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平成２５年上尾市教育委員会１１月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２５年１１月２８日（木曜日） 

開会 午後２時０２分 

閉会 午後２時４２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 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 第２回臨時会及び１０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３１号 平成２６年度当初給食調理員及び用務員人事異動方針について    

【原案可決：議決第３１号】 

議案第３２号 平成２５年度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係る 
報告書の提出について  

 【原案可決：議決第３２号】 

 日程第５ 教育長報告 
報告１ 平成２６年度市立平方幼稚園入園受付及び面接結果について 

報告２ 第１４回あげおヒュ－マンライツミ－ティング２１の開催について 

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 
結果について 

 

追加報告 西中学校生徒の女性救出について 

  

日程第６ 今後の日程報告 

日程第７ 議案の審議 

議案第３３号 平成２５年度上尾市一般会計補正予算に係る意見の申出について    

【原案可決：議決第３３号】 

日程第８ 教育長報告 

報告４ 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１１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。第２回臨時会及び１０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、第２回臨時会については吉田委員に、１０月定例会については岡田委員に、そ

れぞれご署名をいただき、会議録といたします。 

 

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、本田委員長職務代理者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、提

出されております、「議案第３３号 平成２５年度上尾市一般会計補正予算に係る意見の申出につい

て」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。 
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～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３１号及び議案第３２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３３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。 

 

 

 

○議案第３１号  平成２６年度当初給食調理員及び用務員人事異動方針について 

（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３１号 平成２６年度当

初給食調理員及び用務員人事異動方針について」説明をお願いします。 

 

（教育長）議案第３１号につきましては、総務課長より説明いたします。 

 

～総務課長挙手～ 

 

（総務課長）議案書の１ペ－ジをお開きください。「議案第３１号 平成２６年度当初給食調理員及

び用務員人事異動方針について」平成２６年度当初人事異動方針を下記のとおり定めるものです。提

案理由ですが、給食調理員及び用務員に係る２６年度当初人事異動方針を定めたいので、この案を提

出するものです。１の基本方針については、学校運営の円滑化及び職員の士気高揚を図るために適切

に実施することとしております。２は給食調理員の人事異動に係る実施要領であり、正規調理員４４

人に対し同一校で３年以上継続勤務している職員を基本とすることとし、併せて例外について規定し

ています。また、再任用職員については必要に応じて異動するとしております。３は同様に用務員に

係る実施要領で７年以上の継続勤務を基本としてあります。説明は以上です。よろしくご審議の程お

願いいたします。 

 

（委員長）議案第３１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）委員お願いします。 

 

（委員）市費職員の用務員は何人位いるのですか。 
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（総務課長）平成２６年度につきましては、１人となります。 

 

（委員）再任用の調理員は何人ですか。 

 

（総務課長）現在１人です。 

 

（委員）ありがとうございます。 

 

（委員長）その他に質疑、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３１号 平成２６年度当初給食調

理員及び用務員人事異動方針について」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３２号  平成２５年度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係る

報告書の提出について 

（委員長）続きまして、「議案第３２号 平成２５年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価に係る報告書の提出について」説明をお願いします。 

 

（教育長）議案第３２号につきましては、引続き総務課長より説明いたします。 

 

～総務課長挙手～ 

 

（総務課長）「議案第３２号 平成２５年度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

係る報告書の提出について」です。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係る報

告書について、下記のとおり上尾市議会に提出するとともに、公表するものです。提案理由ですが、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき「上尾市教育委員会の事務に関する点検評価報告

書」を上尾市議会に提出するとともに公表したいのでこの案を提出するものです。かねてより審議い

ただいておりました点検評価報告書も学識経験者３人からの意見をいただき、別冊のとおり報告書が

完成いたしました。報告書の作成に当たって委員の皆様からは多くの意見・ご指導を頂きまして大変
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ありがとうございました。今後のスケジュ－ルにつきましては、１２月２日に市議会に提出。１２月

３日から上尾市図書館、本庁舎１階情報公開コ－ナ－における閲覧のほか、上尾市ウェブサイトに掲

載し、公表いたします。以上です。 

 

（委員長）議案第３２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。 

 

（委員長）ないようですので、これより採決いたします。「議案第３２号 平成２５年度教育に関す

る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に係る報告書の提出について」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４に関する会議を公開しないことについて 

（教育長）本日は、報告といたしまして、４件の報告を通知しておりますが、そのうち、報告４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４を除く３件の報告をお願いします。 

 

 

～教育総務部長挙手～ 
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（委員長）教育総務部長お願いします。 

 

 

（教育総務部長）「報告１ 平成２６年度市立平方幼稚園入園受付及び面接結果について」は総務課

長より、「報告２ 第１４回あげおヒュ－マンライツミ－ティング２１の開催について」は生涯学習課

長より、「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

の結果について」はスポ－ツ振興課長より報告いたします。 

 

～総務課長挙手～ 

 

○報告１  平成２５年度市立平方幼稚園入園受付及び面接結果について 

（総務課長）「報告１ 平成２６年度 市立平方幼稚園入園受付 及び 面接結果について」です。平成２

５年１０月１５日から３１日まで申込書の配布を行いました。申込書配布者数は募集定員５０人に対し

２３人おりました。１１月１日に申込み受付並びに面接を行いましたが、当日申込者数も２３人で、全

員に対し入園許可を行いました。その後、６月からとなりますが入園申込が１件あり、この１人につい

ても入園を許可しております。なお、応募者が定員に達しなかったため、引き続き平方幼稚園にて募集

受付をしております。以上です。 

 

 

 

 

～生涯学習課長挙手～ 

 

○報告２  第１４回あげおヒュ－マンライツミ－ティング２１の開催について 

（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 第１４回あげおヒュ－マンライ

ツミ－ティング２１の開催について」です。ヒュ－マンライツミ－ティングは、上尾市における人権問

題を学習する場として、また、人権教育・人権啓発を推進する中心事業として実施するものです。 開

催期日は平成２５年１２月７日、会場は上尾市コミュニティセンタ－で実施します。 

 教育委員会関係では、人権標語・作文の発表および表彰、中学生による「いじめ根絶アピ－ル」を実

施いたします。これらにつきましては、午後２時３０分から３時１５分まで、ホ－ルで行う予定となっ

ております。なお詳細につきましては、３ペ－ジ・４ペ－ジをご覧ください。以上です。 

 

 

 

～スポーツ振興課長挙手～ 

 

 

○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結

果について 

（スポーツ振興課長）教育長報告の５ペ－ジをお開きください。「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結果について」報告いたします。平成２５

年１１月１７日に開催しました、上尾シティマラソンですが、快晴のもと上尾運動公園陸上競技場をス
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タ－ト・フィニッシュとして、市内折返しコ－スで行いました。結果につきましては、次ペ－ジのとお

りとなります、ゲストランナ－を含めた参加登録者数は９，６７２人、うち当日参加者は８，２３４人、

出走率８５．１３％、ゴ－ルした者７，９６７人、完走率９６．６７％でした。ハ－フの部の総合優勝

は大東文化大学 市田選手、また同タイムでフィニッシュした２位の法政大学 西池選手は大学生の部

でも１位、２位であるため、来年の３月１６日に行われるニュ－ヨ－クシティハ－フマラソンに招待さ

れることとなります。 

 また、上尾市から出場した選手も多く入賞しております。その中でも、３キロ男子小学校６年生の部

では原市小学校の長野選手、３キロ女子小学校５年生の部では上尾小学校の永川選手が優勝しておりま

す。以上報告とさせていただきます。 

 

 

 

 

～学校教育部長挙手～ 

 

○追加報告 西中学校生徒の女性救出について 

（学校教育部長）追加報告といたしまして、「西中学校生徒の女性救出について」指導課長より報告い

たします。 

 

 

（指導課長）上尾市立西中学校３年生男子が女性を救助したとの報告がありましたので、報告いたしま

す。１１月２４日午後６時５５分頃、上尾駅北側踏切におきまして、警報機が鳴っているにもかかわら

ず、踏切内で立往生をしている車いすの女性を、西中学校の３年生男子２人が、警察官と協力して救助

したとのことです。男子２人は、１１月２９日午後４時から、上尾警察署において感謝状を授与される

そうです。新聞でも広報される可能性もあります。以上、報告させていただきます。 

 

 

 

 

（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。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いいたします。 

 

（委員）平方幼稚園入園受付の報告ですが、募集定員５０人のところに２３人との事ですが、昨年も

同じような報告を受けたと思いますが、何か定員を満たすような対策は取っていますか。 

（総務課長）県内公立幼稚園の状況を見ますと、定員の７５％以上を満たしているのが１５％となっ

ており、５０％以上７５％未満が３３％、５０％未満が５０％と、どこも大変厳しい状況となってお
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ります。平方幼稚園でも募集５０人に対し、今のところ２４人となっており、本来２クラス分の募集

ですが、１クラスで足りてしまう状況です。来年からすぐに、という訳ではありませんが、現在、４

歳児２クラス、５歳児２クラスで運営している平方幼稚園のあり方を変えていくなど、検討しなけれ

ばいけない時期に来ていると考えております。まだ詳しい内容については報告申し上げる状況ではあ

りませんので時期が来ましたら改めて報告いたします。 

 

（委員）待機児童ゼロ作戦など検討している市町村などもありますし、平成２７年度から認定子ども

園に移行して行く時期でもありますので、その頃までには教育委員会として、ある程度の方向性を持

っていたほうが良いと思います。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いします。 

 

（委員）３歳児から別の幼稚園に通っていて、４歳児から平方幼稚園に転園するのは、なかなか厳し

いと思います。平方幼稚園でも３歳児クラスなどの新設を考えていただければ少しは違うのではない

かと思います。 

 

（総務課長）検討させていただきたいと思います。 

 

 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いします。 

 

（委員）上尾シティマラソンについてですが、天候に恵まれ招待選手や子ども達の活躍を目の当りに

して、とても感動をした１日でした。それを支える皆さん、地域の方々に感謝の思いが一杯です。こ

の出走率を見ましても、高い水準にあり上尾シティマラソンの人気を感じることができました。笑顔

きらめく“ほっと”なまちという言葉が印象付いたと思います。 

 

 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いします。 

 

（委員）ヒュ－マンライツミ－ティングについてお伺いします。当日、中学生による「いじめ根絶」

アピ－ルがありますが、これは中学生自身が参加し、発表するのでしょうか。 

（指導課長）代表として参加している中学生が２２人おりますが、その殆どが参加する予定です。時

間は１５時からとなっております。 
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（委員）代表の生徒ではなく一般の生徒は参加するのでしょうか。 

 

（指導課長）広報はいたしますが、参加は任意となっております。 

 

 

 

日程第６今後の日程報告 

（委員長）よろしいでしょうか。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）本日、定例会終了後ＰＴＡ連合会と教育懇談会を行いますのでよろしくお願いします。

１２月７日 ヒュ－マンライツミ－ティング２１が開催され、中学生による「いじめ根絶」アピ－ル

が発表されます。１２月２６日 市長との教育懇談会を１０時３０分より行い、その後１１時より教

育委員会１２月定例会を行います。年が明けて１月５日 新春懇談会を文化センタ－にて開催します。

１月６日 平成２６年教育委員会年頭式を上尾公民館にて１１時に開式予定です。１月１２日 成人

式を午前・午後に分けて文化センタ－にて開催します。また、３月２４日に教育委員会臨時会を開催

いたしますので、教育委員の皆さんと両部の部長・次長の出席をお願いいたします。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、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〕－－－－－－－－－－－－－－－－ 

日程第７ 議案の審議 

 

（委員長）ここからは、非公開の会議といたします。「議案第３３号 平成２５年度上尾市一般会計補

正予算に係る意見の申出について」説明をお願いいたします。 

 

（教育長）議案第３３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。 
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○議案第３３号 平成２５年度上尾市一般会計補正予算に係る意見の申出について 

（教育総務部次長）議案書の４ペ－ジ、議案資料の１ペ－ジをご覧ください。「平成２５年度上尾市

一般会計補正予算に係る意見の申出について」市長に意見を申出るものです。今回は債務負担行為の

補正のみです。教育委員会はご覧のとおり１０件です。議案資料に債務負担行為の資料があります。

３行目に有りますとおり、債務負担行為として予算に定めた案件については、義務費として歳入歳出

予算に計上されることとなります。提案理由としまして、教育委員会の権限に属する事務に係る上尾

市一般会計歳出予算の債務負担行為の補正について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２

９条の規定に基づき、市長に意見を申出たいので、この案を提出するものです。以上です。 

 

（委員長）質疑、意見はありますか。 

 

（委員長）この債務負担行為の小学校管理業務ですが、管理運営に係るもの全て含んで１億２，５００

万円ということでよろしいでしょうか。 

 

（教育総務部次長）今回、管理運営に係るものを、管理業務と名称変更しております。内容としまして

は、管理運営に係るものです。 

 

（委員長）ほかに質疑、意見はありますか。 

 

（委員）なぜこの債務負担行為をするのですか。 

 

（教育総務部長）この債務負担行為ですが、いわゆる契約の準備行為として予算を確約するものとなり

ます。２６年度当初、４月１日から契約を履行するなどの業務について、前年度から準備をするもので

す。 

 

（委員）この債務負担行為で、例年と違うものがあれば教えて下さい。 

 

（総務課長）小学校管理業務、中学校管理業務の中に高圧電気需給契約が入っております。これは、現

在、ＰＰＳから電気を買っておりますが、この契約の新年度更新分が入っております。東京電力であれ

ば特に必要は無いのですが、ＰＰＳでは単年度契約となるため、債務負担行為に含まれております。 

（委員長）ほかに質疑、意見はありますか。 

 

（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３３号 平成２５年度上尾市一般会
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計補正予算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８ 教育長報告 

○報告４  いじめに関する状況調査結果 

（学校教育部長）「報告４ いじめに関する状況調査結果について」は、指導課長より報告いたします。 

 

 

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

 

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１１月定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 


