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平成２７年上尾市教育委員会１０月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２７年１０月２９日（木曜日） 

開会 午前１０時０２分 

閉会 午前１１時０４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  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 ９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２７年上尾市議会９月定例会について 

報告２ 第５７回上尾市民体育祭の結果について 

報告３ 第２８回２０１５上尾シティマラソンの参加申込状況について 

報告４ 平成２７年度新人体育大会 兼 県民総合体育大会上尾市予選会の結果について 

報告５ 平成２７年度第５１回上尾市小学校陸上競技大会の結果について 

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 全国学力・学習状況調査に関する結果について 

報告９ 上尾市教育振興基本計画の策定状況について 

報告１０ 上平公民館体育室の杭工事について 

日程第５ 今後の日程報告 

日程第６ 閉会の宣告 

 

 



- 3 - 

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１０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）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、日程に従いまして、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。９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、会議録といた

します。 

 
 

 

日程第３ 本定例会の会議録署名委員の指名 
（細野宏道 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、甲原委員にお願いいたします。 

 

（委員）はい。 
 

 
 

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、よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）本日は、８件の報告を通知させていただいておりますが、２件追加させていただきまして、

１０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 平成２７年上尾市議会９

月定例会について」の全体概要につきまして教育総務部次長から、一般質問につきましては両部長より

報告させていただきます。 

 

～教育総務部次長挙手～ 

 

（委員長）教育総務部次長お願いします。 

 

○報告１ 平成２７年上尾市議会９月定例会について 

（教育総務部次長）「報告１ 平成２７年上尾市議会９月定例会について」報告いたします。会期は平

成２７年８月３１日から９月１８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
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ついて報告いたします。議案第４９号「平成２６年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定について」は、

決算特別委員会で議会閉会中の継続審査となりますことから、１２月議会で議決いただくこととなりま

す。議案第５６号「平成２７年度上尾市一般会計補正予算（第２号）」につきましては、全会一致で原

案可決されております。内容につきましては８月定例会で説明しましたが、歳出予算の１項 教育総務

費は、病休代替等臨時教職員の賃金に充てる３９３，０００円でございます。議案第７１号「教育委員

会委員の任命」については、１１月１９日で任期満了となる本田直子委員の後任として中野住衣氏を任

命するという内容でしたが、全会一致で原案同意されております。 

 私の方からは以上でございます。 

 

～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）資料のご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、７人

の議員さんからいただきました。２ページ下段からになりますが、深山孝議員さんからは、「教育問題

について」に関連して、青少年の居場所としての図書館の考え方や新図書館との関わりを答弁いたしま

した。３ページ以降になりますが、道下文男議員さんからは、「文化薫るあげおを目指して」の中で、

街角美術館の推進施策や、街角コンサートの取組に関する質問があり、好評を博している街角美術館の

現況や常設展示とする場合の課題、現在取り組んでいるクラシックコンサートの現況などを答弁したと

ころです。４ページ以降になりますが、町田皇介議員さんからは、来月１５日に実施される、「さいた

ま国際マラソンと上尾シティマラソンの同日開催に至る経緯と影響」に関する質問がありました。同日

開催にならないように働きかけてきた経緯、上尾シティマラソンの申込み状況、来年以降の開催方針な

どを答弁したところです。６ページ以降になりますが、平田通子議員さんからは、「生涯学習の充実」

に関する質問があり、各公民館の利用状況、来年度の上尾公民館休館に伴う利用団体の活動場所、瓦葺

地区に公民館分館を設置することや公民館の使用料に関する質問に関し、現在の考え方などを答弁した

ところです。９ページ以降になりますが、井上茂議員さん、糟谷珠紀議員さんからは、ともに、新中央

図書館の建設に関する質問がありました。井上茂議員さんからは、「現本館の用地に建設できないのか」

との問題意識からの質問で、現在地での建て替えは敷地が狭く、居心地の良い施設とすることは難しい

と考えていること、解体から新館完成までの２年間程度の閉館が運営上の一番の課題であることなどを

答弁しました。また、予定地と生活動線上の関係や、総事業費の概算が３０億円から３５億円程度にな

ることなどを答弁しました。糟谷珠紀議員さんからは、現本館のランニングコストについて質問があり、

総額３億９４００万円ほどであるとの答弁をいたしました。また、運営方式や市民から寄せられる声な

どに関する質問があり、更なるサービス向上のために指定管理者制度も検討すること、アンケート調査

なども実施していることなどを答弁いたしました。最後に、大室尚議員さんからは、「上尾市総合計画

の進捗状況について」の質問があり、スポーツ施設の整備・充実施策の達成状況や、文化芸術施策の現

状と課題について答弁したところです。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）学校教育部長お願いします。 

 

（学校教育部長）それでは、学校教育部に関係する一般質問でございますが、５名の議員さんからいた

だいております。恐れ入りますが、答弁要旨資料の１ページをお開きください。田中元三郎議員さんか

ら「上尾市地域防災計画について」の中で、「小中学校一斉避難訓練実施後の問題点と対策」について

質問をいただきました。地元区長さんとの連絡調整に課題があったことや災害伝言ダイヤルの利用など

について答弁しました。深山孝議員さんからは「教育問題について」の中で「国語力を育むための工夫」

や「福井理数グランプリ」、「上尾市の給食の実情」、「子どもたちの夜間外出」などについて質問をいた

だきました。各学校が学力調査の結果を分析して学力向上プランを作成し、それに基づき、書く力や読

む力、話す力や聞く力の指導をしていること、「あげお・いな・おけがわ子ども大学」などで科学に親

しむ芽を育んでいること、上尾市では給食費の未納もあるが、給食実施に支障をきたすような状況には

ないこと、子どもたちの非行防止のためＰＴＡや地域、少年愛護センターなどによる街頭補導などの取

組が行われていることなどを答弁いたしました。次に４、５ページをお願いします。町田皇介議員さん

からは「１８歳選挙権を見据えた主権者教育」について質問をいただきました。社会科の学習の中で、
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選挙の仕組み等を学び、主権者としての自覚や社会参画の力を育てていること、児童会や生徒会の役員

選挙では投票箱の実物を使って投票する学校もあることなどを答弁いたしました。次に、７、８ページ

をお願いします。鈴木茂議員さんから「子ども・若者自立支援センターについて」の中で、いじめや不

登校の状況、スクールソーシャルワーカーの役割などについて質問をいただきました。学校では地域の

民生委員児童委員と連携し、不登校児童生徒の情報を共有していることや生徒指導上の課題に対応する

専門職であるスクールソーシャルワーカーの職務などについて申し上げました。また、スクールソーシ

ャルワーカーについては、その必要性が増していることから、学校からの要請に基づいて増員について

検討していく旨の答弁をいたしました。最後に１２ページをお願いいたします。大室尚議員さんからは、

「教育に対する保護者のニーズ」等について質問をいただきました。保護者の方々は、子供たちに確か

な学力を身につけさせることを期待していること、各学校では子供たちの関心・意欲を高めるためにＩ

ＣＴ機器を積極的に活用し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。 

 

～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）続きまして、「報告２ 第５７回上尾市民体育祭の結果について」、「報告３ 第２８

回２０１５上尾シティマラソンの参加申込状況について」をスポーツ振興課長が報告いたします。 

 

～スポーツ振興課長挙手～ 

 

（委員長）スポ－ツ振興課長お願いします。 

 

○報告２ 第５７回上尾市民体育祭の結果について 

（スポーツ振興課長）「報告２ 第５７回上尾市民体育祭の結果について」ご報告申し上げます。平成

２７年１０月１１日（日）に上尾運動公園体育館において第５７回上尾市民体育祭を開催いたしました。

当日、雨天判定時は曇り模様で、陸上競技場にて開催としていましたが、役員が集まりだした午前７時

前後から雨が強くなり、急遽、体育館での開催となり混乱を招きました。体育館の開催ということで開

会式の時間を遅らせ、支部対抗種目３種目、一般参加種目１種目、このほかに応援合戦、アトラクショ

ンの富士見小鼓笛隊、じゃんけん大会を行い、延べ参加人数で約２，０００人の方が、選手や応援、公

開演技等で参加しました。支部対抗競技では、総合優勝が上尾支部、第２位が大石支部、上平支部、第

４位が大谷支部でございました。そして応援賞の部では、優秀賞が原市支部、さわやか賞が上尾支部、

アイデア賞が上平支部でございました。また、体育賞の表彰は、受賞者総数２６９人８団体、うち、体

育優秀児童賞２２人、優秀選手賞２１４人８団体、体育功労賞３３人でした。受賞者を代表し、優秀児

童賞が大石小学校の石瀬桃菜さん、優秀選手賞が全日本マスターズ混成陸上選手権大会で１０種競技１

位の原沢勲さん、アジア太平洋ろう者フットサル選手権２位となった日本代表の松本寛大さん、体育功

労賞に原市地区の下栃棚則好さんが当日表彰を受けました。市民体育祭では、天候による会場変更があ

りましたが、競技のうえではけが人もなく無事終了することができました、皆様のご協力に感謝申し上

げます。 

 

○報告３ 第２８回２０１５上尾シティマラソンの参加申込状況について 

（スポーツ振興課長）「報告３ 第２８回２０１５上尾シティマラソンの参加申込み状況について」ご

報告申し上げます。１１月１５日に開催します、上尾シティマラソンの参加申込みの状況でございます

が、１０月１５日現在の申込み状況となりますが、参加申込み者数は９，２８８人です。内訳でござい

ますが、ハーフの部が６，３６９人、うち招待の大学生が２０校７３３人、５キロの部が１，６６７人、

３キロの部が１，２５２人です。現在、重複申込み等の精査作業をしているところでございます。また、

招待ランナーは、今年も川内優輝選手にハーフの部を走っていただくことになっています。ゲストとし

て、今年の夏の２０キロ競歩世界選手権に参加した岡田久美子さんと女子プロ野球埼玉アストライア監

督の川保麻弥さんを迎えます。ゲストの２人はいずれも上尾市立東中学校の出身です。川保監督は、ア

ストライアの選手３人と５キロを走る予定となっています。 

 
 

 

～学校教育部長挙手～ 
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（委員長）学校教育部長お願いします。 

 

（学校教育部長）教育長報告４ページからになります。「報告４ 平成２７年度新人体育大会 兼 県民

総合体育大会上尾市予選会の結果について」から「報告８ 全国学力・学習状況調査に関する結果につ

いて」を指導課長より報告いたします。 

 

～指導課長挙手～ 

 

○報告４ 平成２７年度上尾市新人体育大会 兼 県民総合体育大会予選会の結果について 

（指導課長）４ページ「報告４ 平成２７年度上尾市新人体育大会 兼 県民総合体育大会上尾市予選

会の結果について」でございます。次のページ、新人戦団体の結果でございます。県大会の出場は、

表の一番右側にお示ししてございます。１枚めくっていただきまして、個人戦種目の結果です。表の

中の卓球は２位まで、その他の種目では表に記載されている選手全員が、県大会への出場となってお

ります。また、次のページの陸上競技と水泳競技では、県の標準記録を突破した選手が県大会へ出場

となります。県大会は、１０月２４日から各会場で開催されております。なお、大石中学校の女子ソ

フトボール部が県大会で優勝し、来年３月末に行われる関東中学校選抜ソフトボール大会の出場が決

まっております。 

 

○報告５ 平成２７年度第５１回上尾市小学校陸上競技大会の結果について 

（指導課長）続きまして「報告５ 第５１回上尾市小学校陸上競技大会の結果について」でございま

す。これまでの、「上尾市小学校連合運動会」を、半世紀を経て名称変更し、今回大会から「上尾市小

学校陸上競技会」といたしました。それでは、第５１回上尾市小学校陸上競技大会の結果についてで

ございます。次のページの表をご覧ください。学校別得点表のとおり、女子は、１位富士見小学校、

２位原市小学校で昨年と同じでしたが、３位に東町小学校が入賞しております。男子は、１位大谷小

学校、２位富士見小学校で、こちらも昨年と同じでしたが、３位に大石北小学校が入賞しております。

総合では、１位が富士見小学校、２位が大谷小学校、３位が原市小学校となっております。そのほか

の学校の成績につきましても、ご覧のとおりの結果でございます。 

 

○報告６ いじめに関する状況調査結果について 

（指導課長）「報告６ ９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。小学校では、

９月の認知件数は２件でした。うち１件は、９月中に解消、もう１件は１０月になりましたが解消と

なっております。中学校では、９月の新たないじめの認知報告はございませんでした。 

 

〇報告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１４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。１５ページをご覧ください。９月までの調査結果ですが、「学校非公式サイト」は２７件で、

閉鎖されたものが１件、新規発見したものはありませんでした。「個人サイト」は、新規の発見件数６

３件、閉鎖件数３件で、２３１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。また、リスクのある主な内容

としては、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。 

 

〇報告８ 全国学力・学習状況調査に関する結果について 

（指導課長）１６ページ「報告８ 平成２７年度全国学力・学習状況調査に関する結果について」で

ございます。１７ページになります。小学校６年生、中学校３年生で実施しました「全国学力・学習

状況調査」の平均正答率となっております。◎は全国・県平均ともに上回っている場合、△は県を上

回ったが国を下回った場合、▲は全国・県ともに下回っている場合を表しております。平成２６年度

と比較し、向上が見られますが、各学校で分析を進め学力向上に向けて、さらに取組を進めていると

ころです。 

 

～教育総務部長挙手～ 

 

（委員長）教育総務部長お願いします。 
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（教育総務部長）本日追加報告となりました「報告９ 上尾市教育振興基本計画について」を教育総務

課長が、「報告１０ 上平公民館体育室の杭工事について」を生涯学習課長が報告いたします。 

 

～教育総務課長挙手～ 

 

（委員長）教育総務課長お願いします。 

 

（教育総務課長）それでは、「報告９ 上尾市教育振興基本計画について」でございます。ここまでの

取組状況について報告させていただきます。上尾市教育振興基本計画は、教育基本法第１７条第２項に

基づき、策定されるもので、現在の計画の計画年度が今年度までとなっていることから、第２期計画と

しまして、平成２８年度から平成３２年度までの５年間の上尾市教育委員会の基本理念、基本方針、基

本目標を定めるものでございます。検討組織としましては、両部部長、次長、各課所長、小学校長、中

学校長の１４名からなる策定委員会、策定委員会の下に、教育振興基本計画案作成に関し調査検討を進

めるため、主任から主幹で構成される各課代表、小学校、中学校教諭を含め１１名からなる作業部会を

構成し、現在、構築に向けて検討しているところでございます。ここまで、３回の策定委員会、７回の

作業部会を開催し、検討しました第２期計画の骨子案を資料として提供させていただきました。２ペー

ジ目、骨子案をご覧ください。「１ 基本理念 夢・感動教育 あげお」については変更なしで協議が

進んでおります。「２ 基本方針」、２段目「学ぶ喜びをはぐくむ」ですが、現計画では「生きる喜び」

と表現しておりますが、教育の原点である「学ぶ」という言葉を使って、幼児から高齢者まで学び、基

本理念でもある感動を味わってほしいとの願いもありこの案を採用しております。「３ 基本目標」の

７つの基本目標については、現計画を踏襲しておりますが、一番の下の７番目「健康で活力に満ちた生

涯スポーツ活動の推進」につきましては、現計画では「スポーツ・レクリエーション活動」という言葉

を使用しておりますが、「生涯スポーツ」と表現を変更しております。３ページ目をお願いいたします。

このページ以降、基本目標ごとに、施策、主な取組の体系となっておりますが、塗りつぶし部分が現計

画と変更となっている箇所でございまして、重点検討課題となっております。なお、一文字でも変わっ

ている場合が塗りつぶしとなっておりますので、ご了承ください。１ページに戻っていただきまして、

今後の予定でございますが、この案をもとに、引き続き、作業部会、策定委員会において第２期計画構

築に向け、検討協議し、１１月定例会には、教育委員の皆様に、説明文を入れた素案を提示し、協議い

ただきたいと考えております。そこでいただいた意見を反映したものを、再度１２月定例会に提示させ

ていただき、パブリックコメントを求める形で考えております。最終的には２月定例会において第２期

計画のご承認をいただき、３月議会に報告してまいりたいと考えております。今後、計画素案に対し、

不明点、疑問点等がございましたら、遠慮なく、事務局までお知らせいただきたいと思います。作業部

会、策定委員会において協議してまいりたいと思います。また、１１月の協議の際には、基本目標ごと

にポイントとなる点を担当課より説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。報告は以上

でございます。 

 

～生涯学習課長挙手～ 

 

（委員長）生涯学習課長お願いします。 

 

（生涯学習課長）報告１０は、平成１７年度に建設しました、「上平公民館体育室の杭工事について」

でございます。本日付で一部新聞報道がありましたように、施工記録偽装のありました旭化成建材株

式会社の問題で、上尾市の公共施設では、平成１７年に建設しました上平公民館体育室兼集会室（増

築棟）の杭工事で同社の既製コンクリート杭を使用していることが判明しました。これを受けて上尾

市では、現状調査を実施しましたところ、異常がありませんでした。したがいまして、利用者の皆さ

んには安心して利用いただけるものと考えております。なお、このことにつきましては、昨日上尾市

ＷＥＢサイトでも公表しております。 

 

 

（教育長）報告は以上でございます。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、お願いい
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たします。 

 

（委員長）それでは、私のほうから質問させていただきます。市民体育祭は天候による会場変更と大変

であったと思います。速やかに対応していただきありがとうございました。その中で、富士見小学校が

鼓笛隊を披露したところですが、観ていて引きこまれてしまい、とても素晴らしかったです。富士見小

学校では伝統のあるものですので、是非大切にしていただきたいと思います。それから、いじめの問題

ですが、メディアではあらゆるところでクローズアップされています。子供たちがいじめられているか、

いじめられていないいかは、大人の観点から見るのではなく、子供達の目線に立って見ていただくよう

よろしくお願いします。そこで、スクールソーシャルワーカーの制度についてですが、現在２名いると

思いますが、大変大きな役割を担っていると思います。機会がありましたら、是非、スクールソーシャ

ルワーカーの増員を強く要望していただきたいと思いますので、検討いただければと思います。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いします。 

 

（委員）いじめのことについてですが、最近では、小学校低学年のいじめが増えているようです。小

学校低学年でのいじめ防止の取組で上尾市独自のものはありますか。 

 

（指導課長）小学校低学年ということではありませんが、ＣＡＰ研修会として、市外からの転入教員

や新採用教員を対象として、いじめ撲滅を目的とした研修会を実施しています。また、子供たちに、

自分の学級の満足度調査として、クラスの居心地や今困っていることなどのアンケート調査を実施し

ております。調査結果をもとに、早い段階で、教員が対策を練ることが可能となります。教育センタ

ーでも、いじめ相談を受けたり、スクールソーシャルワーカーが家庭訪問を行ったりと取り組んでお

ります。 

 

（委員）学校での子供同士のけんかについてはどのようにとらえていますか。いじめとは別ととらえ

ていますか。 

 

（指導課長）けんかの内容によると思います。全く対等な立場であればけんかと考えられますが、学

年が違ったり、一方が身体的に弱かったりと、それぞれの状況によって判断しています。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いします。 

 

（委員長職務代理者）議会では、新しい図書館についての質問が多いようですが、新図書館の建設に

ついてはいろいろな意見を取り入れて進めていただきたいと思います。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いします。 

 

（委員）報告８についてですが、学力テストで国や県の平均を上回ったか、下回ったかの説明があり

ました。平均点での比較は大変わかりやすいのですが、それよりも、しっかりと結果を生かしていた

だき、他市町村での良い取組があれば研究し、取り入れていただければと思います。 

 

（委員）数字だけで公表すると、保護者の方は数字だけにとらわれてしまいがちなところがあります。

数字の裏にある生活環境の影響が学力には大きいと思います。学校だけでできるものではありません

ので、保護者に対しての呼びかけが大事だと思います。読書指導や、家庭環境を示すことが大事であ

ると思います。上尾市も「早寝 早起き 朝ごはん」を実施しておりますが、一体それがどういうも

のなのか、多くの機会を持って学校が宣伝していく必要があります。学校任せでなく、家庭教育が大
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切でありますので、是非、生涯学習からも家庭教育の重要性を発信していただきたいと思います。 

 

（教育長）市ＰＴＡ連合会理事会での報告事項の説明をお願いします。 

 

（指導課長）市ＰＴＡ連合会理事会にて、「上尾市子供たちの生活状況」ということで、「早寝 早起

き 朝ごはん」の年２回行っている調査結果と学力調査結果について報告しております。参加した理

事の方には、学校の方々に生活の重要性を伝えていただくようお願いしています。 

 

（学校教育部長）９月の理事会には私が出席いたしました。県の学習状況調査、市の学習状況調査に

ついての分析結果を説明しております。「早寝 早寝 朝ごはん」についても実施した結果を報告して

おります。また、ネットトラブルについても話をしまして、家庭で話をしていただくことの重要性を

話しました。学力調査結果については、細かな分析を行い、その結果をいろいろな機会で保護者の方

に説明し、情報を流しておりますのでご理解いただきますようお願いします。 

 

（教育長）市ＰＴＡ連合会理事会の構成メンバーを説明してください。 

 

（生涯学習課長）市ＰＴＡ連合会理事会は年に５回程開催しております。構成メンバーは各学校のＰ

ＴＡ会長およびＰＴＡ副会長が２名から３名程度です。理事会参加者は、内容を各学校に持ち帰り、

学校のＰＴＡ理事会や運営委員会で報告していただいております。生涯学習課としましても、引き続

き、学校・家庭・地域とが連携を図っていけるよう取り組んでまいります。よろしくお願いいたしま

す。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いします。 

 

（委員）防災についてですが、有事の際は学校が避難場所となっておりますが、夜間など学校が閉ま

っている時は、学校を開ける鍵はどなたが持っているのですか。 

 

（学校教育部長）各学校では、非常時の招集職員が４～５名割り当てられており、何かの折にはすぐ

に駆けつけるようになっております。 

 

（委員長職務代理者）マニュアルがあるのですか。 

 

（学校教育部長）避難所運営マニュアルがあります。 

 

（教育長）市の防災マニュアルで位置づけられております。 

 

（図書館長）市の防災マニュアルですので、学校の近くに住む市の職員が携わり、学校、地域の方と

一緒になってマニュアルを作成しております。 

 

（委員）学校の防災訓練に参加したことがあるのですが、校庭で行っており、校舎は使っておりませ

んでした。校舎をどの様に利用するか地域の方は知っているのですか。 

 

（学校教育部長）各学校で校舎利用の割り当てを決めておりますので、詳細まで地域の方が知ってい

る状況ではないと思いまが、概ね、体育館が第一避難場所になっております。大災害時には、学校の

運営と地域の避難場所の機能が必要となり、学校と避難場所の区域分け等の詳細は今後詰めていく必

要があると思います。 

 

（教育長）今ご心配いただいたところですが、災害の状況によって異なりまして、例えば、体育館が

使用できるのか、校舎が使用できるのかの確認が必要になります。そこで、まずは一番安全な場所で

ある広いスペースの校庭に集まり、学校施設の被害状況を確認したうえで、どこに本部を設置するか、
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避難してきた住民をどこに避難させるかとなります。市の防災訓練は校庭をメインで行っております。 

 

（学校教育部次長）学校は必ず地域の避難所になっておりますので、地元の自主防災会、学校長、市

の担当職員の三者で年に１回以上は避難所運営会議を開催しております。その会議では避難所運営マ

ニュアルを作成し、非常時の学校施設の利用方法について検討しております。 

 
 

 

日程第５ 今後の日程報告 
（委員長）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）１１月のご案内をさせていただきます。１１月１５日（日）、第２８回２０１５上

尾市シティマラソンが上尾運動公園で行われます。１１月１７日（火）、上尾市小・中学校音楽会が上

尾市文化センター行われます。１１月１８日（水）、教育委員会１１月定例会を午後２時より予定して

おります。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、意見、ご要望がありましたら、お願

いいたします。 

 

（委員長職務代理者）１０月も終わりとなり、インフルエンザの季節になってきます。今年は流行が早

いと聞いておりますので、予防接種や感染時の対応などについて周知徹底していただきたいと思います。

インフルエンザが流行してしまいますと、学校行事や学力にも影響があると思いますので、感染症対策

をしっかりと行っていただきますようよろしくお願いします。 

 
 

 

 日程第６ 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１０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 


