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平成２７年上尾市教育委員会１月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２７年１月２９日（木曜日） 

開会 午後４時００分 

閉会 午後５時１２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  ４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 １２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 平成２６年上尾市議会１２月定例会について 

報告２ 平成２６年度第１回定期監査結果について 

報告３ 上尾市社会教育委員会議への諮問について 

報告４ 文化財保護審議会への諮問について 

報告５ 平成２７年成人式の結果について 

報告６ 平成２６年度 第４回上尾市なわとび大会の結果について 

報告７ 第３３回 上尾市民駅伝競走大会の開催について 

報告８ 大字小泉及び浅間台地区の一部（調整区域Ｊ地区）における通学区域変更について 

報告９ 平成２６年度 上尾市生徒指導に関する調査結果について 

報告１０ いじめに関する状況調査結果について 

報告１１ 平成２６年度インフルエンザ様疾患による学級閉鎖・短縮授業等の状況について 

日程第５ 今後の日程報告 

日程第６ 議案の審議 
議案第１号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う 

関係条例の整備に関する条例の制定に係る意見の申出について 

議案第２号 上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例の制定に係る意見の申出について 

議案第３号 上尾市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定に 
係る意見の申出について 

日程第７ 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２７年上尾市教育委員会１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）４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。１２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」ですが、審議の前にお諮りします。本日、提出さ

れております３件の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、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」を行いたいと存じ

ますのでよろしくお願いします。 

 

 

 

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。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１１件を通知させていただいております。よろしくお願いしま

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、２については、教育総務部次長から、報告３か

ら５については生涯学習課長から、報告６、７についてはスポーツ振興課長から説明します。 

 

～教育総務部次長挙手～ 

 

 

○報告１ 平成２６年上尾市議会１２月定例会について 

（教育総務部次長）「報告１ 平成２６年上尾市議会１２月定例会について」報告します。会期は平
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成２６年１２月１日から１２月１９日までの１９日間で開催されました。市長提出議案のうち教育関

連につきましては、議案第７３号「平成２６年度上尾市一般会計補正予算（第４号）」の１件のみでし

たが、これにつきましては原案可決されております。内容につきましては１１月定例教育委員会で説

明しましたとおり、２７年度当初から業務契約が必要なものなど債務負担行為に関するものです。私

の方からは以上ですが、市政に対する一般質問の内容については各部長から説明します。 

 

～教育総務部長挙手～ 

 

（教育総務部長）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。別冊の一般質問答弁要旨

をご覧ください。教育総務部に関連する一般質問ですが、４人の議員から質問いただきました。４ペ

－ジになりますが、田中元三郎議員から学校のＬＥＤ化について質問いただきました。現況や課題を

踏まえ、今後予定している校舎の長寿命化、あるいは老朽化対策の中で検討していく旨の答弁をいた

しました。続いて６ペ－ジ平田通子議員から、瓦葺地域にも生涯学習施設をとの質問を頂きました。

市内の公民館、学校開放施設の現状や利用状況、また瓦葺地区の現状について答弁をし、今後も充実

を図っていく旨答弁をしました。続いて１４ペ－ジ以降になりますが、鈴木茂議員から現在進めてお

ります新中央図書館について様々な質問がありました。現在の進捗状況、建設後の現在の本館の取り

扱い、交通の便や名称の件、学習室について質問がありました。関連して浅間台地区で行われている

囃子連について質問がありました。答弁の趣旨としては、今年度建設地の測量を実施した事、平成２

７年には基本設計を行い、最短で平成３１年のオ－プンを考えていること、現在の本館の取り扱いに

ついては、公共施設マネジメントや図書館サ－ビス計画の見直しの中で総合的に判断していく事、ま

た伝統芸能に関しては、市としても保存活用の措置を講じている事を中心に答弁いたしました。続い

て２１ペ－ジ以降ですが、伊藤美佐子議員からも新中央図書館について質問がありました。特にパブ

リックコメントの状況やどのように市民の声を入れた図書館を造っていくのか、用地取得が平成２９

年度になる理由などに関する質問がありました。パブリックコメントに関しては３５人の方から意見

をいただいた事、また、図書館が現在の様々なニ－ズに対応するには不十分になっており、新しい図

書館では充実した図書資料があり、ゆったりした閲覧、学習スペ－スがあること、長時間滞在できる

ような図書館を目指したい事などを答弁すると共に、土地収用法による事業認定を受けるため、用地

取得が２９年度になることを答弁いたしました。以上です。 

 

 

～学校教育部長挙手～ 

 

 

 

（学校教育部長）学校教育部関連の一般質問について報告します。７人の議員から質問を頂きました。

資料の１ペ－ジをお願いします。田中元三郎議員から学校における諸問題について質問を頂きました。

就学時健康診断の状況や、未受診の児童への対応、就学相談や語学指導の必要な児童への対応や、特
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別支援学級の設置について、持続可能な開発のための教育、ＥＳＤについて教育現場の認識や対応に

ついて答弁しております。続きまして５ペ－ジ、道下文男議員からごみ減量対策について質問があり

ました。各学校における食育の取組み状況や、栄養教諭、学校栄養職員の役割と配置状況などを答弁

いたしました。７ペ－ジ池野耕治議員から、国際の進展と学校教育について質問がありました。外国

人児童生徒の在籍数と日本語や日本文化理解のための支援、英語教育の現状や生徒の英語力について、

また国旗、国家について児童生徒への指導と保護者や現場の状況などを答弁しております。続いて１

０ペ－ジ、鈴木茂議員から中学校教諭の勤務時間問題について質問がありました。中学校教諭の勤務

時間や部活動指導の状況、部活動のあり方などについて、また研究発表のテ－マや取組み状況、負担

軽減の対策について答弁しております。１６ペ－ジ井上茂議員から通級指導教室の設置状況、特別支

援学級の取組みについて質問いただいております。通級指導教室は平成２８年度に上尾中学校に設置

する予定である事や特別支援学級のネットワ－ク、巡回指導の充実に努めている事などを答弁いたし

ました。１７ペ－ジをお願いします。町田皇介議員から教育行政について質問がありました。いじめ

や不登校の現状、いじめの未然防止、早期発見、解消のための取組みや小中一貫教育の考え方などを

答弁いたしました。また、危険ドラック対策についても質問があり、学校の取組み状況や、教員の研

修体制などについて答弁いたしました。この危険ドラックに付きましては２０ペ－ジ星野良行議員か

らも質問いただきましたが同様に答弁しております。以上です。 

 

 

～教育総務部次長挙手～ 

 

○報告２ 平成２６年度第１回定期監査結果について 

（教育総務部次長）教育長報告の２ペ－ジをお願いします。「報告２ 平成２６年度第１回定期監査

結果について」報告します。地方自治法に定められた規定に基づき、平成２６年１０月２８日と２９

日の２日間で教育委員会所管の定期監査が実施され、次の３ペ－ジから６ペ－ジまでの監査結果報告

がありました。監査内容は平成２６年４月１日から８月３１日までの５か月間の財務に関する事務を

対象としており、結果としましては、教育委員会所管の小中学校及び各課において「適正」あるいは

「概ね適正」という内容でした。「概ね適正」と言いますのが、一部においては書類の不備等があった

ものです。しかし財務事務においては適正に執行されているという内容です。以上、報告させていた

だきます。 
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～生涯学習課長挙手～ 

 

○報告３ 上尾市社会教育委員会議への諮問について 

（生涯学習課長）教育長報告７ペ－ジをお願いします。「報告３ 上尾市社会教育委員会議への諮問

について」です。平成２３年から５年計画で策定しました第３次生涯学習振興基本計画が、平成２７

年度で計画期間を終了することに伴いまして、これに接続する第４次上尾市生涯学習振興計画の策定

につきまして、上尾市社会教育委員会議に意見を求めるために諮問をさせていただきます。計画名称

は第４次上尾市生涯学習振興基本計画。諮問の日は、平成２７年２月２４日に会議を開催しますので、

この日に行います。答申につきましては、平成２７年１０月を予定しております。なお、社会教育委

員は、ここに挙げております１３人を委嘱任命してあります。 

 

 

 

○報告４ 文化財保護審議会への諮問について 

（生涯学習課長）続きまして８ペ－ジをお開きください。「報告４ 文化財保護審議会への諮問につ

いて」です。上尾市文化財保護条例第２５条の規定によりまして、下記の文化財を上尾市指定文化財

に指定したいので、上尾市文化財保護審議会に諮問するものです。諮問する文化財については、１件

目が坂上遺跡出土品。種別については有形文化財中の考古資料ということになります。２件目が武州

平方箕輪囃子。種別については民俗文化財の中の無形民俗文化財です。 

 

 

 

○報告５ 平成２７年成人式の結果について 

（生涯学習課長）続きまして９ペ－ジをお開きください。「報告５ 平成２７年成人式の結果につい

て」です。教育委員の皆様にも参列いただき、上尾市文化センタ－大ホ－ルを会場に、平成２７年１

月１１日に２回に分けて開催いたしました。対象者が２，２９２人、入場者が１，７８５人というこ

とで、出席率は７７．９％でした。過去５年の出席率の推移を示す表を見ますと、ここ６年間の中で

は最も高い出席率となりました。御承知のとおり、当日は天候にも恵まれ、全体的に穏やかな雰囲気

の中で実施することができたと考えております。ありがとうございました。以上です。 
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～スポーツ振興課長挙手～ 

 

○報告６ 平成２６年度 第４回上尾市なわとび大会の結果について 

（スポーツ振興課長）スポ－ツ振興課です。スポ－ツ振興課からは２点、報告をさせていただきます。

１０ペ－ジをお開き下さい。「報告６ 第４回上尾市なわとび大会の結果について」です。平成２６年

１２月２５日に埼玉県立武道館主道場を会場になわとび大会を開催しました。当日の参加者は、市内

の小中学生、延べ人数ですが１，９１９人でした。昨年が２，０４１人でしたのでマイナス１２２人

となりましたが、年末のインフルエンザの影響があったかと考えております。記録につきましては、

各部の左から今大会の優勝者と回数、そして、昨年の大会の優勝者と記録、第１回から３回までの過

去の三大会の最高記録を報告させていただいております。今大会では２重跳びの３、４年生と５，６

年生、あや２重跳びの中学生、３重跳びの中学生、集団跳びの小学生が大会記録を出しております。

特に小学生集団跳びが１，２７７回で３０分以上跳んでおり、来年は進行等考えなければならないと

思っております。 

 

 

 

○報告７ 第３３回 上尾市民駅伝競走大会の開催について 

（スポーツ振興課長）続きまして、「報告７ 第３３回上尾市民駅伝競走大会の開催について」です。

昨年第３２回大会は大雪のため中止となりましたが、第３３回の駅伝競走大会は次の通り実施します。

主催が上尾市、上尾市教育委員会、上尾市体育協会、上尾市ＰＴＡ連合会、協力が上尾市陸上競技協

会、期日が平成２７年２月８日の日曜日、雨天、小雪の場合決行です。各部の表彰式まで行いながら

も、小学生の帰りの時間等を考慮いたしまして、小学生の部の前に行っていた開会式を取りやめ、開

会式を１回としました。従いまして、委員の皆様には午前８時２０分からの開会式に出席いただきま

す。受付は７時４５分から８時１５分までとなりますのでよろしくお願いします。会場が上尾運動公

園陸上競技場周辺コ－ス。種目及び参加申し込み状況は、表記のとおりです。前回の申し込み状況に

比べチ－ム数で９チ－ム、申込み人数で４４人ほど少なくなっています。開催要項は１３ペ－ジ以降

となりますので参照いただければと思います。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。 
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（学校教育部長）報告８については、石塚学校教育部次長兼学務課長から、報告９、１０については指

導課長から、報告１１については学校保健課長から説明します。 

 

～学務課長挙手～ 

 

○報告８ 大字小泉及び浅間台地区の一部（調整区域Ｊ地区）における通学区域変更について 

（学務課長）「報告８ 大字小泉及び浅間台地区の一部（調整区域Ｊ地区）における通学区域変更に

ついて」報告します。教育長報告１６ペ－ジをお開きください。現在、大字小泉及び浅間台地区の一

部、通称、調整区域Ｊ地区と呼んでおります、このＪ地区の一部区域について、市立小・中学校の指

定校を「大石小学校・大石中学校」から「西小学校・西中学校」に変更するため、準備を進めており

ますので報告します。１７ペ－ジをご覧ください。地図上の①から⑭がＪ地区と呼んでいる調整区域

です。これは、小泉地区で行われております土地区画整理事業の影響等によりまして、大石小の児童

が急激に増加したところから、大石小の大規模化と西小の小規模化の進行を抑制するため平成１８年

１０月に設けた区域で、小学校は大石小学校、中学校は大石中学校と指定しておりますが、希望によ

り「西小学校・西中学校」も選択可能としているところです。しかしながら、調整区域を設けたもの

の、近い学校へ通学したいという願いも有る中、大石小を選択する家庭が多く、１９ペ－ジの７ 参

考の（２）大石小学校・西小学校の児童数の推計の折れ線グラフに示されるように、今後も、大石小

の増加と西小の減少が見込まれるところとなっております。このような中、通学区検討協議会からは、

学校の適正規模を図るため、調整区域全区域ではなく、細分化し、通学距離や安全対策を考慮しなが

ら少しずつ学区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、事務局では昨年秋に、対象

となる調整区域の保護者の意向を把握するためのアンケ－トも実施し、変更に向けての準備を進めて

いるところです。具体的には、アンケ－トの結果も踏まえた上で、１７ペ－ジ地図上の調整区域Ｊ地

区のうち、⑥⑦⑨⑩⑫の区域について、平成２７年度から学区の変更を考えており、変更を行うにあ

たりましては、１８ペ－ジの５の指定校変更に伴う配慮事項にありますように、現在、在籍中の児童

生徒、きょうだい関係にも配慮しながら進めて参りたいと考えているところです。１９ペ－ジの６に、

経緯とスケジュ－ル案をお示ししておりますが、現在、来年度からの指定校変更が可能となるよう、

関係する学校の校長およびＰＴＡ役員、地元区長等、関係者への説明を終え、来月には対象となる保

護者への説明会を実施する予定でおります。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たいと考えておりますので、以上、進捗状況について報告し

ます。 

 

 

 

～指導課長挙手～ 
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○報告９ 平成２６年度 上尾市生徒指導に関する調査結果について 

（指導課長）「報告９ 平成２６年度 第２回上尾市生徒指導に関する調査結果について」ですが、

２２・２３ペ－ジに、調査内容をお示しいたしました。これは４月から１２月末までの調査結果です。

（１）の暴力行為は年々減少し、昨年度同期と比較しますと、中学校で減少しております。（２）のい

じめは、小学校で増加しましたが、中学校で大幅に減少しております。（３）の不登校ですが、小学校・

中学校で昨年同時期と比較し減少しています。特に、小学校は年々減少しておりますが、全体的には、

ここ数年横ばいの状況です。 

 

 

 

○報告１０ いじめに関する状況調査結果について 

（指導課長）続いて、２４ペ－ジ「報告１０ １２月いじめに関する状況調査結果」についてです。

小学校では、１２月のいじめの認知件数は２件で１件は解消しました。未解消の一件は、保護者同士

で話し合いの場、謝罪の場を持っております。現在、解消に向けて継続的に指導しているところです。

また、中学校では、１２月の新たないじめの認知はありませんでした。以上です。 

 

 

 

～学校保健課長挙手～ 

 

○報告１１ 平成２６年度インフルエンザ様疾患による学級閉鎖・短縮授業等の状況について 

（学校保健課長）２６ペ－ジの「報告１１ 平成２６年度インフルエンザ様疾患による学級閉鎖・短

縮授業等の状況について」ですが、初めに直近の県内の状況について報告します。県の発表によると、

１２月１５日から２１日の週で、８，５９８人の感染報告があり、県内全ての定点医療機関において

警報開始基準値である１機関あたり３０人を超えたことから、流行警報が発令されました。ちなみに、

この時期で警報基準値を超えるのは、平成１１年に感染症法に基づく調査が開始されて以来、最も早

いとのことです。また、この警報発令は、埼玉県が全国で最も早いとのことでした。全国で見ると、

厚生労働省の１月１６日の発表で、全国平均で警報レベルを超えたとの発表がありました。これは例

年よりも３週程早く、今月下旬にも流行のピ－クを迎える可能性があるということです。上尾市教育

委員会では、市内３３校全てに文書での通知や校長会議、教頭会議で、マスクの着用やうがい・手洗

いなどを始めとする予防対策の徹底について指導するよう周知しております。それでは、上尾市内の

小・中学校のインフルエンザの状況ですが、本日お配りした別紙資料≪学校保健課≫の「この冬のイ

ンフルエンザ様疾患による学級閉鎖・短縮授業等の状況一覧表」をご覧下さい。内容は、本日、午前

１１時までに各学校から報告された状況です。表の見方は、左から、学校からの報告月日・学校名・

新規又は継続の別・対応措置・学級名・在籍人数・欠席人数・欠席はしていないが風邪気味の人数・

学級閉鎖の期間・関係機関への報告の有無・備考欄は詳細を表したものです。前回の１２月定例教育

委員会でもお伝えしましたが、昨年度は１月２０日に学級閉鎖の措置報告がありました。今年度は約
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２か月半ほど早い措置報告を受けています。現在、資料の１ペ－ジの中で網掛け表示ている２校２学

級で学級閉鎖を行っています。また累計では、右上の表に示してあるように、２３校４９学級で短縮

授業が、２７校４５学級で学級閉鎖の措置が図られている。以上です。 

 

 

 

（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。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）議会の答弁ですが、２１ペ－ジの伊藤美佐子議員の質問で「事業のＰＦＩ方式の導入の検討

について」とありますが、ＰＦＩ方式について説明していただけますか。 

 

～教育総務部副参事挙手～ 

 

（教育総務部副参事）ＰＦＩ方式とは、いわゆる民間活力を導入した事業方式となります。設計前の

段階で民間に委託すると、どの程度の経費が削減できるか、サ－ビスが向上するかを様々な角度から

検討し、民間で行う事が相応しいとなれば、設計、工事、施設の管理運営を含め、全てを委託するの

がＰＦＩ方式となります。簡単ではありますが以上説明となります。 

 

（委員）質問させていただきます。学区変更に関してですが、アンケ－トを実施し、回答率が５３％

とのことですが、この回答の内容で特出したものなどは有るのでしょうか。 

 

（学務課長）全区域を変更すべきか、一部のみとすべきかとの設問が有りました。回答は一部のみが

５５％を占めておりました。どの地域が妥当かとの設問に対して、西小学校と大石小学校が、直線距

離で１．４ｋｍ有りますので事務局では７００ｍのラインで線引きをしており、この図の⑥⑦⑨⑩⑫

を提示していたところ、アンケ－ト結果でもこの案が最も多く選択されておりましたので、進めて行

きたいと考えております。 

 

（委員）議会の答弁ですが、まだ新中央図書館については色々と検討中だとは思いますけれども、富

士見小学校にある子どもの読書活動支援センタ－が新中央図書館に入る計画になっていると思いまし

た。小学生、中学生を対象としたものにするのであれば、現在の図書館の方が子ども達にとっても交
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通の便等から便利ではないでしょうか。まだ検討の余地が有るのであれば、よろしくお願いします。 

 

（図書館次長）運営等に関しては、これから図書館サ－ビス計画等で検討しなければならないものが

多々ありますので、今頂いた意見も含め今後検討していきたいと思います。 

 

（教育総務部長）議会の議論の中でもありますが、現在の本館は上尾地区の分館としての機能もあり

ます。新中央図書館が建設後、上尾地区が手薄になってしまうとの懸念もあり、その辺りをどうする

か、と検討しております。本館の利用に関しては、公共施設マネジメントで市全体の施設として、図

書館サ－ビス計画で地域性の中での図書館の在り方について様々な観点から検討が必要となります。

お話にありました子どもの読書活動支援センタ－ですが、基本的には新中央図書館は、より広くなり、

より機能も充実する事から移設したいとは考えておりますが、現在の場所の良い点もありますので、

色々と考慮・研究をしながら在り方を検討したいと思います。 

 

（委員）報告９ですが、暴力行為やいじめは少なくなってきておりますが、不登校の児童・生徒が横

ばいになっているのは、対応等があまり変わっていないということですか。それとも、色々とやって

はいるが効果が出ていないということですか。 

 

（指導課長）教育センタ－が中心となって、不登校児童生徒へのアプロ－チ、登校できるような準備、

精神的な部分での支えをしておりますが、家庭環境が複雑なケ－スが増えてきており、その辺りも原

因であると考えております。学校も教育センタ－も色々と手は尽くしておりますが、家庭環境の影響

の大きさを感じているところです。 

 

（学校教育部長）統計上、不登校児童生徒のカウントは、年間３０日以上欠席の者となります。改善

され登校が出来るようになっていても、既に３０日の欠席で不登校とカウントされてしまいます。実

態としては、現在不登校、過去に不登校の児童生徒も含まれておりますので、その辺りをお含みいた

だければと思います。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）インフルエンザについて詳細な資料提供ありがとうございました。今年は例年に比べとても

早い流行だったと報告いただきましたが、それだけではなくインフルエンザに罹患した児童生徒は多

かったのですか。また、収束に向かっているのでしょうか。 
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（学校保健課長）全国的にも言えますが、時期的には早いのですが、罹患人数は例年と大きな変化は

ございません。また、収束についてですが、先ほど説明させていただいたとおり、本日現在では、２

校２学級が学級閉鎖の措置を行っており、比較的安定している状況であり、推測はできませんが、厚

生労働省の見解では、今月末がピークになるとの報道がなされていました。 

 

（委員）インフルエンザですが、この時期に収束は見込めないと思いますが、最近インフルエンザの

予防接種にも有効期間があるようです。４月当初位にインフルエンザに罹患する子どもがいるとのこ

とを聞いておりますので、健康管理の周知徹底について子ども達だけではなく、職員の皆様にもお願

いしたいと思います。インフルエンザだけでなく冬場に多い嘔吐・下痢などについても周知徹底が必

要ですので、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

日程第５ 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）２月の案内をさせていただきます。２月８日 日曜日、上尾市民駅伝競走大会があ

ります。２月１８日 水曜日、教育委員会２月定例会が１４時より開催されます。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）先日、学校の書道展を見てきたのですが、子ども達の取組んでいる姿勢がとても伝わってき

て、凄く感動した作品も多くあり、また保護者の様子を見ておりますと熱心な方が多いと感じました。

こういった取組みを小学校の体育館で行っているのは、保護者にとっても足を運び易かったりして、

良いものだと感心させていただきました。学校の掲示でもありますが、やはり体育館全体に広げて掲

示されているのは迫力もあり、子ども達の頑張りも伝わり良かったと思います。先生方の指導に感謝

しております。 

 

（委員長）ありがとうございました。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～ 
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－－－－－－－－－－－－－－－－〔以下、非公開の会議〕－－－－－－－－－－－－－－－－ 

日程第４ 議案の審議 

（委員長）ここからは、非公開の会議とします。「議案第１号 地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に係る意見の申出につ

いて」説明をお願いします。 

 

○議案第１号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例の制定に係る意見の申出について 

 

○議案第２号 上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例の制定に係る意見の申出について 

 

○議案第３号 上尾市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定に係る意

見の申出について 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－〔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１月定例会を閉会します。お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 


