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平成２７年上尾市教育委員会４月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２７年４月２３日（木曜日） 

開会 午後３時００分 

閉会 午後３時５０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 長島愼一 

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 

教育総務部副参事 兼 図書館次長 黒木美代子 

学校教育部副参事 兼 指導課長 兼 教育センター所長 上野明 

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 スポ－ツ振興課長 平賀健治 

学校教育部 学校保健課長 坂井良昭 

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 関根郁夫 

    教育総務課主査 吉野誠 

教育総務課主任 鳥丸美鈴 

教育総務課主任 鈴木加代子 

５ 傍 聴 人  ７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 書記の指名 

日程第３ 第１回臨時会及び３月定例会会議録の承認 

日程第４ 会議録署名委員の指名 

日程第５ 議案の審議 

議案第２１号 上尾市スポ－ツ推進審議会委員の任命について 

日程第６ 教育長報告 
報告１ 平成２７年上尾市議会３月定例会について 

報告２ 平成２８年成人式について 

報告３ 平成２６年度上尾市図書館運営状況について 

報告４ 第３１回いきいきライフ大運動会について 

報告５ 教科用図書の採択について 

報告６ 平成２７年度委嘱研究発表について 

報告７ 上尾市立幼稚園及び小学校運動会並びに中学校体育祭の日程について 

報告８ いじめに関する状況調査結果について 

報告９ 平成２６年度さわやか相談室相談員等の活動状況について 

報告１０ 平成２６年度上尾市教育センター教育相談（不登校）の状況について 

報告１１ 産業医の委嘱について 

報告１２ 上尾市小中学校一斉避難訓練について 

 

日程第７ 今後の日程報告 

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２７年上尾市教育委員会４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。 

 

（教育総務課長）７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 書記の指名 

（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 書記の指名」です。会

議録の作成にあたりましては、「上尾市教育委員会 会議規則」に「事務局職員のうちから教育長の推

薦する者を指名して、会議録を作成するものとする。」と定めがあります。年度当初の人事異動もあり、

職員の体制も変わっておりますので、岡野教育長から職員の推薦をお願いします。 

 

（教育長）それでは、４人を推薦させていただきます。教育総務課主幹 関根郁夫、主査 吉野誠、

主任 鳥丸美鈴、主任 鈴木加代子です。よろしくお願いします。 

 

（委員長）それでは、教育長から推薦がありました４人の職員を書記として指名いたしますので、よ

ろしくお願いします。 

 

 

日程第３ 第１回臨時会及び３月定例会会議録の承認 

（委員長）「日程第３ 第１回臨時会及び３月定例会会議録の承認」についてです。第１回臨時会及び

３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、両会議録につきまして、承認することに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）異議ないものと認め、第１回臨時会については岡田委員に、３月定例会については本田委

員長職務代理者に、それぞれご署名をいただき、会議録といたします。 

 

日程第４ 会議録署名委員の指名 

（委員長）続きまして、「日程第４ 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

委員にお願いいたします。 

 

（委員）はい。 

 

 

 

日程第５ 議案の審議 

○議案第２１号  上尾市スポ－ツ推進審議会委員の任命について 

（委員長）続きまして、「日程第５ 議案の審議」です。本日は１件の議案が提出されております。「議

案第２１号 上尾市スポ－ツ推進審議会委員の任命について」説明をお願いします。 

 

（教育長）議案第２１号につきましては、平賀スポ－ツ振興課長が説明申し上げます。 

 

～スポ－ツ振興課長挙手～ 

 

（委員長）スポ－ツ振興課長お願いします。 

 

（スポ－ツ振興課長）「議案第２１号 上尾市スポ－ツ推進審議会委員の任命について」説明をいたし

ます。上尾市のスポ－ツ推進計画やスポーツに関する事項を調査、審議するため、上尾市スポーツ推進

審議会が設置されております。市内スポーツ団体の代表者である３号委員のうち、上尾南中学校の森井

校長先生が、上尾市中学校体育連盟会長を退任したためスポーツ推進審議会委員に欠員が生じました。

あらたに中学校体育連盟会長となりました東中学校長 福田哲氏を上尾市スポーツ推進審議会条例第

４条の規定により、後任として任命したいので、この案を提出するものです。なお、任期につきまして

は、上尾市スポーツ推進審議会条例第５条第１項の規定により、前任者の残任期間となり、平成２８年

１０月３１日までが任期となります。以上です。 
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（委員長）ありがとうございました。議案第２１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、これより採決いたします。「議案第２１号 上尾市スポ－ツ推進審議

会委員の任命について」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６ 教育長報告 

（委員長）続きまして、「日程第６ 教育長報告」です。教育長お願いします。 

 

（教育長）本日は、１１件の報告を通知させていただいておりますが、１件追加させていただきまして

１２件の報告がございます。よろしくお願いします。 

 

～教育総務部長挙手～ 

 

○報告１  平成２７年上尾市議会３月定例会について 

（教育総務部長）「報告１ 平成２７年上尾市議会３月定例会について」報告させていただきます。ま

ず、全体概要を保坂教育総務部次長から、続いて市政に対する一般質問関係を両部長より報告させてい

ただきます。 

 

（教育総務部次長）教育長報告の１ページをお開きください。「平成２７年上尾市議会３月定例会につ

いて」報告します。会期は平成２７年２月２５日から３月２０日までの２４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いて報告します。議案第１号「平成２６年度上尾市一般会計補正予算（第

５号）」につきましては、賛成多数にて原案可決されました。歳入・歳出予算の補正や上尾中学校改築

に係る継続費補正、またブックスタート事業のための繰越明許補正となっております。次の議案第６号

「平成２７年度一般会計予算」につきましても、賛成多数にて原案可決となりました。教育費の歳出予

算額は５７億３６１１万８千円となっております。次の議案第２１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」、議案第２２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」、議案第２３号「上尾市立幼

稚園の利用者負担額に関する条例の制定」についてはいずれも原案が可決され、議案第３３号「工事請

負契約の締結」については上尾中学校屋内運動場の請負契約に関するものですが、全会一致で原案が可
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決されました。以上です。 

 

 

（教育総務部長）続きまして、市政に対する一般質問関係の概要を報告させていただきます。はじめに

教育総務部に関係する一般質問ですが、５人の議員からいただきました。うち４人の議員から、新中央

図書館に関した質問がありました。１ページからになりますが、深山孝議員からは、上尾市図書館のコ

ンセプト、図書館建設の必要性、誰もが来たくなる図書館とは、などに関する質問があり、この間にま

とめた基本構想の理念や必要性、内容に基づき、「誰もが集え安全で居心地のよい空間」、「調査研究・

情報提供機能の拠点」、「図書館システムの中心」としての面を中心に答弁いたしました。１３ページ以

降になりますが平田通子議員、秋山かほる議員、井上茂議員からは、パブリックコメントの意見の反映、

現本館の利用、候補地の選定経緯、事業費についてなどに関する質問がありました。建設予定地までの

交通手段を充実させるために関係機関と協議検討すること、現本館については、図書館サービス計画や

公共施設等総合管理計画など市全体の計画の中で検討すること、候補地の選定経緯については、確保で

きる延床面積や駐車台数を踏まえ、西口大駐車場を含めた４つの候補地の比較検討を中心に答弁いたし

ました。また事業費については、現段階では確定していない部分が多いため、基本設計の中で算出し、

なるべく早い時期に報告したいことなどを答弁しました。その他、９ページからになりますが、橋北富

雄議員からは、新しい教育委員会制度に関する質問があり、その趣旨に鑑み、これまで以上に市長と教

育委員会が連携を図っていきたい旨答弁しました。以上です。 

 

 

～学校教育部長挙手～ 

 

（学校教育部長）それでは、学校教育部に関係する一般質問ですが、４名の議員からいただいておりま

す。恐れ入りますが、答弁要旨資料の４ページをお開きください。新井金作議員から「上尾道路の進捗

状況について」の中で、上尾道路の開通に伴う大石南中学校入り口信号撤去に対する地元署名活動につ

いて質問をいただきました。教育委員会としては、児童生徒の登下校の安全について、地元の方々が大

変高い関心を持っていただいたことから、大変多くの署名になったものと受け止めていると答弁しまし

た。続いて５ページ、６ページをお願いします。前島るり議員から「英語教育の今後と異文化理解につ

いて」質問がありました。ＡＬＴについては、定期的に評価を行い、質を確保していること、小学校教

員への効果的な研修に基づく指導力の向上を図っていること、様々な教育活動を通じて異文化の理解や

共生の大切さなどを学ぶ国際理解教育を進めていることなどについて答弁しました。次に７ページ、８

ページをお願いします。道下文男議員からは「子どもの放課後の安全・安心について」質問がありまし

た。過去３年間で発生した下校時の不審者件数と減少要因、子供が身を守る指導の取組やこども１１０

番の現状と課題・解決策、学校としての安全対策の取組などについて答弁しました。また新たな取組と

して、ＩＣタグを活用した見守りシステムの導入については、システムの構築や機器購入費用などの課

題もあること、導入自治体も少ないことなどから今後の研究課題としていきたい旨の答弁をしました。

次に、９ページから１２ページをお願いします。橋北富雄議員から「新しい教育委員会制度について」

の中で、「少人数学級の成果と課題」、「地域ボランティア制度」、「教育相談体制における課題と対応」、

「増加傾向にある発達障害児童に対する課題と対応」について質問をいただきました。このうち、地域

ボランティア制度については、学校応援団などの活動による各学校の特色を生かした活動が実施されて

いること、教育委員会としては、地域と一体となった教育活動をさらに充実するよう支援していく旨の

答弁をしました。また、教育相談体制については、さわやか相談員の今年度報酬を引き上げたことや相

談内容の現状を、また課題としては、相談件数の増加や相談内容が多岐にわたっていることなどの答弁

をしました。以上です。 
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（教育総務部長）続きまして、「報告２ 平成２８年成人式について」を生涯学習課長から、「報告３ 

平成２６年度上尾市図書館運営状況について」を図書館次長から、「報告４ 第３１回いきいきライフ

大運動会について」はスポ－ツ振興課長から報告します。 

 

～生涯学習課長挙手～ 

 

○報告２ 平成２８年成人式について 

（生涯学習課長）教育長報告の３ページ、「報告２ 平成２８年成人式について」です。本年度の成人

式は、平成２８年１月１０日の日曜日に実施を予定しています。例年のとおり２回に分けて実施し、

今回はＪＲ高崎線東側が１回目、西側が２回目となります。会場・主催・広報等の要件も例年どおり

となります。対象者につきましては、平成７年４月２日から平成８年４月１日の間に生まれた人で、

中学校卒業時の市内在住者等につきましては、申出により参加可能となっています。なお、参加者は

平成２７年４月１日現在で２，２２３人です。昨年は２，３０８人、一昨年は、２，２４７人ですの

で、例年よりやや少なめではありますが、ほぼ例年並みの規模と考えております。以上です。 

 

～図書館次長挙手～ 

 

○報告３  平成２６年度上尾市図書館運営状況について 

（図書館次長）それでは、「報告３ 平成２６年度上尾市図書館運営状況について」説明します。別冊

の「平成２６年度上尾市図書館運営状況について」をご覧ください。１ページ、平成２６年度主な事

業実績から説明します。1 番目、「図書館協議会について」ですが、平成２６年度は、鶴ヶ島市立図書

館視察を含めて３回開催し、主な協議内容は、「（仮称）上尾市中央図書館基本構想」についてです。

２番目、「（仮称）上尾市中央図書館建設懇話会について」ですが、東京都北区立中央図書館の視察含

めて５回開催し、基本構想案の第６章各部門の計画について検討をしていただきました。３番目、「ブ

ックスタート事業について」ですが、平成２６年度の配付人数は１，７７０人でした。４番目、「セカ

ンドブックスタート事業について」ですが、昨年が初年度でしたので、全小学生に「読書パスポート」

の配布をいたしました。また、小学生用の図書利用者カードも作成し希望者に配付をしました。特に

１年生には、１クラスずつ絵本のよみきかせを実施しながら、パスポートの配付をしました。５番目、

「子どもの読書活動推進事業について」ですが、子どもの読書推進に係る講演・講座や各おはなし会

などを、学校・地域に積極的に出向き実施しました。６番目、「中学校ブックトークの実施」ですが、

昨年１２月４日木曜日、５日金曜日に西中学校において実施しました。７番目、「図書館まつりの開催

について」ですが、昨年１０月２１日火曜日から１１月３日月曜日にかけて、おはなし会文芸講演会・

文学講座など８事業を図書館本館、コミュニティセンター、大谷公民館で実施しました。８番目、「（仮

称）上尾市中央図書館基本構想の策定について」ですが、図書館本館を移転し建て替えることを前提

に、図書館の基本となる機能とサービスを示し、これからの設計の基礎資料として策定しました。昨

年１０月２３日教育委員会に協議議案として提出し、昨年１０月２５日から１１月２１日まで、市民

パブリックコメントの意見募集をし、結果を反映して、平成２６年１１月２７日の教育委員会定例会

にて議決されました。９番目、「映画「じんじん」の上映について」ですが、昨年１２月２２日土曜日

にコミュニティセンターで上映した「じんじん」のチケット販売数は、２回の上映を併せて４４２枚

でした。続きまして、「２ 図書館利用登録者数」ですが、平成２７年度４月１日現在が平成２６年度
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実績になりまして、男女合わせて１１２，４９９人となっております。次のページ、「３ 図書館資料

の状況」でございますが、表の右下の合計、５９５，８１３点が平成２７年４月１日現在の上尾市図

書館の蔵書資料数です。最後のページをお願いします。「４ 館別利用者数及び資料貸出数」ですが、

利用者数の合計は４１５，９６９人、また、表の右下の合計１，３３４，７５１点が貸出総数です。

１人当たりの年間貸出点数は５．８５点となっております。以上です。 

 

 

～スポーツ振興課長挙手～ 

 

○報告４  第３１回いきいきライフ大運動会について 

（スポ－ツ振興課長）「報告４ 第３１回いきいきライフ大運動会について」報告します。５ページを

お願いします。第３１回いきいきライフ大運動会を、開催期日５月２３日土曜日、会場を上尾市民体

育館で開催します。当日は、受付を９時から、開会式を９時３０分から、競技を１０時から開催しま

す。参加資格については、市内在住・在勤のおおむね６０歳以上の競技に参加できる健康な方になり

ます。６ページに開催要項、７ページにプログラムがありますのでご参照ください。なお、本年は参

加者が競技の待ち時間を有意義に過ごしてもらうため、健康増進課の協力のもと血圧測定、体脂肪の

測定など健康チェックのブースを設けます。以上です。 

 

（委員長）ありがとうございました。 

 

 

 

～学校教育部長挙手～ 

 

（学校教育部長）それでは、学校教育部より報告します。「報告５ 教科用図書の採択について」から

「報告１０ 平成２６年度上尾市教育センター教育相談（不登校）の状況について」までを、上野指

導課長、「報告１１ 産業医の委嘱について」と、本日追加しました「報告１２ 上尾市小中学校一斉

避難訓練について」を坂井学校保健課長より報告いたします。 

 

 

 

～指導課長挙手～ 

 

○報告５ 教科用図書の採択について 

（指導課長）８ページ「報告５ 上尾市立中学校使用教科用図書の採択について」報告します。９ペ

ージをご覧ください。埼玉県教科用図書採択地区です。昨年の採択から上尾市単独で第８採択地区と

して採択いたします。教科書採択の流れですが、資料をご覧ください。上尾市教育委員会の調査依頼

を受けた資料作成委員会は、各教科の専門部会及び学校の調査結果、そして上尾市の教科書展示会に

おける市民の方からのアンケートを参考に協議・検討を行い、選定資料を作成し教育委員会に報告し

ます。報告を受け、上尾市教育委員会の委員の皆様に審議をいただき、議決・採択を行います。以上

の流れとなっています。 
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○報告６ 平成２６年度研究委嘱発表について 

（指導課長）続きまして、１１ページ「報告６ 平成２７年度委嘱研究発表について」報告します。

１２ページ「委嘱研究発表予定概要」をご覧ください。１０月１６日、芝川小学校から始まり、小学

校７校、中学校４校で、研究発表会を開催します。本年度も研究発表会への出席につきまして、よろ

しくお願いします。 

 

 

○報告７ 上尾市立幼稚園及び市立小学校運動会並びに市立中学校体育祭の日程について 

（指導課長）次に１３ページ「報告７ 市立幼稚園及び市立小学校運動会並びに市立中学校体育祭の

日程について」報告します。１４ページ「運動会及び体育祭日程一覧」をご覧ください。当日は、指

導主事が随行させていただく予定ですので、よろしくお願いします。 

 

 

○報告８ いじめに関する状況調査結果について 

（指導課長）続いて１５ページ「報告８ いじめに関する状況調査について」報告します。１６ペー

ジ 平成２７年３月は、小学校で１件いじめの認知があり、３月中に解消となっております。中学校

では３月、新たないじめの認知はございませんでした。平成２６年度年間を通しては、小学校で認知

した８件のいじめはすべて３月までに解消しております。中学校では、８件発生し７件が解消してお

りますが、１件のいじめについては、学校が解消に向けて対応しております。 

 

 

○報告９ 平成２６年度さわやか相談室相談員等の活動状況について 

（指導課長）続いて、１７ページ「報告９ 平成２６年度さわやか相談室相談員等の活動状況につい

て」報告します。１８ページは中学校１１校に配置しております「さわやか相談室相談員の活動状況」

です。表中にはございませんが、さわやか相談室における相談者全体の延べ人数は、平成２５年度と

比べまして２１％増加しております。中学生の相談については延べ人数で、１１％の増加となってお

ります。１９ページは「スクールカウンセラーの活動状況」の概要をお示ししたものです。スクール

カウンセラーが係わった延べ相談人数は、中学生は平成２５年度と比べ１４％の減少でした。中学生

の相談内容では、「不登校」に係る内容が最も多く、続いて性格・行動の相談となっています。２０ペ

ージは、さわやか相談室相談員の一覧です。 

 

 

○報告１０ 平成２６年度上尾市教育センター教育相談（不登校）の状況について 

（指導課長）２１ページ「報告１０ 平成２６年度上尾市教育センター教育相談（不登校）の状況に

ついて」報告いたします。２２ページの表とも合わせてご覧ください。平成２６年度、教育センター

相談員が受けた相談回数は平成２５年度と比較して、延べ回数で５４８件、９％増加しております。

相談数が多いものとして「不登校」の相談が３，５９１回、次に、「性格・行動」、続いて「学習・発

達」となっています。「不登校」、「学習・発達」の相談は、年々増加しております。不登校につきまし

ては、学校復帰を目指すために、学校との連携をし、さわやか相談室相談員やスクールソーシャルワ

ーカー等の活用、教育センターとつなげる取組に努めております。平成２６年度は、教育センターの
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通級による個別指導や適応指導教室において学校復帰を図ってきた不登校児童生徒は３６名でしたが、

このうち７０％に当たる２５名が学校復帰し、１０名は断続的に学校に登校できるようになっており

ます。２３ページは、平成２７年度の教育センター非常勤職員配置です。本年度は、年々増加する相

談にきめ細かに対応するため、教育相談員が１名増となっております。また、今年度も、いじめ相談

専用ダイヤル・子どもいじめホットライン、相談連絡先カードを全小学校 1年生に配布するとともに

「広報あげお」に毎月掲載しております。２４ページは「平成２４年度から平成２６年度までの不登

校児童生徒数及び不登校児童生徒の割合」となっております。ご覧のとおり、小学校では５名の減少

となりましたが、中学校では、横ばいとなっております。各学校の不登校解消に向けた取組はもちろ

んのことですが、教育センター相談員ならびにさわやか相談室相談員等による教育相談の成果も上が

っております。しかしながら、中学生の不登校の問題は様々な要因があり深く難しい状況となってお

ります。今後も、機動的な相談活動を推進し、不登校の減少を進めてまいります。以上です。 

 

 

（委員長）ありがとうございました。 

 

 

～学校保健課長挙手～ 

 

 

報告１１ 産業医の委嘱について 

（学校保健課長）それでは、２５ページの、「報告１１ 産業医の委嘱について」ですが、３名の医

師を委嘱したので報告します。内容説明にあるとおり、５０人を超える教職員が在籍する上尾中学校、

大石中学校、大石小学校の３校について、労働安全衛生法の規定に基づき選任をしました。１人目は、

あだち内科神経内科クリニックの足立喬子医師で、勤務校は上尾中学校で、再任です。２人目は、石

橋内科クリニックの石橋勇医師で、勤務校は大石中学校で、新任ですが、一昨年度の平成２５年度に

同校の産業医として委嘱しておりました。３人目は、あげお在宅医療クリニックの宮内邦浩医師で、

勤務校は大石小学校で、再任です。３人の任期は、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日ま

でです。 

 

報告１２ 上尾市小中学校一斉避難訓練について 

（学校保健課長）続きまして、本日追加で配りました「報告１２ 小中学校一斉避難訓練について」

です。今年度の一斉避難訓練は、５月２１日木曜日に行います。災害発生想定時間や校庭への一次避

難については昨年度と同様ですが、新たな試みとして、各学校から教育委員会への報告訓練を、電子

メールを使い全学校統一で行い、児童生徒の保護者への引渡し訓練方法の変更や中学生に限り地域貢

献訓練を行うなどについては、各学校の実情に合わせて実施します。また、ＮＴＴの「災害時非常ダ

イヤル１７１」を活用して、保護者に子どもの安否を確認していただくなどの訓練を初めて行います。

以上です。 

 

（教育長）報告は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長）ありがとうございました。報告につきまして、何か意見、質問等ありましたらお願いしま

す。 
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～委員挙手～ 

 

（委員）上尾市小中学校一斉避難訓練での中学生の地域貢献活動とは、具体的にはどのようなもので

すか。 

 

（学校保健課長）地域貢献訓練というかたちで行う予定でして、学校の実情に合わせ、防災倉庫の中

を確認するなど、学校ごとに工夫して行っていただくことを想定しています。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）こども１１０番の家が、現在１，６６７箇所とのことですが、この内、一般家庭の割合はど

の程度ですか。 

 

（生涯学習課長）上尾市ＰＴＡ連合会を通じて行っておりまして、登録している一般家庭の割合につ

いては把握しておりません。 

 

（委員長）小学校における英語教育について、平成２３年度から外国語活動が学習指導要領で位置づ

けられ、５・６年生で年間３５時間の授業となっています。中学校では、以前より英語の授業があり

ます。小学校から中学校に進学し、引き続き英語教育を受ける訳ですが、小学校と中学校との学校間

で、英語教育に対し、すり合わせを行う会議のようなものはありますか。 

 

（指導課長）小中学校のそれぞれの英語科担当、中学校では英語の主任、小学校では外国語活動の主

任の研修会の中で、小中学校の先生同士が授業の内容等について話をする機会があり、お互いに連携

を図っています。小学校で習ったことを、中学校で再度習うことにより、英語を理解する効果が上が

っています。 

 

（学校教育部長）現在、小中学校では、「連携から一貫教育」とのことで、それぞれの中学校区ごとに、

教職員の研修会、教育課程の連結を進めてきており、その中で英語教育の話題も上がってきています。

そのような場でのすり合わせを通し、小学校から中学校への連携が上手く図れてきています。 
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（委員長）各中学校区で行っている「小中連携」が、英語教育の連携につながることが、ひとつのメ

リットであると感じられます。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）上尾市教育センターでの教育相談回数が、平成２６年度は６，４８３回あり、その中でも不

登校の相談が非常に多く、相談員の先生方が、不登校の子ども達に親身になって相談を受けていただ

いたことにより、７割の方が復帰でき、残りの１０人の方も、断続的に登校できているとのことです

が、なんとか復帰させようと取り組んでいただきとても感謝しています。また、今年は１名の教育相

談員が増えたとのことで、より良くなっていくことを期待しています。長期的な指導になると思いま

すが、ひとりでも多くの子どもが、学校が楽しく、学校に行きたいと思うように大人が支えてあげる

ことがとても大切なことであると思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）不登校の児童生徒がさわやか相談室登校をしているが、保健室登校のようなことはあります

か。 

 

（指導課長）保健室は、体調が悪くなった生徒が行くところでありまして、中学校ではさわやか相談

室に登校することとなっています。 

 

（委員）さわやか相談室相談者の内訳として、教職員が３，４３７人とありますが、教職員とは先生

のことですか。 

 

（指導課長）教職員が、自分の受け持っているクラスの生徒のことについて、さわやか相談員に相談

しているケースがあります。 

 

～委員長職務代理者挙手～ 

 

（委員長職務代理者）小中学校一斉避難訓練に平方幼稚園も参加するのですか。 
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（学校教育部長）参加していません。給食がないことや、時間帯が合わないことなどによります。 

 

（委員長）セカンドブックスタート事業の効果がありましたら教えてください。 

 

（図書館次長）国語や道徳の時間、朝の会や学級活動などで、先生方に利用していただいており、読

書パスポートで３００冊の読書記録に達成している児童が多く、半年の間で６５０人います。読書パ

スポートを学校で配っていただいたことにより、図書支援員が、学校図書室で児童と係わりやすくな

ったと聞いています。また、読書パスポートにはスタンプラリーがついており、図書館分館や公民館

図書室で行われているおはなし会への子どもの参加が増えるなどの効果がありました。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）さわやか相談室の相談員は、相談員としての任期があるのですか。 

 

（学校教育部長）さわやか相談室相談員は毎年募集し、選考してから採用しています。年数制限はあ

りません。 

 

（委員）どれくらいの応募者がいますか。 

 

（指導課長）募集人数の２倍弱です。 

 

（委員長）さわやか相談室相談員が扱った相談の延べ人数が年間約８，２００件とありますが、相談

員ひとりに換算すると、年間８００件ほどと、多くの件数を扱っているようです。相談員は子どもた

ちに寄り添った重要な役割を担っていると思います。各校にひとりの相談員ということで大変忙しい

と感じられますが、個々の相談にどれくらいの時間を使って対応していますか。 

 

（指導課長）長い時間を使っての対応は難しいところもありますが、担任の先生など、学年全体で係

わりを持って対応しています。相談員と合わせて、子ども達への支援を行っているところです。 
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日程第７ 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）５月の日程についてご案内します。５月９日、１０日は、第３０回平方公民館文化

祭、第２８回原市公民館祭りがあります。５月１３日は、埼玉県南部地区教育委員会連合会総会があ

ります。５月１６日、１７日は、第２３回大谷公民館まつりがあります。５月２３日は、いきいきラ

イフ大運動会、東小学校、西小学校、東町小学校の運動会があります。５月２３日、２４日は、第３

０回上平公民館まつりがあります。５月２４日は、芝川小学校の運動会があります。５月２６日は、

教育委員会５月定例会があります。また、その日の午後には、埼玉県市町村教育委員会連合会総会が

あります。５月２９日は、関東甲信越静教育委員会連合会があります。５月３０日は、上尾中学校体

育祭があります。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、ご意見・ご要望がありましたら、お

願いいたします。 

 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

 

 

 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４月定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

 

 

 

平成  年  月  日   署名委員 


