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平成２６年上尾市教育委員会１２月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２６年１２月２４日（水曜日） 

開会 午後２時３２分 

閉会 午後３時０５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  ３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 １１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５８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 

日程第５ 教育長報告 

報告１ 「平成２６年度 上尾の教育」について 

報告２ 平成２７年成人式について 

日程第６ 今後の日程報告 

日程第７ 教育長報告 
報告３ 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２６年上尾市教育委員会１２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）３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。１１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、岡田委員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、本田委員長職務代理者さんにお願いします。 

 

（委員）はい。 
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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５８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５８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５８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）「議案第５８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。提案理由は録音資料の貸出対象者の拡大、図書館来館が困難な者への図書館資料の宅配サ－ビス

など、図書館の利用が困難である者へのサ－ビスを拡充するため、上尾市図書館規則の一部を改正す

るものです。上尾市図書館規則、第２条所掌事務に第２号として、新たに点字資料及び録音資料の作

成及び貸し出し並びに宅配サ－ビスの実施に関すること。を加え、以下１号ずつ繰り下げます。この

規則は、平成２７年４月１日から施行するものです。今回の改正にあたっては、図書館の所掌事務に

加えて、障がいを持つ利用者、また図書館来館が困難な者に対して、図書館で考えられるサ－ビスの

準備を整え、拡充させていきたいと考えています。具体的には録音資料の貸出対象者を、視覚障がい

者のみならず、識字障がい・学習障がい・肢体障がい者・寝たきりの方へ拡大することです。さらに

図書館来館困難者への本の宅配も行います。今後、実施要領を定め、実施マニュアルを作成して対応

していきます。以上です。 

 

（委員長）議案第５８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）どなたでも本の楽しさや喜びを味わう事が出来る様になるため、大変良い取組だと思います。

私に出来る事があれば全面的に協力したいと思います。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）細かい事についてはこれからということですが、来館が困難な者には、遠方のため困難な者も

含まれるのでしょうか。 
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（図書館次長）前提として市内在住の来館困難者になりますが、要件として要介護３以上の者、または

身体障害者手帳１級～３級を持っている者を対象とし、まずはサ－ビスを始めたいと考えております。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）点字資料等を作成できる職員は、図書館に在籍しているのですか。 

 

（図書館次長）現在、職員では作成できる者はおりません。点字資料につきましては、県の点字図書館

や全国の図書館で作成され、配布されたものが上尾市図書館に所蔵されております。その他に必要があ

れば、所蔵している図書館と相互貸借することとなります。 

 

（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５８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。 

 

 

 

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、報告といたしまして、３件の報告を通知しておりますが、そのうち、「報告３ い

じめに関する状況調査結果について」は、今回、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。よろしくお願いします。 
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（委員長）ただ今、教育長から、「報告３ いじめに関する状況調査結果」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３を除く、２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 「平成２６年度 上尾の教育」について」を

教育総務課長、「報告２ 平成２７年成人式について」を生涯学習課長より報告します。 

 

 

～教育総務課長挙手～ 

 

 

○報告１ 「平成２６年度 上尾の教育」について 

（教育総務課長）「報告１ 平成２６年度 上尾の教育について」です。平成２６年度 上尾の教育を

別冊のとおり作成しましたので報告いたします。この冊子につきましては、平成２６年度の教育行政及

び教育機関の諸活動の概要について、教育行財政・学校教育・生涯学習・生涯スポ－ツの４つの領域に

分けて編集しております。編集にあたりましては各課のご協力のもと完成いたしましたこと、この場を

お借りしてお礼申し上げますと共に、上尾市の教育行政をご理解いただく一助として、活用いただけれ

ば幸いに存じます。なお、この冊子につきましては情報公開コ－ナ－や図書館、公民館などにおける閲

覧のほか、Ｗｅｂサイトにおいても掲載し公表します。以上です。 
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～生涯学習課長挙手～ 

 

 

○報告２ 平成２７年成人式について 

（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 平成２７年成人式について」で

す。４月の定例教育委員会でも報告させていただいておりますが、具体的な内容が決まってまいりまし

たので、報告させていただきます。期日につきましては、１月１１日、日曜日の実施でございまして、

時間に関しましては、主にＪＲ高崎線西側居住者が対象の第１回目が午前１０時３０分から、主にＪＲ

高崎線東側の居住者が対象の第２回目が午後０時４５分からそれぞれ開催します。会場は上尾市文化セ

ンタ－、主催は上尾市・上尾市教育委員会となります。内容につきましては、例年どおり、２０分程度

のアトラクションと５０分程度の式典の２部構成となります。アトラクションにつきましては、成人代

表者による実行委員会の制作で、１回目は思い出のアルバムショ－、２回目については、思い出のアル

バムショ－と恩師からのビデオレタ－を合わせた形で実施します。対象者につきましては、平成６年４

月２日から平成７年４月１日までに生まれた市内在住の者で、住民基本台帳から１１月１日現在で抽出

した対象者２，２９２人に１２月１日付けで案内状を発送しております。なお、市外在住ではあるが、

中学校卒業時に市内に在住していた者につきましては、申し出により案内状をお送りしております。現

在６９人に発送しており、昨年と同程度です。以上です。 

 

 

 

 

（教育長）報告３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。 

 

（教育長）よろしいでしょうか。お手元に配付されている上尾の教育の１２５ペ－ジをご覧ください。

最近の教職員の年齢構成をグラフ化させていただきました。これを見ますと、ここ数年で年齢構成が

大分変わって来ているのが見えてくると思います。是非、参考としてご覧ください。今まで、５０代、

６０代前後が多かったのですが、ここに来て２０代、３０代が増えて来ているのが顕著に現れており

ます。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）６８ペ－ジですが、学校保健活動についてあるのですが、出来ればもう少しボリュ－ムを持

たせていただきたいと思います。 
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（学校保健課長）次年度作成時には留意して作成させていただきます。 

 

（委員）教育長からもお話がありましたが、私も数年教育委員を勤めさせていただいている中で、学

校訪問をするたびに、若い先生が増えてきたと感じております。年齢によって左右されるものでは無

いと考えておりますが、これだけ社会がグロ－バル化され、十年一昔という言葉が陳腐化した世の中

ですので、時間の流れがどんどん早くなってきていると思います。その中で、若い人の対応力が活か

せる場が増えてきていると思います。 

 

（教育総務課長）付け加えさえていただきますが、７８・７９ペ－ジの小中学校及び幼稚園の棟ごと

の耐震性能の状況表を新たに加えました。今年度追加したペ－ジですが、前ペ－ジにて各学校の設置

年の記載はありますが、校舎棟の建築年度については提示していなかったため、耐震性能と合わせた

表を新たに加えたものです。７９ペ－ジの一番上に上尾中学校があるのですが、ＩＳ値欄を見ていた

だきますと、０．６９や０．４１と数字があると思いますが、文科省では０．７を基準としておりま

す。従いまして、上尾市教育委員会では平成２７年度までに上尾中学校を改築予定としております。 

 

 

 

 

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。 

 

（教育総務課長）１月のご案内をさせていただきます。年が明けて１月４日、日曜日 新春懇談会を

文化センタ－にて開催します。１月５日、月曜日 平成２７年教育委員会年頭式を上尾公民館にて１

１時に開式予定です。１月１１日、日曜日 成人式を午前・午後に分けて文化センタ－にて開催しま

す。１月２９日、木曜日 教育委員会１月定例会を１６時から開催します。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

いします。 

 

（委員）本日、２学期が終了いたしましたが、インフルエンザなどの状況はいかがでしょうか。 

 

（学校保健課長）今日現在ですが、学級閉鎖はありません。しかし、小学校で３学級授業短縮を行っ

ております。延べですが、短縮授業が２０校４４学級、学級閉鎖が２３校４１学級になっております。

昨年度と比較いたしまして今年の特徴ですが、１０月下旬に小学校１校で９人の児童が罹患している
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との報告がありました。その後１５人が罹患し１１月５日から６日に学級閉鎖の措置報告がありまし

た。また、中学校では１１月５日に１人が罹患したと報告がありました、昨年度は１２月４日に初感

染報告があり、学級閉鎖は１月２０日でした。今年度は学級閉鎖について、およそ２ヶ月半も早い状

況です。県の発表でも、かなりインフルエンザが蔓延しており、平成８年以来の約１８年ぶりに高い

数値になっているとの事です。学校には校長会議、教頭会議を通して、ノロウィルスも含め、手洗い・

うがいを含め健康管理の励行を依頼しております。 

 

（委員）ありがとうございます。ウィルス感染はとても気を付けていなければ、一気に蔓延してしま

います。手のアルコ－ル消毒なども、最近置いてあるだけの状況にあるように見受けられますが、ど

の様な状況になっていますか。 

 

（学校保健課長）具体的な設置率は押さえておりませんが、各学校で必要があれば購入をしておりま

す。 

 

（委員）手からの感染を防ぐ事は非常に大事だと思います。是非、活用を出来るように周知する事が

大事だと思います。今後もよろしくお願いします。 

 

（委員長）その他何かありますか。 

 

（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 教育長報告 

（委員長）ここからは、非公開の会議とします。非公開の会議の中におきまして、報告することと決

定いたしました報告３について、よろしくお願いします。 

 

～学校教育部長挙手～ 

 

（学校教育部長）「報告３ いじめに関する状況調査結果について」指導課長から報告します。 
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～指導課長挙手～ 

 

○報告３ いじめに関する状況調査結果について 

（指導課長） 

 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－〔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１２月定例会を閉会します。お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 


