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平成２６年上尾市教育委員会９月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２６年９月２５日（木曜日） 

開会 午後２時０１分 

閉会 午後３時２７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 尾形昭夫 

学校教育部長 西倉剛  

教育総務部 図書館長 菅間茂久 

教育総務部次長 保坂了 

学校教育部次長 野田正 

学校教育部次長 兼 学務課長 石塚昌夫 

教育総務部副参事 鈴木利男 

学校教育部副参事 兼 指導課長 兼 教育センタ－所長 上野明 

学校教育部副参事 兼 学校保健課長 長島愼一 

教育総務部 教育総務課長 西嶋秋人 

教育総務部 生涯学習課長 関孝夫 

教育総務部 図書館次長 黒木美代子 

教育総務部 スポ－ツ振興課長 平賀健治 

学校教育部 中学校給食共同調理場所長 吉田満 

 

書記  教育総務課主幹 加藤俊市 

教育総務課主任 桑名孝徳  

教育総務課主任 鈴木加代子 

５ 傍 聴 人  ５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 ８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４３号 上尾市図書館規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第４４号 上尾市いじめ問題対策連絡協議会運営規則の制定について 

議案第４５号 上尾市いじめ問題調査委員会運営規則の制定について 

議案第４６号 平成２７年度当初教職員人事異動の方針について 

日程第５ 教育長報告 

報告１ 教育衛生委員会指名産業医の委嘱について 

報告２ ２０１４図書館まつり 

＜知ろう！つながろう！楽しもう！～図書館は宝箱～＞について 

報告３ 平成２６年度委嘱研究発表会について 

報告４ 平成２６年度上尾市教育月間について 

報告５ 平成２６年度上尾市中学校全国・関東大会出場者の結果について 

報告６ 平成２６年度第１回生徒指導に関する調査結果について 

報告８ いじめに関する状況調査結果について 

報告９ 学校歯科医の委嘱について 

報告１０ 平成２６年度就学時健康診断について 

日程第６ 今後の日程報告 

日程第７ 議案の審議 
議案第４７号 平成２６年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の 

点検及び評価について 

日程第８ 教育長報告 
報告７ 平成２６年度全国学力・学習状況調査結果について 

日程第９ 議案の審議 

議案第４８号 上尾市教育委員会教育長の任命について 

日程第１０ 委員長の選挙 

日程第１１ 委員長職務代理者の指定 

日程第１２ 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２６年上尾市教育委員会９月定例会を開会します。本

日は、傍聴の申出はありますか。 

 

（教育総務課長）５人の方から傍聴の申出があります。委員長の許可をお願いします。 

 

（委員長）傍聴を許可します。ご案内をお願いします。 

 

～ 傍聴人入場 ～ 

 

日程第２ 前回会議録の承認 

（委員長）それでは、日程にしたがいまして、会議を進めます。「日程第２ 前回会議録の承認につい

て」です。８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）よろしいでしょうか。それでは、本田委員長職務代理者にご署名をいただき、会議録とし

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、甲原委員にお願いします。 

 

（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」の前に報告申し上げます。上尾市議会９月定例会

にて 岡野 栄二委員 が、再び、上尾市教育委員会委員として任命されることに同意を得ましたの

でこの旨報告申し上げます。これを受けまして、本日事務局より「議案第４８号 上尾市教育委員会

教育長の任命について」が追加議案として提出されております。また、議案４７号は、市議会に報告

する事項であること議案第４８号は、人事に係る案件であるため、会議を公開しないこととしますが、

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、議案第４７号及び議案第４８号につきましては、会議

を公開しないものとして決定しました。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

変更します。まず、議案第４３号から議案第４６号の審議を行い教育長報告、今後の日程報告を行い

たいと存じます。その後、傍聴人の方に退室いただきまして、非公開の会議として、会議を進めて行

きたいと存じますので、よろしくお願いします。 

 

 

日程第４ 議案の審議 

（委員長）それでは、議案の審議を行います。「議案第４３号 上尾市図書館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。 

 

○議案第４３号 上尾市図書館規則の一部を改正する規則の制定について 

（教育長）議案第４３号につきましては、図書館次長が説明申し上げます。 

 

～図書館次長挙手～ 

 

（委員長）図書館次長お願いします。 

 

（図書館次長）議案書の１ペ－ジをお願いします。「議案第４３号 上尾市図書館規則の一部を改正

する規則の制定について」説明します。提案理由ですが、上平第三特定土地区画整理事業の換地処分

により、区画整理地内に設置される上尾市図書館上平公民館図書室の所在地が変更となるため、上尾

市図書館規則の一部を改正するものです。議案資料に新旧対照表がありますが、別表１、１４条関係

中、上尾市図書館上平公民館図書室の位置が上尾市大字南７５番地１から上尾市上平中央三丁目３１

番地５に変更するものです。この規則は平成２６年１１月１日から施行するものです。以上です。 
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（委員長）議案第４３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）無いようですので、これより採決します。「議案第４３号 上尾市図書館規則の一部を改

正する規則の制定について」原案のと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、原案のとおり、可決いたしました。 

 

 

 

（委員長）続きまして「議案第４４号 上尾市いじめ問題対策連絡協議会運営規則の制定について」

説明をお願いします。 

 

○議案第４４号 上尾市いじめ問題対策連絡協議会運営規則の制定について 

（教育長）議案第４４号につきましては、指導課長が説明申し上げます。 

 

～指導課長挙手～ 

 

（委員長）指導課長お願いします。 

 

（指導課長）議案書の２ペ－ジ、「議案第４４号 上尾市いじめ問題対策連絡協議会運営規則の制定

について」です。上尾市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例の制定に伴い、上尾市いじ

め対策連絡協議会の運営に関し必要な事項を定めたいのでこの案を提出するものです。議案書の２ペ

－ジ及び３ペ－ジをご覧ください。第２条では、別表にもありますように委員を定め、さらに上尾市

教育委員会が必要と認める場合には、委員として加えることができるとしています。第３条では、定

例会議及び臨時会議の開催について定めております。以上です。 

 

（委員長）議案第４４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。 
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（委員）２ペ－ジの一番下になりますが、附則の第２項に平成２６年の会議は３回を２回にするとあ

りますがなぜですか。 

 

（指導課長）この会議は、学期ごと年３回を予定しております。今年度につきましては、９月市議会

にて可決されております。従って１学期は終了していますので、２学期、３学期の２回、開催するも

のになります。 

 

（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）無いようですので、これより採決します。「議案第４４号 上尾市いじめ問題対策連絡協

議会運営規則の制定について」原案のと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、原案のとおり、可決いたしました。 

 

 

 

（委員長）続きまして「議案第４５号 上尾市いじめ問題調査委員会運営規則の制定について」説明

をお願いします。 

 

○議案第４５号 上尾市いじめ問題調査委員会運営規則の制定について 

（教育長）議案第４５号につきましては、指導課長が説明申し上げます。 

 

～指導課長挙手～ 

 

（委員長）指導課長お願いします。 
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（指導課長）「議案第４５号 上尾市いじめ問題調査委員会運営規則の制定について」です。議案４

４号と同じく、条例の設置に伴い、上尾市いじめ問題調査委員会の運営に関し必要な事項を定めたい

のでこの案を提出するものです。議案資料の４ペ－ジをご覧ください。第２条では、事情を聴取する

範囲及び、調査に関する配慮事項を定めております。第３条では調査委員会の調査結果について、教

育委員会への報告することを定め、第４条では、調査委員会の会議は原則非公開とすることを定めて

おります。以上です 

 

（委員長）議案第４５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）無いようですので、これより採決します。「議案第４５号 上尾市いじめ問題調査委員会

運営規則の制定について」原案のと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、原案のとおり、可決いたしました。 

 

 

 

（委員長）続きまして「議案第４６号 平成２７年度当初教職員人事異動の方針について」説明をお

願いします。 

 

○議案第４６号 平成２７年度当初教職員人事異動の方針について 

（教育長）議案第４６号につきましては、学務課長が説明申し上げます。 

 

～学務課長挙手～ 

 

（委員長）学務課長お願いします。 
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（学務課長）「議案第４６号 平成２７年度当初教職員人事異動の方針について」ですが、議案書の

６ペ－ジから８ペ－ジとなります。提案理由ですが平成２７年度県費負担教職員に係る当初人事異動

の実施に当たり、計画的に適正な人事異動を推進するため、基本方針及び細部事項を定めたいので、

この案を提出するものです。６ペ－ジ、１が基本方針となります。県教育委員会の方針に沿って実施

しますが、２に特に配慮する点について、実施要項として７点挙げております。また、人事異動方針

細部事項については、７ペ－ジからとなります。上尾市の昨年度の基本方針と比較いたしまして変更

点はありません。なお、県の基本方針ですが、議案資料の４ペ－ジ、５ペ－ジに、細部事項につきま

しては、７ペ－ジ、８ペ－ジに資料として示しております。以上です。 

 

（委員長）議案第４６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）無いようですので、これより採決します。「議案第４６号 平成２７年度当初教職員人事

異動の方針について」原案のと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、原案のとおり、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。教育長、よろしくお願いします。 

 

（教育長）本日は、報告としたしまして、１０件の報告を通知しておりますが、そのうち、「報告７ 平

成２６年度全国学力・学習状況調査について」は、今後、一般に対する公表を予定しておりますので、

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。よろしくお願いします。 
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（委員長）ただ今、教育長から、報告７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７を除く、９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）教育長報告をお願いします。「報告１ 教育衛生委員会指名産業医の委嘱について」

を教育総務課長、「報告２ ２０１４図書館まつり＜知ろう！つながろう！楽しもう！～図書館は宝箱

～＞について」を図書館次長より報告します。 

 

 

～教育総務課長挙手～ 

 

 

○報告１ 教育衛生委員会指名産業医の委嘱について 

（教育総務課長）教育長報告１ペ－ジをご覧ください。「報告１ 教育衛生委員会指名産業医の委嘱に

ついて」です。教育衛生委員会の指名産業医が平成２６年８月３１日付けで退任したことに伴い、上尾

市職員安全衛生管理規程第５条の規定により、下記の者を委嘱いたしましたので、報告します。氏名 浅

野泰弘氏、法人所在地 上尾村４５３－７、役職等 医療法人社団弘友会 かしの木内科小児科クリニ

ック院長。以上です。  
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～図書館次長挙手～ 

 

 

○報告２ ２０１４図書館まつり＜知ろう！つながろう！楽しもう！～図書館は宝箱～＞について 

（図書館次長）「報告２ ２０１４図書館まつり＜知ろう！つながろう！楽しもう！～図書館は宝箱～

＞について」です。今年度も秋の読書週間を中心に、市民の方に図書館をより身近に利用していただく

ことを目的に、市民ボランティアと協働で各事業を開催します。開催時期は、平成２６年１０月１８日

から１１月３日までです。開催場所は、図書館本館、上尾市コミュニティセンタ－ホ－ル、大谷公民館

です。主な事業は、「しちょうさん えほんよんで」、これは市長とボランティアで子どもを対象に読み

聞かせを行います。「文芸講演会」ですが、今年４月に本屋大賞を受賞した和田竜氏を招き、自身の作

品世界について講演をします。「YA文学講座」は、中学生、高校生、大学生向けの文学講座となります。

今年度は漫画やアニメの作品を取り上げ、それをとおしてサブカルチャ－と文学について考えてみよう

という講座になります。「文学講座」は、人気作家である三浦しをん氏と東野圭吾氏、両氏について２

回に亘り講座を開催します。その他事業につきましては、３ペ－ジの一覧に詳細が記載されております。

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）「報告３ 平成２６年度委嘱研究発表会について」、「報告４ 平成２６年度上尾市教

育月間について」、「報告５ 平成２６年度上尾市中学校全国・関東大会出場者の結果について」、「報告

６ 平成２６年度第１回生徒指導に関する調査結果について」、「報告８ いじめに関する状況調査結果

について」を指導課長より、「報告９ 学校歯科医の委嘱について」、「報告１０ 平成２６年度就学時

健康診断について」を学校保健課長より報告します。 

 

 

～指導課長挙手～ 

 

 

○報告３ 平成２６年度委嘱研究発表会について 

（指導課長）４ペ－ジ「報告３ 平成２６年度委嘱研究発表会の概要について」ですが、５ペ－ジ「委

嘱研究発表会開催一覧」をご覧ください。平成２５・２６年度の研究委嘱を受けている１１校が、ご

覧の日程で研究発表会を開催します。なお、７番目の太平中学校では、埼玉県特別支援教育研究会の

委嘱も兼ねております。教育委員の皆様には、順時ご案内を届けさせていただきます。 
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○報告４ 平成２６年度上尾市教育月間について 

（指導課長）続きまして「報告４ 平成２６年度上尾市教育月間について」ですが、７ペ－ジから９

ペ－ジまでの「取組一覧」をご覧ください。上尾市教育月間は、平成２０年、上尾市の市制施行５０

周年の際に、開かれた特色ある学校づくりを推進していくという趣旨のもと、１１月を教育月間とし

て設定しております。この期間は、特に学校公開など、保護者や地域の皆様に学校に来ていただける

よう、行事等を計画しており、その主なものを資料として提供いたしました。特に、１１月１日は「彩

の国教育の日」となっており、今年度は土曜日となっておりますが、全ての小・中学校で学校の教育

を公開となっております。 

 

 

 

○報告５ 平成２６年度上尾市中学校全国・関東大会出場者の結果について 

（指導課長）続きまして、１０ペ－ジ「報告５ 平成２６年度上尾市中学校全国・関東大会出場者の

結果について」ですが、８月の定例会の際は、テニス、水泳競技と埼玉学園の全日本少年野球大会は

競技中と報告しておりましたが、結果は１１ペ－ジの表にありますとおり全員健闘してくれました。

なお、瓦葺中学校の松本さんは中学２年生で、水泳女子２００ｍ自由形にて全国５位入賞、埼玉学園

は中体連の大会ではありませんが、全国大会準優勝となっております。松本さんと埼玉学園は、過日、

市長への表敬訪問を行っております。 

 

 

 

○報告６ 平成２６年度第１回生徒指導に関する調査結果について 

（指導課長）続きまして１２ペ－ジ「報告６ 平成２６年度第１回生徒指導に関する調査結果につい

て」ですが、１３，１４ペ－ジ「調査結果の概要」をご覧ください。本年度４月１日から７月３１日

までの上尾市の暴力行為発生件数、いじめ認知件数、不登校児童生徒数の前年度までの同期の比較に

つきましては、資料のとおりです。 

 

 

 

○報告８ いじめに関する状況調査結果について 

（指導課長）続きまして１７ペ－ジ「報告８ いじめに関する状況調査結果」についてですが、１８

ペ－ジのとおり報告します。小学校では、８月の認知件数は０でした。また、これまで認知したいじ

めもすべて解消しております。中学校では、８月に２件認知しており、９月２４日現在、学校では、

ほぼ解消したものと考えておりますが、見守りも続けております。いじめ被害の２名は、２学期初日

から登校しております。中学校では、現在、昨年１０月に認知したいじめ及び今年８月の２件を含め

３件が未解消となっております。以上です。 
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～学校保健課長挙手～ 

 

○報告９ 学校歯科医の委嘱について 

（学校保健課長）１９ペ－ジをご覧ください。「報告９ 学校歯科医の委嘱について」になります。

上尾市立尾山台小学校の学校歯科医である小柳一哉歯科医師の退任に伴い、学校保健安全法の規定に

基づき、残任期間について、下記の歯科医師を学校歯科医に委嘱しますので、報告します。後任につ

きましては、上尾市西宮下のおかだ歯科医院、岡田栄一氏です。任期につきましては平成２６年１０

月１日から平成２７年３月３１日までとなります。 

 

 

 

○報告１０ 平成２６年度就学時健康診断について 

（学校保健課長）続きまして、「報告１０ 平成２６年度就学時健康診断について」報告します。２

０ペ－ジ２１ペ－ジをご覧ください。この事業は翌年度入学予定の幼児を対象とした就学前の健診と

なります。スケジュ－ルとしては、１０月初旬に受診対象幼児の保護者に就学時健診お知らせはがき

を郵送し、２１ペ－ジの一覧にありますとおり、大石北小学校、上平北小学校の１０月２４日をスタ

－トに、富士見小学校の１１月２８日まで、それぞれの小学校で実施をする事業です。以上です。 

 

 

 

（教育長） 報告７につきましては、後ほど報告します。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、意見等ありましたら、お願いし

ます。 

 

 

（委員）報告１についてですが、この指名産業医の任期はいつまでですか。 

 

（教育総務課長）任期につきましては、定めがありません。 

 

 

 

 

日程第６ 今後の日程報告 

（委員長）ありがとうございました。それでは、続きまして、今後の日程報告をお願いします。 
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（教育総務課長）主だったものをお伝えします。１０月１２日、日曜日上尾市民体育祭、１０月１５

日、水曜日上尾市小学校連合運動会、１０月２３日、木曜日教育委員会１０月定例会となります。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

いします。 

 

（委員）議案の話に戻ってしまうのですが、いじめ問題対策連絡協議会は今年２回開かれるとの事で

すが、どの様なことを話し合うのですか。 

 

（指導課長）いじめ問題対策連絡協議会は、市の関係各所、また、市内関係機関、区長会連合会長、

市Ｐ連会長などで構成され、上尾市としての全体的ないじめに対する対策を協議する場です。第１回

目については、委員の委嘱、今後の活動方針について説明を行います。第２回につきましては、いじ

め問題について、上尾市の現在の対策状況等について確認をし、翌年以降の対策について協議したい

と考えております。 

 

（委員）いじめ問題調査委員会は、問題が起きてから設置されるものと思いますが、いじめ問題対策

連絡協議会は、問題が起きるのを未然に防ぐことを考えていくものだと考えております。例えば、今

話題になっているＬＩＮＥを代表するＳＮＳでのいじめについて、ＳＮＳの使用を禁止するような話

になった場合は、教育委員会ではどのような対応をとるのでしょうか。 

 

（指導課長）いじめ問題対策連絡協議会では、事前にあった、または未然に防ぐことについて話し合

っていきます。この協議の中で、禁止等の対応が出来るかどうかについても話し合っていきます。 

 

（委員）人によっては、ＬＩＮＥなどのＳＮＳは、小中学生には必要ないとの話を聞くことがありま

す。先月もＳＮＳでのいじめについて話題となりましたが、これを防止するために禁止などの措置に

ついて考えていくのか、教えて下さい。 

 

 

（指導課長）個別案件は様々あるかとは思いますが、子ども達の状況を把握し、今、必要な対策を取

っていきたいと考えております。勿論、インタ－ネット関係、ＳＮＳ関係、携帯電話関係についても、

当然話し合われると思います。 
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（委員）期待しておりますので、よろしくお願いします。 

 

（委員）今回議案４４号、４５号が提案されております。また、教育長報告の中でもいじめ問題につ

いて報告いただきました。以前から、いじめ問題対策連絡協議会、調査委員会等について話し合いを

させていただいておりましたが、今回のこの運営規則をスタ－トラインとして、上尾市全体でいじめ

に立ち向かう姿勢を示すことが大変重要だと思います。先程委員も期待していますと言っておりまし

たが、是非、真摯に子ども達の目線に立って、ある時は厳しく、批判を受けたとしても禁止するもの

はする、といじめに対して立ち向かっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（委員長）それでは、ここからは、非公開の会議とします。恐れ入りますが、傍聴の方は、ご退室を

お願いします。 

 

～傍聴人退場～ 

 

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

日程第７ 議案の審議 

○議案第４７号 平成２６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ついて 

日程第８ 教育長報告 

○報告７ 平成２６年度全国学力・学習状況調査結果について 

日程第９ 議案の審議 

○議案第４８号 上尾市教育委員会教育長の任命について 

日程第１０ 委員長の選挙 

日程第１１ 委員長職務代理者の指定 

 

 

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

 日程第１２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９月定例会を閉会します。お疲れさまでした。 

 

 


