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平成２７年上尾市教育委員会９月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２７年９月２４日（木曜日） 

開会 午後２時０１分 

閉会 午後２時４５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 中里ひろみ 

 

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３３号 平成２８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 ２０１５図書館まつり 

    ＜見つけよう 私のお気に入り～さあ図書館へ～＞について 

報告２ 平成２７年度委嘱研究発表会について 

報告３ 平成２７年度上尾市教育月間について 

報告４ 平成２７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５ 平成２７年度第１回生徒指導に関する調査結果について 

報告６ いじめに関する状況調査結果について 

報告７ ネットパトロールに関する状況調査結果について 

報告８ 平成２７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 委員長の選挙 

 

日程第８ 委員長職務代理者の指定 

 

日程第９ 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９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、吉田委員にご署名をいただき、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）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にお願いいたします。 

 

（委員長職務代理者）はい。 

 
 

 

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３３号 平成２８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。 

 

（教育長）議案第３３号につきましては、学務課長が説明申し上げます。 
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～学務課長挙手～ 

 

（委員長）学務課長お願いします。 

 

○議案第３３号 平成２８年度当初教職員人事異動の方針について 

（学務課長）それでは、「議案第３３号 平成２８年度当初教職員人事異動の方針について」でござ

いますが、議案書は、１ペ－ジから３ページとなります。提案理由でございますが、平成２８年度、

県費負担教職員に係る年度当初の人事異動を実施するにあたりまして、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、提案するものです。１ページ、大きな１番が基

本方針です。埼玉県教育委員会の方針に基づき実施します。大きな２番に、特に配慮して行う事項を、

実施要項として７点定めております。また、人事異動方針に係る細部事項につきましては、２ペ－ジ、

３ペ－ジにお示しさせていただきました。上尾市の基本方針・細部事項につきまして、昨年度との比

較において、変更点はございません。なお、埼玉県の人事異動方針ですが、議案資料の３ページ、４

ページに、細部事項につきましては、６ページ、７ページにお示しいたしました。以上でございます

が、よろしくお願いいたします。 

 

（委員長）議案第３３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。 

 

（教育長）埼玉県の人事異動方針も、変更はありませんか。 

 

（学務課長）埼玉県の人事異動方針につきましても変更点はございません。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いします。 

 

（委員）平成２８年度の新採用者数を教えてください。 

 

（学務課長）まだ決まっておりません。参考までに、今年度の上尾市の小中学校新採用者数は５２名

でした。 

 

（委員）埼玉県の平成２８年度の新採用者数を教えてください。 

 

（学校教育部長）小学校では７５０人程度、中学校では４６０人程度になります。 

 

（委員長）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、これより採決いたします。「議案第３３号 平成２８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。 
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～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、よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）本日は、８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）教育総務部長お願いします。 

 

（教育総務部長）教育長報告の資料のご準備をお願いいたします。「報告１ ２０１５図書館まつり＜

見つけよう 私のお気に入り～さあ図書館へ～＞について」を図書館次長より報告いたします。 

 

～図書館次長挙手～ 

 

○報告１ ２０１５図書館まつり＜見つけよう 私のお気に入り～さあ図書館へ～＞について 

（図書館次長）それでは「報告１ ２０１５図書館まつり」について報告いたします。今年度も、秋の

読書週間の時期を中心に、「くらしに役立ち、市民とともに歩む図書館」を目指し、市民ボランティア

と協働で各事業の展開を行います。開催時期は平成２７年１０月１７日（土）から１０月２５日（日）、

開催場所は図書館本館、大谷公民館図書室です。主な事業ですが、１０月２０日に行います「しちょう

さん、えほんよんで」では、２～３歳を対象に、市長と絵本の読み聞かせボランティアによる絵本の読

み聞かせ、１０月２４日に行います文芸講演会では、「アメリカの若者文化とヤングアダルト小説」と

題し、図書館の課題でもある、若い世代の図書館利用を促進する目的で、若い世代に着目した講演会企

画を予定しています。また、１０月２５日の文芸講演会は、「本屋大賞の作り方・育て方」と題して、

図書の予約が激増する「本屋大賞」を実際企画している方を講師に招き、賞に携わる・関わる内容を予

定しております。同じく１０月２５日の大谷公民館図書室では「しろくまゃんのＨＯＴケーキショップ」

と題して、「しろくまちゃんのホットケーキ」という絵本の読み聞かせとともに、絵本に出てくるホッ

トケーキ作りを親子で実演します。他にも２ページ目に一覧表としてありますのでご覧ください。 

 

 

～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）学校教育部関係になります。「報告２ 平成２７年度委嘱研究発表会について」から

「報告７ ネットパトロールに関する状況調査結果について」を指導課長より、「報告８ 平成２７年

度就学時健康診断について」を学校保健課長より報告いたします。 

 

～指導課長挙手～ 
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○報告２ 平成２７年度委嘱研究発表会について 

（指導課長）３ページ「報告２ 平成２７年度委嘱研究発表会」の概要についてでございますが、４

ページ「委嘱研究発表会開催一覧」をご覧ください。平成２６・２７年度の研究委嘱を受けている１

１校が、ご覧の日程で研究発表会を開催いたします。なお、１０番目の原市南小学校では、埼玉県学

力向上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。 

 

○報告３ 平成２７年度上尾市教育月間について 

（指導課長）続きまして５ページ「報告３ 平成２７年度上尾市教育月間について」でございますが、

６ページからの「取組一覧」をご覧ください。上尾市教育月間は、平成２０年の上尾市の市制施行５

０周年の際に、開かれた特色ある学校づくりを一層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、今年度は日曜日となっておりますが、中学校区の小中学校で行

事が重ならないように調整して、多くの学校で公開が行われております。 

 

○報告４ 平成２７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ページ「報告４ 平成２７年度上尾市中学校全国・関東大会出場者の結

果について」でございますが、ご覧のように、全国大会で、瓦葺中学校の松本さんが、水泳女子２０

０ｍで８位入賞し、先日市長表敬訪問を行っております。なお、松本さんは、国体にも出場し、リレ

ーで準優勝しております。また、１０月２４日から開催の「２０１５紀の国わかやま大会 第１５回

全国障害者スポーツ大会」に、上尾中学校の内田さんが女子陸上４００ｍと８００ｍに出場し、西中

学校の岩上君が水泳男子バタフライとクロールに出場いたします。同様に、市長表敬訪問を行ってお

ります。 

 

○報告５ 平成２７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ページ「報告５ 平成２７年度第１回生徒指導に関する調査結果につい

て」でございますが、１３、１４ページ「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同期の比較

につきましては、資料のとおりでございます。 

 

○報告６ ８月のいじめに関する状況調査結果について 

（指導課長）１５ページ「報告６ ８月のいじめに関する状況調査結果」についてでございますが、

１６ページのとおり報告いたします。小学校、中学校とも、８月の認知件数は０件でした。 

 

○報告７ ネットパトロールに関する状況調査結果について 

（指導課長）次に１７ページ「報告７ ネットパトロールに関する状況調査結果について」報告いた

します。１８ページをご覧ください。８月の調査結果ですが「学校非公式サイト」２８件で、新規発

見したもの２件でした。「個人サイト」は、新規の発見件数３２件、閉鎖件数２件で、１７１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、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ては、アダルトサイトからの画

像をコピーし張り付けたものや、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
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なっておりました。以上報告いたします。 

 

～学校保健課長挙手～ 

 

○報告８ 平成２７年度就学時健康診断について 

（学校保健課長）それでは、「報告８ 平成２７年度 就学時健康診断について」報告いたします。２

０ページをご覧ください。当事業は、毎年実施している、翌年度入学予定の新小学１年生を対象とし

た、入学前の健康診断を実施するものです。スケジュールとしては、１０月初旬に、受診対象幼児の

保護者に「就学時健診のお知らせ」はがきを郵送し、２０ページの表にあるとおり、２１番の大石北

小学校の１０月２７日をスタートに、８番の富士見小学校の１１月２７日まで、それぞれの小学校で

実施をする事業です。以上、学校保健課でございます。 

 

 

 

（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、お願いい

たします。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いします。 

 

（委員）報告８に関してですが、次年度の新小学１年生の児童数はわかりますか。 

 

（学校保健課長）９月１日現在の数値になりますが、２２校合計で１，９５０人です。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いします。 

 

（委員）「生徒指導に関する調査結果について」ですが、７ページの不登校生徒児童数が前年より７

名減ったとのことですが、たいへん素晴らしいことであり、皆さんのご指導の賜物であると思います。

この７名については、教室復帰していると考えてよろしいですか。 

 

（指導課長）７名減少したのですが、前年同時期の合計に対する比較になりますので、卒業したこと

による減少も含まれております。 

 

（委員）もうひとつ質問したいのですが、報告８に関して、今年度の新小学１年生数を教えてくださ

い。 

 

（学務課長）５月１日現在の児童数は１，９０３人です。 

 

（委員）来年入学予定の小学１年生数は増えているのですね。 
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（学校保健課長）昨年度の就学時健康診断の受診者数は１，８９７人でしたので、５０人程増えてい

ます。 

 

（委員長）私のほうから質問させていただきます。「ネットパトロールに関する状況調査結果」につ

いてですが、７、８月の新規件数が多いことについての見解はいかがですか。夏休みの影響があるの

でしょうか。 

 

（指導課長）７、８月の調査件数は増えておりますが、新規の発見件数としましては、その前の月と

ほぼ同数ですので、特に夏休みの影響はないかと考えております。 

 

（委員長）「リスクレベルが高く、緊急性のあるサイト」はなかったとのことですが、判断の基準は

あるのですか。 

 

（指導課長）監視業者との契約において、仕様書に「リスクレベルが高く、緊急性のあるサイト」は

どのようなものかと定められており、Ａ・Ｂ・Ｃの３段階評価となっております。例えば、「緊急性の

あるサイト」では、いじめや命に関わるものなどがあります。ただし、内容については確認しており、

状況によっては学校に報告しております。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いします。 

 

（委員）報告３の９ページに関してですが、瓦葺中学校の欄に「３校合同講演会」がありますが、小

学校と中学校をあわせての３校ですか。 

 

（指導課長）瓦葺中学校区になりまして、瓦葺小学校と尾山台小学校との３校になります。 

 

 

 

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）１０月の主な日程を報告させていただきます。１０月１１日（日）上尾市民体育祭、

１０月１９日（月）～２０日（火）は市町村教育委員会研究会協議会が大宮ソニックシティで行われ

ます。１０月２９日（木）教育委員会１０月定例会を午前１０時から予定しております。日程報告に

つきましては以上になります。 

 

（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

いいたします。 

 

（委員）小学校、中学校の運動会に参加しましたが、とても微笑ましかったです。小中連携や小中一



- 9 - 

貫を教育委員会が指導されておりますが、小学校６年生と中学生が大なわとびで競争し、６年生が中

学生に負けまいと必死になっている姿をみて、とてもいい光景でした。２週続けて運動会に参加する

小学校の担任の先生は大変かと思いますが、それぞれの中学校で小学校との連携が浸透してきており、

とても良い連携がとれていると実感しました。 

 

（委員）私も運動会を観させていただきました。子ども達は皆、しっかりとした態度で開会式に臨ん

でいる様子が印象的でした。今、テレビなどで組体操の危険性が取り沙汰されています。組体操を競

技するにあたり、先生方が注意していることがありましたら教えてください。 

 

～指導課長挙手～ 

 

（委員長）指導課長お願いします。 

 

（指導課長）例えばピラミッドでは、子どもが上だけに乗って作るのではなく、安全性を考慮し、子

どもが前後になり、立体的に上に組み立てていくスタイルです。周囲には先生方が細心の注意を払い

ながらサポートにつき、子ども達が集中して取り組める環境を整えています。 

 

（委員）安全に配慮し、引き続きよろしくお願いします。 

 

（委員長職務代理者）小中学校の運動会を拝見させていただきました。ちょうど天候が不安定な時期

で、子ども達は十分な練習ができなかったと思いますが、一生懸命やっている子ども達の姿に感動し

ました。先生方の指導がしっかりしていたこともあると思いますが、子ども達が主体となり、やって

いる姿を観ますと、「子ども達に任せる」「子ども達を褒める」ことを目的とした運動会になったので

はないかと思います。子ども達はとても充実していたと思います。ありがとうございました。 

 

（委員）小学校の運動会でのことですが、前日まで雨が降り続き、当日は晴れて気温が上がったため、

開会式で気分を悪くしている子どもを見かけました。天候の変化もあるかと思いますが、朝食をしっ

かり摂るなど、朝の準備が大切であると思いました。 

 

（委員長）運動会は大変すばらしかったのですが、運動会を観ていてひとつ危惧したことがあります。

それは、児童・生徒の貧困問題として、今、メディアなどで取り上げられている隠れ貧困に関してで

す。貧困とのことであれば、市長部局や教育委員会である程度チェックしていると思いますが、例え

ば、子どもが十分な食事を摂れていない一方で、親がブランドバックを持っているといった家庭で隠

れ貧困があると思います。それは、体格の小さい子どもが多いと感じたことによります。寝て、食べ

て成長していくことは事実であり、上尾市教育委員会では「早寝 早起き 朝ごはん」との合言葉が

あるように、小学校に対して、「しっかり朝ごはんを食べていますか」と発信していただきたいと、運

動会を観て、私はそのような感じを受けました。以上です。 

 

～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）年２回ですが、「早寝 早起き 朝ごはん」の調査をしており、各学校から朝食の摂取

率についてのデータがあがってきております。朝食の摂取率に関しては、前年と比較して、若干です

が、数値がさがってきております。 

 

（学校教育部長）上尾市としての朝食の摂取率は若干さがってきておりますが、全国レベルでみます

と、上尾市は朝食の摂取率は高くなっております。「早寝 早起き 朝ごはん」の運動を続けてきた成

果であると考えております。しかしながら、朝食の摂取率がさがってきていることに対し危惧してお

りまして、何らかの対策を講じる必要があると考えております。 

 

（委員長）あいさつをすることや「早寝 早起き 朝ごはん」などといった基本的なことがあること

により、子ども達が元気に育っていくことに対して、上尾市教育委員会が一生縣命考えることが大切

であると思いますので、是非、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

日程第７ 委員長の選挙 

（委員長）続きまして「日程第７ 委員長の選挙」でございますが、その前にお諮りします。「日程

第７ 委員長の選挙」及び「日程第８ 委員長職務代理者の指定」につきましては、人事に関する案

件であるため、会議を公開しないこととし、関係職員のみの出席によって、行いたいと存じますが、

ご異議はございませんか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（委員長）それでは、ご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。

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～ 

 

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

 

 日程第９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月定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

平成  年  月  日   署名委員 


