾市市制施行・体育協会創立５５周年記念第２６回

２０１３上尾シティマラソンの参加申込状況」について報告いたします。３ペ－ジの表は１０月１４

日現在の参加申込者数となります。総数が９，６７５人、昨年９，３７３人に比べまして３０２人の

増です。各種目ごとですが、ハ－フの部６，７３４人、５キロの部１，７０１人、３キロの部１，２

４０人です。重複申込等の精査が１０月２１日に終わり、５キロの部で１人減、３キロの部で３人減

となり、申込総数９，６７１人が最終的な参加者数となっております。昨年からの増加人数３００人

ですが、本年が５５周年記念大会となり、ハ－フの部で一般申込者２００人、５キロの部で１００人

増やしたことによるものです。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します。 

 

○報告４ 平成２５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 

（学校教育部長）「報告４ 平成２５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」について指導課長より報告いたします。 

 

～指導課長挙手～ 

 

（委員長）指導課長お願いします。 

 

（指導課長）４ペ－ジ「報告４ 平成２５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」

についてですが、５ペ－ジから１０ペ－ジのとおり、報告いたします。なお、５ペ－ジの種目、卓

球男子につきましては、欄外下の注記にありますように、県大会出場２校目の枠は、２位・３位で

代表決定戦を行い、上尾中に決定したものです。以上です。 

 

（指導課長）追加報告ですが、昨日開催されました上尾市小学校連合運動会の結果につきまして、小学

校体育連盟より速報値の報告を受けておりますので、資料の配布許可をいただきたく存じます。 

 

～資料配布～ 
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（指導課長）「第４９回上尾市連合運動会の結果について」ですが、学校別得点表のとおり、女子は、

１位大谷小学校、２位原市小学校、３位富士見小学校。男子は、１位大谷小学校、２位大石小学校、３

位上尾小学校。総合は、１位大谷小学校、２位原市小学校、３位大石小学校でありました。そのほか２

２校の結果につきましては、資料のとおりとなります。 

昨日は、教育委員の皆様にも開会行事等ご出席いただきありがとうございました。小学生の参加態度

が大変立派であったと感じております。以上です。 

 

（委員長）ありがとうございました。 

 

 

 

（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。  

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）お願いします。 

 

（委員）議会答弁の２５ペ－ジですが、食物アレルギ－による搬送があったとの事ですが、内容はわ

かりますか。 

 

（学校保健課長）平成２４年度に大石中学校で生徒が唐揚げを食べたときに違和感を覚えたとの事で

す。本人は過去にアナフィラキシ－ショックを起こしたことは無いとの事でしたが、発疹等があった

ため、念のため病院に搬送したとの事です。病院での検査では、原因が特定されず大事には至りませ

んでした。 

 

（委員）もう１点よろしいでしょうか。１６ペ－ジにあるソフトボ－ルの授業実態の件ですが、上尾

の子ども達はボ－ル投げが苦手との事ですが、このソフトボ－ルは「投げる」についての対策なので

しょうか。ソフトボ－ル以外にもなにかやれることはあるかと思うのですが。 

 

（指導課長）ソフトボ－ルにつきましては、中学校の１・２年生で必修となっております。３年生は

選択授業で行われている学校があります。上尾市においては、投力に課題がありますので、ソフトボ

－ルだけでなく様々な場面で対策に取組んでいるところです。 

 

（委員）ソフトボ－ルは小学校では行わないのですか。 

 

（指導課長）小学校では、プラスチック製のバット、柔らかいボ－ルを使った野球形のゲ－ムを授業

として行っております。 
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（教育長）補足させていただきますと、小学校ではボ－ル運動のなかで、手で打つ教材として扱って

いる学校が多くなっています。また、ソフトボ－ルは投力の対策ではなく、球技という領域の中で、

足で操作するのはサッカ－であり、手で扱うのがバスケットボ－ル等、球技の特性を味わう一つとし

てソフトボ－ルを取り扱っております。これは投力対策ではなく、教育課程上、一つの教材としての

扱いとなっております。 

 

（委員）ありがとうございました。 

 

（委員）１点意見を述べたいと思います。昨日の連合運動会ですが、教育長の挨拶の中や、先程の指

導課長報告にあったとおり小学生の態度が大変立派であったと思います。前から感じていたのですが、

この１０月には上尾市民体育祭や連合運動会が開催されますが、大人と子どもでは運動公園陸上競技

場で開催されることに対する感じ方が、まったく違うように感じます。子ども達にとって、運動公園

陸上競技場において走ることや、跳躍をする、行進をすることが大変なモチベ－ションに繋がってい

るような気がします。是非とも、来年も連合運動会を運動公園陸上競技場で開催できるようお願いを

したいと思います。 

 

 

 

日程第６今後の日程報告 

（委員長）続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）今後の日程報告です。１０月２９日 火曜 平方小学校委嘱研究発表、１０月３１日 木

曜 大石南中学校委嘱研究発表、１１月５日 火曜 平方北小学校委嘱研究発表への出席をお願いし

ます。１１月８日 金曜 「伝える読書と伝えること」と題しまして、姜 尚中氏による文芸講演会

がコミュニティセンタ－にて開催されます。１１月１３日 水曜 小中学校音楽会を文化センタ－に

て開催します。１１月１５日 金曜 上尾中学校委嘱研究発表へのご出席をお願いします。１１月１

７日 日曜 上尾シティマラソン開会式への出席をお願いします。１１月２０日 水曜 原市中学校

委嘱研究発表への出席をお願いします。１１月２８日 木曜 教育委員会１１月定例会を開催し、会

議終了後から市Ｐ連懇談会を開催しますので出席をお願いします。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、要望がありましたら、お願い

いたします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－〔以下、非公開の会議〕－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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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。「議案第２９号 上尾市民ギャラリ－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」説明をお願いいたします。 

 

○議案第２９号 上尾市民ギャラリ－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 

○報告５ いじめに関する状況調査結果について 

 

（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。 

 

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

日程第１０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１０月定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 


