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平成２５年上尾市教育委員会８月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２５年８月２２日（木曜日） 

開会 午後３時３２分 

閉会 午後４時５８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 ７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 教育長報告 

報告１  上尾市市制施行・体育協会創立５５周年記念第５５回上尾市民体育祭について 

報告２  西宮下三丁目における上尾市立中学校の通学区域変更について 

報告３  平成２５年度上尾市中学校全国・関東大会の出場について 

報告４  接続期プログラムについて 

 

日程第５ 今後の日程報告 

日程第６ 議案の審議 

議案第２５号 平成２４年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定に係る意見の申出について    

【原案可決：議決第２５号】 

日程第７ 協議 

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

日程第８ 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９ 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８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。７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、委員にお願いいたします。 

 

（委員）はい。 
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（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。本日提出さ

れております、「 議案 」及び「 協議 」ですが「 議案 」につきましては、市議会に提出することと

なる案件であること、「 協議 」につきましては、９月定例教育委員会に議案として提出するためのも

のですので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、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、「 議案の審議 」及び「 協議 」を行い

たいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

日程第４ 教育長報告 

（委員長）続きまして、「日程第４ 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。 

 

～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１ 上尾市市制施行・体育協会創立５５周年記念第５５回上尾市民体育祭に

ついて」をスポーツ振興課長より報告いたします。 

 

 



- 5 - 

～スポーツ振興課長挙手～ 

 

（委員長）スポーツ振興課長お願いいたします。 

 

 

○報告１ 上尾市市制施行・体育協会創立５５周年記念第５５回上尾市民体育祭について 

（スポーツ振興課長）「報告１ 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

育祭について」報告します。１ペ－ジをご覧ください。上尾市市制施行・体育協会創立５５周年記念、

第５５回上尾市民体育祭を次のとおり開催します。主催は、上尾市、上尾市教育委員会、上尾市体育

協会です。期日につきましては、１０月１３日の日曜日、会場につきましては上尾市運動公園陸上競

技場です。本年は、会場の予約の都合上、上尾市運動公園体育館を予約することができなかったため、

荒天の場合は中止となります。２ペ－ジには当日のプログラム、３ペ－ジには開催要項があります。

当日の日程につきましては、８時から受付、８時４０分から開会式、９時４５分から競技開始となり、

概ね午後３時に閉会式が終わる予定です。競技種目につきましては、支部対抗競技５種目、加盟団体

参加種目１種目、一般参加種目が９種目の全１５種目となります。その他、陸上競技場のサブグラウ

ンドでは、チャレンジスポ－ツコ－ナ－として、グラウンドゴルフ、ストラックアウト、輪投げ、フ

ライングディスクゴルフなどのサブイベントを行います。以上です。 

 

 

（委員長）ありがとうございました。 

 

 

 

 

～学校教育部次長挙手～ 

 

 

（委員長）学校教育部次長お願いします。 

 

 

（学校教育部次長）「報告２ 西宮下三丁目における上尾市立中学校の通学区域変更について」を学

務課長から、「報告３ 平成２５年度中学校全国・関東大会の出場について」「報告４ 上尾市接続期

プログラムについて」を指導課主幹より報告をいたします。 

 

～学務課長挙手～ 

 

（委員長）学務課長お願いします。 
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○報告２ 西宮下三丁目における上尾市立中学校の通学区域変更について 

（学務課長）「報告２ 西宮下三丁目における上尾市立中学校の通学区域変更について」報告します。

教育長報告５ペ－ジをお開きください。現在、西宮下３丁目地区における中学校の通学区域の変更に向

けて、準備を進めておりますので報告いたします。６ペ－ジをお開きください。地図の点線で囲った地

域が西宮下３丁目の地区になります。この地区は、小学校区が鴨川小学校、中学校区が上尾中学校と指

定されております。しかしながら、鴨川小学校を卒業する児童のほとんどは南中学校へ進学すること、

指定校である上尾中学校へ通学するにはＪＲ高崎線を横断する必要があることなどから、この地域の児

童については、保護者からの要望があれば南中学校への入学を認めるという特別な配慮を行っていると

ころであり、現在、約７０％の者が南中学校を選択しております。このような現状ですので、先日行わ

れた上尾市立小･中学校通学区域検討協議会で、この地域の指定校についての検討を行って頂きました。

その結果、小中の連携強化や学校の適正規模を図ることからも、この地域の指定校を、上尾中学校から

南中学校へ変更することが望ましいとの意見をいただきましたので、事務局として、そのための準備を

進めております。現在、来年度から指定校変更の実施に向けて、関係する学校の校長およびＰＴＡ役員、

地元区長への説明を終え、来月には地元説明会も実施する予定です。その上で、改めて教育委員会に上

程し、規則の改正等を行い、通学区域の変更を実施してまいります。以上です。 

 

（委員長）ありがとうございました。 

 

 

 

～指導課主幹挙手～ 

 

（委員長）指導課主幹お願いします。 

 

○報告３ 平成２５年度中学校全国・関東大会の出場について 

○報告４ 上尾市接続期プログラムについて 

（指導課主幹）「報告３ 平成２５年度中学校全国・関東大会の出場について」９ペ－ジ資料のとおり

報告いたします。上尾中学校・水泳・江森さんは、現在競技中です。 

なお、さきほど陸上木村君は１ｍ８５で、決勝１０位であったとの報告を受けております。以下、表の

とおりですが、今回、関東大会に１３名、全国大会に２名が出場し、８月１日木曜日に市長へ、表敬訪

問を行い激励を受け、健闘しております。 

 

（指導課主幹）続きまして、「報告４ 上尾市接続期プログラムについて」報告します。幼稚園・保育

所・保育園における幼児期の教育と小学校の教育の円滑な接続を図るために、１２ペ－ジ以降の資料

のとおり、上尾市接続期プログラムのモデルを作成し、８月９日に開催しました上尾市幼・保・小連

携合同研修会におきまして提示し、説明を行いました。今後、幼稚園・保育所・保育園では、アプロ

－チカリキュラムを、小学校ではスタ－トカリキュラムを作成し、実践しながらよりよい連携ができ

るよう取り組んでいく計画です。なお、私立の多くの幼稚園・保育園にも協力いただいており、上尾

市子育ての目安「３つのめばえ」を共有しながら、関係幼・保・小が連携し、幼少期の教育の充実を

推進してまいります。以上です。 
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（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）委員お願いします。 

 

（委員）７ペ－ジの上尾中学校と南中学校の生徒数推移予測ですが、現状の学区域を継続した場合の

推移とのことですが、学区域を変更した場合はどのようになるのでしょうか。 

 

（学務課長）入学状況と在籍数の状況グラフから概ね予測できるところです。現在、この地域に５０

名の生徒がおりますが、そのうち３４名が南中学校に、１６名が上尾中学校に在籍しております。平

成２５年度におきましては、３名が上尾中学校、１６名が南中学校を選択しております。今後、この

地域の学区域を変更することで、南中学校の生徒数の減少が、多少緩やかになるものと予想しており

ます。また、上尾中学校、南中学校ともに、生徒数は減少していきますが、その差は縮まっていくも

のと考えております。 

 

（委員）ありがとうございました。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いします。 

 

（委員）接続期プログラムについてなのですが、今までに無い取組だと思います。市内の幼稚園、保

育園、公立・私立全てが各立場から色々な協議が出来てよかったと思います。本当に新しい取組だと

思いますので、このまま充実したものになる様、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（教育長）補足をさせていただきます。お手元の資料１２ペ－ジになりますが、接続期プログラムに

ついて、作成委員会で検討し、上尾市子育ての目安「３つのめばえ」を示しました。これは「生活」「他

者との関係」「興味・関心」の「３つのめばえ」について、「家庭」「幼稚園・保育所・保育園」「小学

校」で目指す児童像を設定したものです。先日、行われた合同会議にて、このプログラムについて説

明をし、１３ペ－ジ以降のアプロ－チカリキュラムをプログラムに添った形で作成していただくよう

依頼しました。学校教育部では、重点的な取組のひとつとして進めており、幼児教育の振興協議会や、

幼稚園、保育所、保育園、全てに声をかけ、８０名の方に参加していただき、その協議の中で、この

接続期プログラムについて意思統一をしたものです。 

 

（委員長）この接続期プログラムですが、いつから始めるのですか。 

（指導課主幹）来年の１月から始めることの出来るよう、意識付けに合同会議を行わせていただきま



- 8 - 

した。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）報告２についてですが、現在、保護者からの要望があれば南中学校に入学とありますが、い

つ頃から、このような取り扱いだったのですか。 

 

（学務課長）手元に資料が無いので、いつ頃というのはお答えしかねるのですが、相当程度、以前か

らこの様な取り扱いをしております。 

 

（委員長）その他、なにか質問等ありますでしょうか。 

 

 

日程第５ 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）９月１４日から１０月１２日までに幼稚園、各小中学校の運動会が予定されております

ので各委員の出席をお願いいたします。９月２６日木曜日、教育委員会定例会を行ないます。１０月

５日土曜日、上尾市制５５周年記念式典を上尾市文化センタ－にて執り行います。９時より受付開始、

１０時から式典が行われます。１０月１３日日曜日、市民体育祭が開催されますので開会式への出席

をお願いします。１０月２３日水曜日、小学校連合運動会が上尾運動公園陸上競技場で開催されます。

９時２０分開会予定となっております。１０月２４日木曜日、教育委員会定例会を１０時から行いま

す。なお、１０月の行事につきましては後日、集合時間をお知らせします。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６ 議案の審議 

○議案第２５号 平成２４年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定に係る意見の申出について 

（委員長）ここからは、非公開の会議といたします。それでは、議案の審議を行います。 

「議案第２５号 平成２４年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定に係る意見の申出について」説明を

お願いします。 

（教育長）議案第２５号につきましては、教育総務部次長が説明申し上げます。 

 

～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。 

 

 

（教育総務部次長）議案書の１ペ－ジをお願いします。「議案第２５号 平成２４年度上尾市一般会

計歳入歳出決算の認定に係る意見の申出について」説明いたします。１ 歳入決算額教育関係につ

きましては、議案書の３・４・５ペ－ジの歳入決算事項別明細書のとおりで、１３款使用料及び手

数料から、２０款諸収入までとなります。 

続きまして、２ 歳出決算額教育費につきましては、予算額７８億３千５百２６万１千円、 

支出済額 ６１億６百７万５千４百５６円、翌年度繰越額として、逓次繰越額 ３億２千万円 

繰越明許額 １１億５千３百５５万４千円、不用額 ２億５千５百６３万１千５百４４円、費目及

び各事業の歳出決算額につきましては、６ペ－ジの歳出決算事項別明細書、７ペ－ジから１４ペ－

ジの事業別歳出決算のとおりです。内容につきましては割愛させていただきます。 

提案理由として、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、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、市長に対して意見の申出をしたいので、この案

を提出するものです。以上です。 

 

（委員長）議案第２５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）不要額とは、どういうことでしょうか。 

 

（教育総務部次長）予算額と支出決算額の差額と考えていただければ良いかと思います。 

 

（教育総務部長）不要額ですが、市全体の各費目で出たものを集約し、翌年度に繰越をし、

補正予算等に使用すると考えていただければと思います。 

 

（委員長）他になにか質問等ありますでしょうか。 
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（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２５号 平成２４年度上尾市一般

会計歳入歳出決算の認定に係る意見の申出について」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７ 協議 
 

○協議 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

（委員長）続きまして、「 協議 」です。協議事項といたしまして、「教育に関する事務の管理及び

執行の状況の点検及び評価について」が提出されております。説明をお願いいたします。 

 

（教育長）それでは、「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について」総務課長

から説明申し上げます。 

 

 

日程第８ 教育長報告 

（委員長）続きまして、教育長報告です。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

しましたいじめに関する報告について、よろしくお願いいたします。 

 

○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〕－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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（教育長）質問等無いようでしたら、定例会の前に行われ、委員各位に出席いただいた上尾市「いじ

め根絶」中学生サミットについて、意見、感想などがあれば頂戴したいと思います。 

 

（委員長）上尾市「いじめ根絶」中学生サミットについて、皆さんいかがでしょうか。 

 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）この「いじめ根絶」という取組をやっていることを、学校内だけではなく、もっと一般の市民

の方々に、学校での取組を分かり易く、広報などでもっとアピ－ルすることが大切だと思います。また、

ボランティア活動の推進など、前向きな姿勢がとても嬉しく感じました。 

 

～委員挙手～ 

 

 

 

（委員）出席させていただいて、とても良かったと思います。参加されたみなさんがしっかりしてい

て、とても安心しました。挨拶も、言葉遣いも、ボランティア活動にしても、全て「心」につながっ

ていくものだと感じました。しっかりと「心」を育てていく事の大切さをアピ－ルしていくことが大

切だと思います。各学校の取組を聞いていますと、やはり豊かな心作りが大切だと感じました。今後、

参加した中学生が話し合いの中で気づいて行ってもらえると嬉しく感じます。今回は、素晴らしい会

議に参加させていただいて感謝しています。是非、ヒュ－マンライツミ－ティングでは策定した宣言

を聞きたいと思います。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）大変活発な意見が出ておりましたので、非常に有意義であったと思います。あの場に集ま

っているのは代表生徒たちなので、他の生徒たちにどのように情報を伝えていけるのかが、これか

らの課題だと思います。皆さん大変立派に発言をされていて頼もしく感じ、期待をしております。

やはり、同年代から呼びかけることで、他の生徒たちも自発的に考えていくようになる事が、目指

すものだと思いますので、今後とも先生方のご指導をお願いしたいと思います。 

 

～委員挙手～ 

（委員）参加させていただきましてありがとうございました。２年生が出席していた学校が２校あり

ましたが、とても立派だったと思います。色々な発表の仕方があり、自分たちの取組を分かってもら

いたいという気持ちを感じました。また、他校の取組についても、良い所を参考にしながら吸収して、

何とか自分たちで解決したいという思いが伝わってまいりました。これから、「みんな仲間なんだ」「仲

良くしていくんだ」という意識をもって、素敵な標語が出来ると良いと期待しています。 
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（委員）この様な機会を設けていただきまして、ありがとうございました。先ほどもお話させていた

だいたのですが、学校に行った時に気づいたのですが、「いじめをさせない宣言」は、小学校の子ども

議会で作られたものであり、なぜ中学校には同様のものが無いのかと思っていました。各中学校では、

色々な取組をしていると聞いてはいましたので、今回、１１校の生徒が集まってどのような取組をし

ているのか聞けることを楽しみにしていました。生徒たちが、自分たちの取組について自信を持って、

自分たちの目線で発表しているのを見て、上尾の子ども達は、我々の考えているものを超えて活動し

ている部分があるなと感じました。これは、子ども達の努力も有るでしょうし、先生方、教育委員会

の努力もあると思います。今回、主役である子どもたちが「サミット」という形で集って、全員で共

有しながら標語、スロ－ガンなどを作って行くと言う事なので２回目以降を大変楽しみにしています。

それが、各学校に掲示をされ、それを生徒たちが見て、教育長報告にあるいじめの状況調査が毎月０

になることを楽しみにしております。 

 

日程第９ 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８月定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 


