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平成２７年上尾市教育委員会７月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２７年７月２３日（木曜日） 

開会 午後２時０１分 

閉会 午後２時３８分 

２ 場  所  上尾市役所 教育委員室 

３ 出席委員  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 

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 

学校教育部 指導課主幹 小林斗志子 

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  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 ６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２８号 上尾市図書館協議会委員の委嘱又は任命について 

日程第５ 教育長報告 

報告１ 平成２７年上尾市議会６月定例会について 

報告２ 平成２６年度上尾市立公民館運営事業の状況について 

報告３ 平成２７年度学校総合体育大会上尾市予選会の結果について 

報告４ いじめに関する状況調査結果について 

報告５ ネットパトロールに関する状況調査結果について 

報告６ 平成２６年度上尾市学校安全パトロールカー事業運行実績について 

報告７ 図書館における図書の選定について 

日程第６ 今後の日程報告 

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 

（委員長職務代理者）皆様こんにちは。事務局からお話がありましたとおり、委員長が本日欠席のた

め、代わりに会議の進行を務めさせていただきます。それでは、ただ今から、平成２７年上尾市教育

委員会７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）５人の方から傍聴の申出があります。委員長職務代理者の許可をお願いします。 

 

（委員長職務代理者）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 

（委員長職務代理者）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。６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～ 

 

（委員長職務代理者）よろしいでしょうか。それでは、私が６月定例会の会議録署名委員に指名され

ておりましたので、署名の上、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 

（委員長職務代理者）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、岡田委員にお願いいたします。 

 

（委員）はい。 
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日程第４ 議案の審議 

（委員長職務代理者）続きまして、「日程第４ 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２８号 上尾市図書館協議会委員の委嘱又は任命について」説明をお願いします。 

 

（教育長）議案第２８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～ 

 

（委員長職務代理者）図書館次長お願いします。 

 

○議案第２８号 上尾市図書館協議会委員の委嘱又は任命について 

（図書館次長）それでは議案書の１ページ目をお願いします。「議案第２８号 上尾市図書館協議会

委員の委嘱又は任命について」でございます。提案理由といたしましては、上尾市図書館協議会委員

の任期が、平成２７年７月３１日で満了することに伴い、上尾市図書館協議会条例第２条第２項の規

定により、議案書１ページの一覧表にあります方々を委嘱・任命したいのでこの案を提出するもので

す。任期は、平成２７年８月１日から平成２９年７月３１日までの２年間です。また、選出区分の「１

号委員」においては、学校教育及び社会教育の関係者、「２号委員」においては、家庭教育の向上に資

する活動を行う者、「３号委員」においては、学識経験のある者としております。新しい５名の委嘱の

方においては、新図書館建設を踏まえて、郷土資料充実という観点から、文化財保護審議会委員の中

から古文書の専門である方、また、家庭教育の向上に資する活動をされている市ＰＴＡ連合会、子ど

も会育成連合会、青少年育成推進員協議会と図書館への協力団体から、それぞれ推薦をいただきまし

た。また、１名任命の滝沢葉子富士見小学校長は、小学校長会の役割分担の変更に伴うものでござい

ます。委嘱任命式を８月２４日に行い、そのあと引き続き第１回図書館協議会の開催を予定しおりま

す。今年度は、第２次図書館サービス計画と子どもの読書推進計画の策定において諮問をお願いしま

す。また、新図書館の件においても、審議をしていただきます。 

 

（委員長職務代理者）議案第２８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～ 

 

（委員長職務代理者）無いようですので、これより採決いたします。「議案第２８号 上尾市図書館

協議会委員の委嘱又は任命について」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～ 

 

（委員長職務代理者）異議がないものと認め、原案のとおり、可決いたしました。 



- 5 - 

 

 

日程第５ 教育長報告 

（委員長職務代理者）続きまして、「日程第５ 教育長報告」です。教育長、よろしくお願いいたしま

す。 

 

（教育長）本日は、６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、

７件の報告がございます。よろしくお願いいたします。 

～教育総務部長挙手～ 

 

（委員長職務代理者）教育総務部長お願いします。 

 

（教育総務部長）「報告１ 平成２７年上尾市議会６月定例会について」の全体概要につきましては教

育総務部次長から、市政に対する一般質問の概要につきましては両部長から申し上げます。 

 

～教育総務部次長挙手～ 

 

○報告１  平成２７年上尾市議会６月定例会について 

（教育総務部次長）教育長報告１ページをお願いいたします。「平成２７年上尾市議会６月定例会につ

いて」報告いたします。会期は平成２７年６月１１日から６月２６日までの１６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いたします。議案第３７号「平成２７年度上尾市一般会計補

正予算」につきましては賛成多数で原案可決されております。内容につきましては５月定例会で説明し

ましたとおりですが、歳入の１３６万７千円は東中学校の研究開発学校の指定による文科省からの委託

金であり、また、２８２万円は市民体育館の柔道畳の購入に対するスポーツ振興くじの助成でございま

す。歳出予算につきましては１項 教育総務費は先ほど説明した文部科学省からの「研究開発学校委託

事業」としての費用、５項 社会教育費は上平第三区画整理組合への駐車場の返却に伴う現状復旧費用

と公民館敷地内での駐車場整備工事費、６項  保健体育費はさきほど説明した「市民体育館の柔道畳」

の購入費用でございます。議案第４０号「上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災

害補償に関する条例の一部を改正する条例の制定」については、公務災害補償の基準となる政令の一部

改正に伴って、算定の基礎となる補償基礎額を改定する内容でしたが、全会一致で原案可決されており

ます。私の方からは以上でございますが、市政に対する一般質問の内容については両部長から説明いた

します。 

 

～教育総務部長挙手～ 

 

（委員長職務代理者）教育総務部長お願いします。 

 

（教育総務部長）続きまして、市政に対する一般質問の概要について報告させていただきます。資料の

準備をお願いします。はじめに教育総務部に関係する一般質問ですが、４人の議員よりいただきました。
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１ページからになりますが、前島るり議員からは、利用しやすい公民館についての質問があり、各公民

館の利用実態や駐輪場整備の件などを答弁いたしました。３ページ以降になりますが、浦和三郎議員か

らは、学校開放施設に関する質問があり、学校開放に関わる予算、改修の実績、社会体育施設の老朽化

状況の把握の問題、今後の改修計画などに関し答弁いたしました。７ページ以降になりますが、井上茂

議員、糟谷珠紀議員からは、ともに「（仮称）中央図書館の移転計画の見直しを求める請願」に基づく

質問がありました。市民への移転計画の周知の問題、アンケート調査結果に対する認識、候補地選定の

経緯、公共施設マネジメント計画との関連、事業に対する財源措置、市民とともに歩む図書館の理念の

実現方法、事業実施のプロセスなどに関し答弁いたしました。なお、「（仮称）中央図書館の移転計画の

見直しを求める請願」につきましては、文教経済常任委員会を経て、本会議で不採択となりました。ま

た、井上茂議員からは、東町小学校のプレハブ校舎解消に関する質問があり、余裕教室の状況、今後の

見通しなどを答弁いたしました。以上、報告とさせていただきます。 

 

～学校教育部長挙手～ 

 

（委員長職務代理者）学校教育部長お願いします。 

 

（学校教育部長）それでは、学校教育部関係になります。学校教育部では７人の議員より質問をいただ

きました。その主な答弁概要を報告いたします。１ページをお願いします。長沢純議員から「安心・安

全な教育環境づくり」に関する「小中学校一斉避難訓練について」の質問をいただきました。これまで

の訓練に加え、ＩＣＴを活用した報告訓練や災害時伝言ダイヤルを活用する訓練などを取り入れたこと、

実施後の成果・課題などについて答弁いたしました。２ページをお願いいたします。橋北富雄議員から

「安心・安全なまちづくり」の中で、「通学路の防犯について」の質問をいただきました。通学路の防

犯カメラの設置の検討については、費用や管理などの面から課題があり、現段階では検討しておりませ

んが、ＰＴＡや地域の方々の登下校時の見守り活動や安全パトロールカーなどによる防犯対策を引き続

き行っていく旨の答弁をいたしました。４ページをお願いいたします。浦和三郎議員から「改正道路交

通法について」の中で、「違反行為対象年齢が１４歳以上となるが、中学校における周知をどう行うか」

についての質問をいただきました。改正の趣旨などについて、校長会議などを通じて生徒が法令違反し

ないよう周知徹底を図っていくとの答弁をいたしました。４ページから５ページでございますが、平田

通子議員から「子どもの貧困対策の充実を」の中で、「就学援助制度の対象について」と「給食費の無

償化」について、それぞれ質問をいただきました。「就学援助」につきましては、受給者の数や割合の

推移を、「算定方法の説明」では、比較したモデルケースを示した資料をもとに答弁をいたしました。

また、「入学準備金」については、就学が前提となることから、就学前の支給は現段階では考えていな

い旨の答弁をいたしました。「給食費の無償化を」につきましては、就学援助制度に基づいた補助を行

っていることから、現段階では考えていない旨の答弁をいたしました。６ページから７ページをお願い

いたします。町田皇介議員から、「教育行政について」の「生きる力を育む教育について」の中で、特

に市が力を入れている施策・事業などについての質問をいただきました。学校ＩＣＴを効果的に活用・

推進することにより、児童生徒の学習意欲を高めるとともに、情報活用能力を育むことにつながる旨の

答弁をいたしました。このほか、佐賀県武雄市で行っている、官民一体で取り組む「はなまる学習」に

ついての質問がありましたが、これは新たな取組の一つであると捉えていることや、上尾市でも、モジ

ュール型の学習は導入していないが、朝読書や朝の時間での体力づくり、異学年共同での縦割り活動を

行っていることなどを答弁いたしました。次に、１１ページをお願いします。鈴木茂議員から「発達障

害を疑われる子供と親の支援」について質問をいただきました。市内の特別支援学級の設置状況や発達

障害を疑われる子供の就学相談については、専門家や特別支援学級を担当する教員などで構成された就

学支援委員会で適した就学先を審議していること、個々の子供たちが、よりよく成長できるための学習
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形態や支援の仕方などについて、ケースバイケースで相談に応じていることなどを答弁いたしました。

最後に１２ページをお願いします。星野良行議員から「小中学生の学力の現状と課題」について質問を

いただきました。小学校では国語・算数は各学年とも全校標準を上回っていること、中学校では国語と

英語については上回っているが、数学については下回っている状況も見られること、このような結果を

もとに各学校では学力向上プランを作成し、授業の工夫改善や個に応じた指導に努めていること、教育

委員会では委嘱研究や教師力アップ講座を行うことにより、教師の指導力向上に努めていることなどを

答弁いたしました。学校教育部からは以上でございます。 

 

（委員長職務代理者）ありがとうございました。 

 

～教育総務部長挙手～ 

 

（委員長職務代理者）教育総務部長お願いします。 

 

（教育総務部長）教育長報告資料にお戻りください。「報告２ 平成２６年度上尾市立公民館運営事業

の状況について」を生涯学習課長が報告いたします。 

 

～生涯学習課長挙手～ 

 

（委員長職務代理者）生涯学習課長お願いします。 

 

（生涯学習課長）「報告２ 上尾市立公民館運営事業の状況について」でございます。上尾市公民館管

理運営規則第１７条第２項で、公民館の事業の状況について、７月末日までに点検及び評価を行った上

で教育委員会に報告するという規定がございますので、これに基づき、報告をさせていただきます。恐

れ入りますが、別冊の「平成２６年度 公民館事業状況及び各館事業評価」の１ページをお開きくださ

い。上尾市の６館の公民館では、施設利用が年間１８，９９８回、利用人数が２７８，６０９人ござい

ました。一方で主催事業でございますが、年間１４１事業を実施し、１９，０２６人が参加しておりま

す。上尾市生涯学習振興基本計画では、体系的な年次計画を推進するという計画を立てているのですが、

今年度の点検評価から、学習機会の提供については、「きっかけを作る学び」、「連携・協働した学び」、

「地域に向き合う学び」と大きく分けております。さらに「きっかけを作る学び」については、「伝統

文化歴史」、「芸術」、「健康スポーツ」、「生活」、「世代別」に細分化して、偏りのない幅広い講座の実施

に努めてきたものです。続きまして、２ページ以降につきましては、各館の事業評価でございます。目

標・目的につきましては、全館共通で上尾市生涯学習振興基本計画の基本理念を要約したものとなって

います。各公民館の事業を「情報提供」、「学習機会の提供」、「団体の支援」、「成果の活用」に分類して、

それぞれ自己評価をしております。詳細につきましては、以降１４ページまでをご覧ください。なお、

各館の最後には総合評価をしておりますが、目立ったところの課題として、利用者の高齢化を挙げる公

民館が多くなっています。公民館運営審議会に報告したところ、特に利用者や利用グループの高齢化に

伴い、公民館祭りの運営が難しくなっているという意見を多くいただきました。これからの公民館事業

の大きな課題の１つとして、取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。 
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～学校教育部長挙手～ 

 

（委員長職務代理者）学校教育部長お願いします。 

 

（学校教育部長）学校教育部関係の報告を申し上げます。３ページをお願いいたします。「報告３ 平

成２７年度学校総合体育大会上尾市予選会の結果について」から「報告５ ネットパトロールに関する

状況調査結果について」を指導課主幹、「報告６ 平成２６年度上尾市学校安全パトロールカー事業運

行実績について」を学校保健課長から申し上げます。 

 

～指導課主幹挙手～ 

 

（委員長職務代理者）指導課主幹お願いします。 

 

○報告３ 平成２７年度学校総合体育大会上尾市予選会の結果について 

 

（指導課主幹）「報告３ 平成２７年度学校総合体育大会上尾市予選会の結果について」資料のとおり

報告いたします。４ページをご覧ください。こちらは、団体競技の結果でございます。続きまして、５

ページにつきましては、個人競技の結果でございます。なお、５ページ下段にございます、陸上男子４

００Ｍならびに８００Ｍで、西中の大畑君は、全国大会の出場が決まっております。６ページでござい

ます。こちらは、陸上競技の結果を一覧としてお示ししております。全国大会、関東大会へ参加した選

手及び、その結果につきましては、８月の定例教育委員会にてご報告させていただきます。 

 

○報告４ いじめに関する状況調査結果について 

（指導課主幹）続きまして７ページをご覧ください。「報告４ いじめに関する状況調査結果について」

報告いたします。８ページ「いじめに関する状況調査結果」をご覧ください。６月のいじめにつきまし

ては、小学校、中学校ともいじめの認知はございませんでした。また、岩手県で起きました「いじめに

係る自殺事件」を受けまして、上尾市でも、各学校長へいじめ防止に係る指導の徹底について、改めて

指導体制の確認を図るとともに、いじめ防止の徹底を図るよう通知いたしました。 

 

○報告５ ネットパトロールに関する状況調査結果について 

（指導課主幹）続きまして９ページ「報告５ ネットパトロールに関する調査結果について」報告いた

します。１０ページをご覧ください。６月の調査結果ですが、学校非公式サイト２４件で、新規のもの

はございませんでした。個人サイトは、新規の発見件数３８件、閉鎖件数２件で、１０７件となってお

ります。状況ですが、リスクレベルが高く、緊急性のあるものはございませんでしたが、矢巾町の男子

中学生のいじめによる自殺では、事前にインターネットを通じての予告などもありましたため、今後も

注意深く見守ってまいります。その他、リスクのある主な内容としましては、アダルトサイトからの画

像をコピーして貼り付けたものや、顔がはっきり写っているもの、学校名と実名を挙げての記載などと

なっておりました。以上報告といたします。 

 

～学校保健課長挙手～ 

 

（委員長職務代理者）学校保健課長お願いします。 

 

○報告６ 平成２６年度上尾市学校安全パトロールカー事業運行実績について 
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（学校保健課長）１１ページの「報告６ 平成２６年度上尾市学校安全パトロールカー事業の運行実績

について」説明させていただきます。１２ページをご覧ください。例年と比較して、運行実績・月別グ

ラフについて、大きな変化はありません。成果として、児童生徒の交通事故が、平成２２年度４６件、

平成２３年度４５件、平成２４年度３８件、平成２５年度３９件、そして平成２６年度２８件と、直近

５年間でみますと減少傾向を示しています。今後に向けても、児童生徒の安全確保、地域防犯の抑止力

の一助となるよう推進していきたいと考えています。以上、報告とさせていただきます。 

 

～教育総務部長挙手～ 

 

（委員長職務代理者）教育総務部長お願いします。 

 

（教育総務部長）本日追加させていただきました「報告７ 図書館における図書の選定について」を図

書館次長が説明いたします。 

 

～図書館次長挙手～ 

 

（委員長職務代理者）図書館次長お願いします。 

 

（図書館次長）追加資料をご用意ください。「報告７ 図書館における図書の選定について」説明いた

します。上尾市図書館は、市民の「知る自由」を保障する機関として図書館法に基づき、幅広い資料を

収集しています。資料の選択の方法につきましては、市民の利用傾向を把握し、現物資料の確認や各種

の出版状況、新聞雑誌の書評等を調査のうえ、職員による定期的に会議において、合議により選択し決

定しております。今、話題になっている、平成９年に兵庫県神戸市須磨区で起きた、児童連続殺傷事件

の加害者の手記である「絶歌」の選定につきましては、公益財団法人日本図書館協会の「図書館の自由

に関する宣言」の趣旨、また同協会の「図書館は読み手が主体であって、読み手の知る自由に応える義

務がある」という見解、さらには、市民から多くのリクエストもあることから、１冊購入することを決

定いたしました。なお、同資料の取扱いにつきましては、資料収集保存を目的とする購入であり、同資

料への毀損行為を防ぐため、閉架資料として取り扱うことにしておりますが、市民からリクエストがあ

った場合は、開架資料と同様に貸出しすることとしております。以上です。 

 

 

 

（教育長）報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

（委員長職務代理者）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、

お願いいたします。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長職務代理者）委員お願いします。 

 

（委員）「いじめに関する状況調査」ですが、４月、５月、６月と、いじめの認知件数がなかったこと

は素晴らしいことであると思いました。先程の報告では、岩手県のいじめの件がありましたが、既に各

学校へ指導を行ったとのことでした。新たないじめの認知がなかったことは、早めの対応で指導してい

ただいた成果でもあり、感謝しています。今後も、いじめによって命をなくすことがないよう、よろし
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くお願いしたいと思います。次に、質問になりますが、「ネットパトロールに関する状況調査結果」の

中で、顔の分かる画像や実名が挙がっているものがあったとのことですが、指導をしているのですか。 

 

～学校教育部長挙手～ 

 

（委員長職務代理者）学校教育部長お願いします。 

 

（学校教育部長）これにつきましては、該当校はわかっております。該当校の校長に連絡を取っており、

校長より指導する体制になっています。必要に応じて、データを削除するように指導するケースもござ

います。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長職務代理者）委員お願いします。 

 

（委員）「市政に対する一般質問答弁要旨」の中で、「給食費の無償化」の質問がありましたが、上尾市

の給食費の未納率は、他市と比較してどのような状況ですか。 

 

～学校保健課長挙手～ 

 

（委員長職務代理者）学校保健課長お願いします。 

 

（学校保健課長）上尾市の給食費の未納率は、他市と比べて低い割合を示しています。 

 

～学校教育部次長挙手～ 

 

（委員長職務代理者）学校教育部次長お願いします。 

 

（学校教育部次長）給食費未納率の全国平均が約０．５％でありまして、上尾市は約０．２５％と下回

っております。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長職務代理者）委員お願いします。 

 

（委員）学校安全パトロールカーの報告では、子ども達は安全に見守っていただいていることがわかり

ました。８月は夏休みで子ども達は少ないとは思いますが、部活動もありますので、引き続き子ども達

を見守っていただくようよろしくお願いいたします。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長職務代理者）委員お願いします。 

 

（委員）「市政に対する一般質問答弁要旨」の中で、「教育長及び教育委員の一斉避難訓練参加について」

の質問がありましたが、必要があれば教育委員も参加し、子ども達と一緒に訓練を行うことも大切であ
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ると思いました。 

 

 

 

日程第６ 今後の日程報告 

 

（委員長職務代理者）ありがとうございました。それでは、今後の日程報告をお願いします。 

 

（教育総務課長）８月の日程をご案内させていただきます。８月２０日（木）午前１０時より、教育委

員会８月定例会となっております。８月２５日（火）は、各学校の二学期の始業式となりますが、上尾

中学校では南校舎内覧会を午後１時より行います。なお、８月は臨時会を開催いたします。第２回臨時

会になります。日時は、８月３日（月）午後２時より、会場は教育委員室です。審議内容は、平成２８

年度使用中学校教科用図書採択についてです。審議が終了しなかった場合の予備日につきましては、８

月５日（水）を予定しており、開会時間・会場は同じになります。日程報告は以上です。 

 

（委員長職務代理者）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、お願いいたします。 

 

  

 

日程第７ 閉会の宣告 

 

（委員長職務代理者）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７月定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

 

 

 

平成  年  月  日   署名委員 


