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平成２８年上尾市教育委員会１月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２８年１月２１日（木曜日） 

開会 午前１０時００分 

閉会 午前１１時００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 甲原裕子  

委員 吉田るみ子 

委員 岡田栄一 

委員 中野住衣 

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  ６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 議案の審議 

議案第１号 上尾市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

 

日程第５ 教育長報告 

報告１ 平成２７年上尾市議会１２月定例会について 

報告２ 平成２７年度第１回定期監査結果について 

報告３ 平成２８年成人式の結果について 

報告４ 第５回上尾市なわとび大会の結果について 

報告５ 上尾市立小・中学校通学区域検討協議会委員の委嘱について 

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 「上尾の摘田・畑作用具」の国登録有形民俗文化財への登録について 

 

日程第６ 協議 

協議 第４次上尾市生涯学習振興基本計画（案）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）皆様おはようございます。ただ今から、平成２８年上尾市教育委員会１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）６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 ～ 

 

（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 

（委員長）「日程第２ 前回会議録の承認について」でございます。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たいと存じま

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。 

 

（委員）はい。 

 

 

 

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、中野委員さんにお願いいたします。 

 

（委員）はい。 

 

 

 

日程第４ 議案の審議 

（委員長）続きまして、「日程第４ 議案の審議」でございます。本日は１件の議案が提出されてお

ります。「議案第１号 上尾市スポーツ推進審議会委員の委嘱について」説明をお願いします。 

 

（教育長）議案第１号につきましては、スポ－ツ振興課長が説明申し上げます。 
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～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。 

 

○議案第１号 県費負担教職員の人事」について 

（スポ－ツ振興課長）議案書の１ページをお開きください。「議案第１号 上尾市スポーツ推進審議

会委員の委嘱について」説明申し上げます。初めに提案理由でございますが、平成２７年１２月６日

に執行されました上尾市議会議員一般選挙に伴いまして、上尾市スポーツ推進審議会の第１号委員、

市議会議員に変更がありましたことから、上尾市スポーツ推進審議会条例第４条の規定により、委嘱

をしたいのでこの案を提出します。新たに委嘱する議員でございますが、橋北富雄議員、上尾市上町

在住でございます。なお、橋北議員の任期でございますが、前任者の残任期間である、平成２８年１

月８日から平成２８年１０月３１日までとなります。 

 

（委員長）議案第１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）ないようですので、これより採決いたします。「議案第１号 上尾市スポーツ推進審議会

委員の委嘱について」原案のとおり可決することにご異議はございませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（委員長）ご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」でございます。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、７件の報告を通知しておりますが、１件追加となりまして８

件の報告となります。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１

２月定例会について」の全体概要と「報告２ 平成２７年度第１回定期監査結果について」を教育総務

部次長より、「報告１」の一般質問の概要につきましては両部長より、「報告３ 平成２８年成人式の結

果について」を生涯学習課長より、「報告４ 第５回上尾市なわとび大会の結果について」をスポ－ツ

振興課長より報告いたします。 
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～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１２月定例会について 

（教育総務部次長）資料の１ページをお開きください。「報告１ 平成２７年上尾市議会１２月定例会

について」報告いたします。会期は平成２７年１２月１４日から２５日までの１２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７２号「平成２７年度上尾市一般会

計補正予算（第３号）」につきましては、賛成多数にて原案可決されております。内容につきましては

２ページの資料のとおりとなりますが、教育委員会１１月定例会後に財政部署との査定の関係で、前回、

説明しました内容と若干、異なっております。まず、歳入の２２万円は埼玉県負担分の発掘調査報告書

作成の経費でしたが、雑入に繰り入れることとなったため補正計上を取りやめております。歳出は、（２）

事業別を先に説明しますが、郷土愛育成事業につきましては端数処理の関係で１，０００万円丁度とし

ております。（仮称）中央図書館整備事業では、環境影響評価委託料の減額を見込んでおりましたが、

まだ確定していないため減額補正を取りやめたことにより、３６０万３千円増額となり、５３３万５千

円となりました。そして、この２つを合計したものが、（１）目的別の社会教育費の増額分の１，５３

３万５千円となります。次の３債務負担行為につきましても５項目に渡り、査定の結果、以下の通りと

なっております。次に、「議案第８１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、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）別冊「市政に対する一般質問 答弁要旨」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、５人の議員さんからいただきました。３ページ下段からになりますが、

前島るり議員さんからは、「生活困窮者の支援について」に関連し、入学準備金・奨学金に関する質問

があり、分かりやすさやプライバシーに配慮した相談窓口の改善、推薦入学に対応した申請時期として、

従来の１月上旬に加え新たに１０月上旬を、規則改正を行い設定したことなどを中心に答弁いたしまし

た。４ページ以降になりますが、平田通子議員さんからは、「生涯学習の充実について」、特に、平成２

８年度に予定している文化センター工事中の上尾公民館の事業に関する質問があり、他の公共施設を利

用して事業を実施していきたい旨などを答弁したところです。５ページ以降となりますが、井上議員さ

ん、糟谷議員さん、鈴木議員さんからは、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、現在進めている基本設計の施設の全体像に関する質問があり、設計仕様書に基づ

き青少年センターや子どもの読書活動支援センターと複合化すること、閲覧席や学習席をできるだけ確

保することなどを答弁しました。また市長に対し、上平移転について市民の理解が得られているかとの

質問に関しては、議会で議決をいただいており、多くの市民に喜んでもらえる施設を作っていきたい旨

の答弁がありました。糟谷珠紀議員さんからは、土地収用法による事業認定を受けようとした理由や、

補正予算計上の理由、図書館のとったアンケート調査などに関する質問がありました。青少年センター

との複合化の基本設計に合わせて、用地買収の方法の検討を行ったこと、早期に地権者へ根拠のある数
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字で交渉に入りたいので、必要経費を補正予算計上したこと、アンケート調査では、新館建設を望んで

いる意見がある一方、批判的な意見もあったことなどを紹介するとともに、誰もが行きたくなるような

施設を目指したい旨などを答弁いたしました。鈴木茂議員さんからは、新図書館建設について出された

２，０００筆あまりの要望書の内容に関する質問や、その受け止め方、図書館懇話会のメンバー構成、

現本館の今後についての考え方、どんな複合施設となるのかなどの質問があり、これまでの建設にあた

っての市や議会での歩み、懇話会などの構成員を説明するとともに、上尾地区の図書機能が不足するこ

とから何らかの補完が必要と考えていること、複合化により図書館占有部分は２，０００㎡程度になる

が、共有部分が配置されることで延床面積は現本館を上回る、教育的な複合施設となることなど答弁し

たこところです。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「市民の安全な暮らしについて」の中で、６点質問をいただきました。その中で、「危機管理に関す

る教育委員会からの学校への指導」については、各学校の学校安全計画や危機管理マニュアルを調査し、

その上で指導助言を行っていること、「怪我に伴う学校からの医療機関への搬送回数」や「学校管理下

での怪我による治療費最高額」についてはそれぞれ実数を答弁いたしました。次に２ページをお願いし

ます。野本順一議員さんからは、「道路安全対策について」の中で「大型商業施設開店に伴う東小学校

通学路の安全対策」について質問をいただきました。東小学校では登下校時に教職員が横断歩道で立哨

指導を行っていること、学年ごとに集団下校していること、下校後の過ごし方や自転車の乗り方の指導

も行い交通事故防止に努めていることなどを答弁いたしました。深山孝議員さんからは、「行財政課題

について」の中で「上尾市の学力向上と子供たちのやる気」について、福井市の取組を例に挙げた質問

をいただきました。本市でも家庭学習の充実を図ることは大変重要であり、そのため、小学校の低学年

では、宿題として保護者の前で教科書を音読することや漢字の書き取り、計算練習を保護者に点検して

もらうなどの取組を行っていること、各学校では学力調査結果を基に作成した「学力向上プラン」を活

用して授業の工夫改善を図っていること、全校がローテーションで行っている委嘱研究や教師自身が主

体的に参加できる「教師力アップ講座」を開催し、教師の指導力の向上に取り組んでいることなどによ

り、学力向上に努めていることなどを答弁しました。次に、７ページをお願いします。井上  茂議員

さんから、「特別支援教育について」の中で、「小中学校の設置状況」や「上尾市特別支援教育基本方針」

などについて質問をいただきました。特別支援学級の設置状況と今後の計画についてや、基本方針は検

討委員会で毎年度検討を行っており、必要に応じて見直しを行うとの答弁をいたしました。最後に１３

ページをお願いいたします。鈴木茂議員さんからは、「上尾市を教育の町としてブランド化するために」

について、１２点質問をいただきました。上尾市では、小学６年で算数Ａ、中学３年生で国語Ｂが埼玉

県、全国の平均正答率下回っており、大きな課題であること、そのために「学力向上プラン」を作成し

て取り組むことが重要であること、計算力や書く力を高めるため、ドリル学習やコラムを読んで内容を

要約して書くなどの取組を行っていることなどを答弁いたしました。また、質問紙調査から「学校へ行

くのが楽しい」、「自分には良いところがある」といった肯定的な回答をする児童生徒が増えた理由の一

つとして、各学校で「ほめる教育」を実践して取り組んでいること、地域でのボランティア活動などで、

子供たちが成就感や達成感を味わっていることなどが要因であると捉えていることなどを答弁いたし
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ました。学校教育部からは以上でございます。 

 

～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２ 平成２７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３ページをお願いします。「報告２ 平成２７年度第１回定期監査結果

について」報告いたします。地方自治法に定められた規定に基づき、平成２７年１１月２６日と２７日

の２日間で定期監査が実施され、次の４ページから７ページまでの監査結果報告がありました。監査内

容は、平成２７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

でありました。「概ね適正」とは、一部において書類の不備等の指摘はあるものの、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ございます。以上、報告させていただきます。 

 

～生涯学習課長挙手～ 

 

（委員長）生涯学習課長お願いします。 

 

○報告３ 平成２８年成人式の結果について 

（生涯学習課長）教育長報告８ページをお開きください。「報告３ 平成２８年成人式の結果について」

でございます。教育委員の皆様にも、ご参列いただき、上尾市文化センター大ホールを会場に、平成２

８年１月１０日に２回に分けて開催いたしました。入場者については、対象者が２，２２４人のうち、

１，７０９人ということで、出席率は７６．２％でございました。過去５年の出席率の推移を示す表を

見ますと、ここ６年間の中では昨年度に次ぎ、比較的高いレベルの出席率となりました。ご承知のとお

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。 

 

～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。 

 

○報告４ 第５回上尾市なわとび大会の結果について 

（スポ－ツ振興課長）教育長報告９ページをお願いします。「報告４ 第５回上尾市なわとび大会の結

果について」報告申し上げます。１０ページの第５回上尾市なわとび大会の結果をご覧ください。平成

２７年１２月２５日に県立武道館主道場を会場に、市内小中学生の児童生徒を対象として、なわとび大

会を開催しました。参加者数でございますが、個人種目の２重跳び、あや２重跳び、３重跳びに参加し

た小学生が６０２人、中学生が１６８人でございました。また、集団とびでは、小学生が６９チーム１，

１８７人、中学生が２８チーム４８５人でございました。個人とび、集団とびの重複参加を認めている

ことから延べ人数でございますが、２，４４５人でございました。昨年が１，９１９人でございました

ので、まだ参加者が増えている状況です。４の大会結果では、各種目の優勝者を載せています。左から

今回大会、前回大会、過去の大会記録となっています。今回大会では、過去の大会記録を塗り替えた種
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目が、５・６年生の２重跳びと、５・６年生のあや２重跳びの２種目でございました。 

 

～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）教育長報告１０ページからになります。「報告５ 上尾市立小・中学校通学区域検討

協議会委員の委嘱について」を学務課長より、「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」を指導課長より報告いたします。 

 

～学務課長挙手～ 

 

（委員長）学務課長お願いします。 

 

○報告５ 上尾市立小・中学校通学区域検討協議会委員の委嘱について 

（学務課長）「報告５ 上尾市立小・中学校通学区域検討協議会委員の委嘱について」、１１ページ、

１２ページとなります。このたび、上尾市立小・中学校通学区域検討協議会の１号委員につきまして

市議会の改選がございましたので、新たに選出となりました。名簿の１号委員の欄にありますように、

新たに文教経済常任委員会の委員長・副委員長となりました、小川明仁議員、糟谷珠紀議員が、道下

文男議員、星野良行議員の後任として、残任期間の委嘱となりますので、報告いたします。以上でご

ざいます。 

 

～指導課長挙手～ 

 

（委員長）指導課長お願いします。 

 

○報告６ いじめに関する状況調査結果について 

（指導課長）教育長報告６及び７を続けて報告させていただきます。１３ページ、「報告６ １２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。１４ページをご覧ください。小学校では、

１２月の認知件数は１件でした。指導によっていじめ行為はなくなっておりますが、保護者同士の関

係が悪化し、学校と両方の父親との話し合いによって現在落ち着いており、解消に向かっております。

また、９月に認知し未解消となっている１件につきましては、いじめ行為はなくなっておりますが、

被害側の保護者に対して学校からの要請を受け、教育センターのスクールソーシャルワーカーが今後

関わり、解消に向けて対応してまいります。中学校では、１２月の認知が１件ありましたが、１２月

中に解消となっております。 

 

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１５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。１６ページをご覧ください。１２月までの調査結果ですが、学校非公式サイトは、１１月か

ら新たに２件の発見件数があり、３３件となっております。個人サイトは、新規の発見件数２６件、

閉鎖件数４件で、現在３３６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。以上、報告となります。 
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～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）本日追加となりました、「報告８ 「上尾の摘田・畑作用具」の国登録有形民俗文化

財への登録について」を生涯学習課長より報告いたします。 

 

～生涯学習課長挙手～ 

 

（委員長）生涯学習課長お願いします。 

 

○報告８ 「上尾の摘田・畑作用具」の国登録有形民俗文化財への登録について 

（生涯学習課長）本日お配りした資料でございますが、「報告８ 上尾の摘田・畑作用具」の国登録有

形民俗文化財への登録についてでございます。この文化財につきましては、平成２８年１月１５日に、

国の文化審議会文化財分科会の審議・議決を経て、国登録有形民俗文化財に登録するよう文部科学大臣

に答申されました。新聞・テレビで報道されております。この結果、近日中に行われる官報告示を経て

登録となります。以上となります。 

 

（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

たします。 

 

～委員長職務代理者挙手～ 

 

（委員長）委員長職務代理者お願いします。 

 

（委員長職務代理者）「上尾の摘田・畑作用具」の国登録有形民俗文化財への登録についてですが、

是非、子供たちに接する機会をつくっていただけたらと思います。また、展示するとのお話がござい

ましたので、展示方法を工夫するなどし、見やすい場所に展示していただけたらと思います。 

 

（生涯学習課長）来年度の事業としてですが、展示会や冊子の作成を予定しております。それに先駆

けまして、現在は、パネルの制作をしており、多くの市民の方にみていただけるように進めていると

ころでございます。 

 

（委員）それぞれの用具について、使い方などをみていて分かるように展示していただきたいと思い

ます。子供たちも、過去のものをみて夢が広がったり、昔と今との違いがわかったりしますので、子

供たちが楽しみながら勉強をできる工夫をしていただきたいと思います。 

 

（委員長）では、私のほうから３点ほどお願いをさせていただきます。まず、一般質問の答弁に関し

てですが、別冊の３ページ、４ページのところになります。生活困窮者の支援についてですが、メデ
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ィアなどでは、子供の貧困問題が話題となっています。本市においても同様であると思います。上尾

市教育委員会では、「夢・感動教育あげお」と謳っておりますが、その「夢」を得るために、子供の貧

困によってその「夢」が断たれることが決してないように、奨学金の貸付けや就学支援といった事業

を引き続きお願いしたいを思います。次に、新図書館についてです。現在、基本設計を進めていると

のことですが、基本設計が終わり、出来上がった外観図や配置図をお見せいただきたいと思います。

３点目ですが、一般質問の答弁要旨１ページにある「危険回避」についてです。学校などを管理され

る方には、マネジメントをするだけでなく、是非、「リスクマネジメント」の考えを心の中に入れて「危

機管理」を行っていただきたいと思います。そうでないと、万が一何かがあった時に、対応できなく

なってしまうことがあるからです。よろしくお願いします。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いします。 

 

（委員）市政に対する一般質問答弁要旨１４ページですが、上から二つ目の〇の答弁に記載されてい

る「基本的生活習慣」には、どのような項目があるのですか。 

 

（指導課長）「何時から何時まで寝る」、「朝食を食べる」など、リズムのある生活を送っているかを

確認する質問項目になります。 

 

（学校教育部長）他にも、「あいさつができる」など、人間生活を送っていく中での、生活習慣に関

する様々なアンケート項目がありまして、しっかりとした生活のリズムを送っている子供は、学力の

面においても、比較的高い数値をだしており、相関関係があることは、全国的に見ても言えることで

ありまして、上尾市においても同様であります。 

 

～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）先程、委員長より３点ご意見をいただきました。まず、「子供の貧困問題」につい

てですが、委員長のお話の通り、重要な問題でございます。一般質問においては、入学準備金・奨学

金の関係で答弁いたしましたが、「貧困問題」の対策については、教育委員会としては、他にも「就学

援助」を支給しており、また、市の福祉部門では「生活保護費」を支給したりと、他の部署とも、総

合的な連携を図り進めていくことが大切であります。次に、図書館の関係ですが、現在は基本設計の

段階であり、内部で詰めいているところですが、まとまりましたら教育委員さんにお示しし、ご意見

等いただきたいと考えております。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いします。 

 

（委員）学校教育部関連の一般質問答弁を読ませていただき、学力について、数値的に十分な成果が
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挙がっていないところがあることは残念ではありますが、「学校に行くのが楽しい」と答えた児童生徒

の割合が増えたことは、非常に大きな成果であると思います。学力は定義付けされまして、ひとつに

「学習意欲」があります。「ほめる教育」の推進が成果を挙げたということで、今後もいろいろなかた

ちで工夫していただき推進していただきたいと思います。「ほめる教育」の推進について、今後の方向

性について教えてください。 

 

（学校教育部長）各学校の校長先生が、自校の実態、児童生徒の実態、地域の実態に応じて、様々な

工夫をして取り組んでおります。バッジや校長賞をつくったり、ほめる為にほめる種をまくことに取

り組んだり、教師自身がほめるための取組を行ったりと、それぞれ学校独自のやり方を工夫して行っ

ております。子供たちの実態に合わせて展開されていることが、非常に大きな相乗効果を生み出して

いると考えております。また、子供たちが自信を持って生活できるようになっておりまして、それが

様々な大会やいろいろな機会で態度として表れており、さらに「ほめる」ことにつながっております。

今後は「ほめる教育」が、学校だけではなく、地域や家庭に広がるように取り組んでいきたいと考え

ております。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）学校保健課長お願いします。 

 

（学校保健課長）インフルエンザの状況についてご報告させていただきます。小中学校のインフルエ

ンザの状況ですが、昨日現在、学級閉鎖は１学級もございません。しかし、短縮授業が、上尾小学校

の１年生と６年生の２学級において、昨日及び本日の２日間行われております。また、１月１３日に、

埼玉県がインフルエンザの流行期に入ったことが記者発表され、これを受けて、県保健体育課長から

通知があったため、１月１５日付けで、学校保健課長名で市内の幼稚園と小中学校宛に、インフルエ

ンザの感染防止について通知したところでございます。 

 

 

 

日程第６ 協議 

（委員長）続きまして「日程第６ 協議」でございます。「第４次上尾市生涯学習振興基本計画（案）

について」説明をお願いします。 

 

（教育長）協議につきましては、生涯学習課長が説明申し上げます。 

 

～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）別冊の協議資料をご覧ください。第４次生涯学習振興基本計画（案）でございますが、

本計画の要点について説明いたします。最初に１１ページをお開きください。基本理念は、「生涯を通

して豊かな学びをサポート」でございます。これにつきましては、第３次計画の基本理念を引き継いで

おりますが、この基本理念が目指す方向性の視点ということで「学びで創る 生きがい つながり 心



- 12 - 

豊かなくらし」を新たに付け加えました。続きまして、１２、１３ページをお開きください。基本目標

と施策体系でございます。これにつきましても、基本的な枠組みの内容は前計画を踏襲しておりますが、

目指す方向性がわかりやすくなるよう、全体的に体系を改めております。基本目標の具体的内容ですが、

４つの基本目標ごとに、施策の展開の中でご覧いただきます。１４ページをお開きください。基本目標

１の「学びを伝える」ですが、「最初の一歩を応援します」ということで、生涯学習情報の発信や相談

を位置付けております。予算を伴うような事業はございません。また、前計画では推進体制の充実の一

部分でございましたが、市民の生涯学習活動の支援を行う中で、まさに最初の一歩に踏み込んでいただ

くための要素として、目標の１つとして位置づけております。次に１６ページをご覧ください。「学び

を創る」ですが「いつでも・どこでも・だれでも」ということで３つの柱を設けて学習機会の提供に関

する方向性を示しております。１番目の「きっかけをつかむ学びを創る」でございますが、本計画では、

生涯学習を実際に推進する公民館事業について、前計画では単に「体系的な公民館事業の実施」として

きましたが、今回は、その体系について具体的に踏み込んだ方向性を示しております。１８ページの２

番目「連携・協働した学びを創る」では、これまで示してきた大学等との連携による講座事業のほかに、

庁内他課との連携や、学校家庭地域との連携を位置づけております。この中では新しい視点として、中

学校の学習支援事業の取組などを考えております。１９ページの３番目「地域に向かい合う学びを創る」

では、特に行政課題の啓発事業が、公民館事業など生涯学習事業で期待されているところですが、政策・

施策に関する講座事業ということで、多文化共生・環境・食育などの事業を位置づけております。続き

まして２０ページ基本目標３「学びを支える」ですが、「学びたいを後押しします」ということで、２

本の柱の１つは、「生涯学習体制の充実」です。これについては、審議会等の実施や、社会教育団体の

支援を位置づける一方、２２ページの学びの場を支えるということで、社会教育施設等の運営等につい

て記載しています。最後に基本目標４「学びを生かす」ですが、「輝く場を広げます」ということで、

２本の柱を立てています。「学んだ成果を生かす」では、個人の成果の生かすということで、「まなびす

と指導者バンク」、団体の成果を生かすということで、「公民館まつり」を位置づけています。もうひと

つの柱、「学びに学ぶ」では、事業内容としては同じ公民館まつりを例示しておりますが、自らが生か

すのではなく、他者の学びから学ぶ、すなわち、他者の学習成果に市民が触れることによって、基本目

標１の「学びを伝える」に繋ぐこととなり、これにより、「学びの循環」が生まれることを期待するも

のです。以上、生涯学習振興基本計画案の御説明となります。 

 

（委員長）第４次上尾市生涯学習振興基本計画（案）につきまして、説明いただきましたが、質疑、意

見をお願いいたします。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いします。 

 

（委員）１９ページの「成人式事業」についてですが、事業の概要の「成人教育」はどのようなもので

すか。 

 

（生涯学習課長）「成人式事業」につきましては、他市では「青少年」の事業であったり、「コミュニテ

ィ」の事業であったりと、様々な取組の中で実施しているところでございますが、上尾市では長年、「社

会教育」の中で実施してきた経緯がございます。捉え方につきましては、一般的な「成人教育」は全体

になるのですが、ここでは「新成人」に対して、「成人となった自覚を促す」ということを大きな目標
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として「成人式」を実施することで、「成人教育」と考えております。 

 

（委員）今年も成人式に出席させていただきましたが、担当の新成人の方がとても立派でありました。

担当課の方が、事前に指導されたのでしょうが、大変素晴らしかったです。新成人の方たちが担当を持

ち、お互いにしっかりと行っていくことも「成人教育」のひとつであったのではないかと思います。大

変素晴らしい成人式でした。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いします。 

 

（委員）１７ページの「健康・スポーツ」に関してですが、高齢介護課で「アッピー元気体操」を行っ

ていますが、関係はあるのですか。 

 

（生涯学習課長）位置付けとしましては、１９ページの「政策・施策に関する講座事業」の中で、他課

との連携として考えております。現状では、「アッピー元気体操」は会場として公民館を活用しており

ます。「健康」に関してはいろいろと取り上げられている状況です。健康増進課とも連携は進んできて

おりまして、今後も多くの課と連携を深めていきたいと考えております。 

 

（委員）是非、今後もそのような機会をつくっていただき、課毎ではなく全体で取り組むことも必要で

あると思います。そのような場に、医科や歯科の先生を呼ぶなどして、先生がコメントするような場を

つくっ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）「基本目標４ 学びを生かす」の「まなびすと指導者バンク」についてですが、活動状況を教

えてください。 

 

（生涯学習課長）「まなびすと指導者バンク」に登録された講師の方が、どこでどのような活動をして

いるかについては、昨年度までは、講師を紹介しているだけであり、活動内容については把握しており

ませんでした。しかし、今年度からは、登録された講師の方に、年間の活動状況について報告していた

だくように考えているところでございます。利用者から要望等を受けておりますので、事業の活用がよ

り図られるよう、文化団体連合会や美術協会に声を掛けておりまして、登録講師の数を増やし、活性化

に取り組んでいるところでございます。また、「まなびすと指導者バンク」に登録された講師達がグル

ープをつくっておりまして、「ちょっとだけ体験広場」というものが、ショーサンプラザの１階にござ

います。「学びのきっかけづくり」を目的として、お茶やお花などが体験できる事業を実施しており、

「学びの循環」が行われる環境づくりにも取り組んでおります。 

 

（委員）「学ぶ」という行為を習得していく過程で、剣道用語での学びの大切な要素としては、享受

していく「人」がいる、共に活動する「仲間」がいる、自分自身である「己」、そして「場」の４つが
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あります。それはまさに「学びの循環」であり、「学びがさらに次の学びを生んでいく」、このような

ものを生涯学習の中で充実していけば、さらに、上尾市の生涯学習が充実していくと思います。先程

のお話の中でありましたが、まなびすとのグループがさらに新しいまなびすとを育てていく、次の活

動につなげていくことは、「学び」がさらに「次の学び」を生んでおり、生涯学習がさらに充実してい

くには、「基本目標４」をしっかりとご準備いただきたいと思います。 

 

（委員長）ほかにありますでしょうか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（委員長）それでは、説明にもございましたとおり、「上尾市生涯学習振興基本計画（案）」につきまし

ては、２月定例会に議案として提出される予定とのことでございます。よろしくお願いいたします。な

お、本日のご発言以外にご意見等ございましたら、事務局までご連絡いただきたいと存じます。 

 

 

日程第７ 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）２月のご案内をさせていただきます。２月１３日（土）、邦楽祭が上尾市コミュニ

ティセンターで行われます。２月１４日（日）、吹奏楽・器楽祭が上尾市文化センターで行われます。

２月１８日（木）、教育委員会２月定例会を午前１０時３０分より、教育委員室にて予定しております。

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１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 


