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平成２８年上尾市教育委員会６月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２８年６月２４日（金曜日） 

開会 午後３時００分 

閉会 午後４時０７分 

２ 場  所  上尾市役所 教育委員室 

３ 出席委員  教育長 池野和己 

教育長職務代理者 細野宏道 

委員 甲原裕子  

委員 吉田るみ子 

委員 岡田栄一 

委員 中野住衣 

４ 出席職員  教育総務部長 保坂了 

学校教育部長 西倉剛 

教育総務部 図書館長 黒木美代子 

教育総務部次長 関孝夫 

学校教育部次長 大室賢司 

教育総務部主席副参事 鈴木利男 

学校教育部副参事 兼 学務課長 市河利之 

学校教育部副参事 兼 指導課長 兼 教育センター所長 今泉達也 

学校教育部副参事 兼 中学校給食共同調理場所長 鈴木宏明 

教育総務部 教育総務課長 荒井正美 

教育総務部 生涯学習課長 小宮山克巳  

教育総務部 図書館次長 島田栄一 

教育総務部 スポ－ツ振興課長 長谷川浩二 

学校教育部 学校保健課長 松澤義章 

書記  教育総務課主幹 森泉洋二 

教育総務課主査 吉野誠 

教育総務課主査 周暁蘭 

教育総務課主任 鳥丸美鈴 

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 ５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３１号 上尾市社会教育委員の委嘱・任命について  

議案第３２号 上尾市立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱又は任命について 

日程第５ 報告事項 

報告事項１ 平成２７年度行政文書の公開に係る実施状況について 

報告事項２ インターネット音楽配信サービス（ナクソス・ミュージック・ライブラリー）の開

始について 

報告事項３ 第２９回２０１６上尾シティマラソンの開催について 

報告事項４ 上尾市立小・中学校通学区域検討協議会委員の委嘱又は任命について 

報告事項５ 中学校教員の逮捕について 

報告事項６ 熊本地震にかかる養護教諭の派遣について 

報告事項７ 第２３回（平成２８年度）上尾市中学生海外派遣研修の研修生及び引率者について 

報告事項８ 平成２８年度上尾市立小・中学校学力調査結果について 

報告事項９ いじめに関する状況調査結果について 

報告事項１０ ネットパトロールに関する状況調査結果について 

報告事項１１ 産業医の委嘱について 

報告事項１２ 上尾市小中学校一斉避難訓練の結果報告について 

日程第６ 今後の日程報告 

日程第７ 議案の審議 

議案第３３号 行政文書一部公開決定処分に係る不服申立て事案の決定について 

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 

（池野和己 教育長）皆様こんにちは。ただ今から、平成２８年上尾市教育委員会６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。 

 

（荒井正美 教育総務課長）６人の方から傍聴の申出があります。教育長の許可をお願いします。 

 

（池野和己 教育長）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 ５月定例会会議録の承認 

（池野和己 教育長）「日程第２ ５月定例会会議録の承認」についてです。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～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、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。 

 
～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議ないものと認め、５月定例会について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 会議録署名委員の指名 

（池野和己 教育長）続きまして、「日程第３ 会議録署名委員の指名」を行います。会議録署名委員

は、中野委員にお願いいたします。 

 

（中野住衣 委員）はい。 

 

 

 

日程第４ 議案の審議 

（池野和己 教育長）続きまして、「日程第４ 議案の審議」でございますが、その前にお諮りいたしま

す。本日提出されております議案第３３号につきましては、委員の皆様の率直な意見の交換を行った上

で、適正かつ公正な採択を行う必要がございますので、非公開の会議として審議したいと存じますが、

ご異議はございませんか。 

 
～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）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
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ました。また、この決定を受けまして、予定されていた本日の日程を変更いたします。まず、会議を公

開して審議を行う、議案第３１号、議案第３２号の議案の審議を行い、続いて、報告事項、今後の日程

報告を行いたいと存じます。その後、非公開の会議として、議案第３３号の議案の審議を行いたいと存

じますので、よろしくお願いいたします。 

 

（池野和己 教育長）それでは、議案の審議を行います。まず、最初に「議案第３１号 上尾市社会教

育委員の委嘱・任命について」説明をお願いします。 

 

（保坂了 教育総務部長）議案第３１号につきましては、小宮山生涯学習課長が説明申し上げます。 

 

○議案第３１号 上尾市社会教育委員の委嘱・任命について 

（小宮山克巳 生涯学習課長）「議案第３１号 上尾市社会教育委員の委嘱・任命について」でございま

す。議案の１、２ページをお開きください。提案理由でございますが、上尾市社会教育委員の任期が、

平成２８年６月３０日で満了となりますので、社会教育法第１５条第２項の規定により、新たに委嘱・

任命したいのでこの案を提出するものです。今回は１３人の委員を委嘱・任命いたします。１号委員は

学校教育及び社会教育の関係者、２号委員は家庭教育の向上に資する活動を行う者、３号委員は学識の

ある者となっております。社会教育委員の職務は、社会教育法第１７条によって定められております。

会議の内容につきましては、生涯学習事業についての報告等を行って、ご意見をいただいております。

定数は、上尾市社会教育委員に関する条例の３条に基づき、１５人以内としており、今回は１３人の委

嘱となっております。選出の区分につきましては条例で定めておりますが、それぞれの区分の中で候補

を考えまして、その結果１３人の委嘱任命とさせていただきました。なお、これまでも委員は１３人の

委嘱・任命でございました。説明は以上でございます。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。議案第３１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～ 

 

（池野和己 教育長）無いようですので、これより採決いたします。「議案第３１号 上尾市社会教育委

員の委嘱・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～ 

 

（池野和己 教育長）異議がないものと認め、原案のとおり、可決いたしました。 

 

（池野和己 教育長）続きまして、「議案第３２号 上尾市立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱又は

任命について」説明をお願いします。 

 

（保坂了 教育総務部長）議案第３２号につきましては、小宮山生涯学習課長が説明申し上げます。 

 

○議案第３２号 上尾市立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱又は任命について 

（小宮山克巳 生涯学習課長）「議案第３２号 上尾市立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱又は任命

について」でございます。議案書の３、４ページをお開きください。提案理由といたしましては、人権

教育集会所運営委員に欠員が生じたため、上尾市立人権教育集会所運営委員会規則第３条第２項及び第

４条の規定に基づき、後任として任命したいのでこの案を提出するものです。この委員会は、同和教育
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をはじめとするさまざまな人権教育の充実を図るために、畔吉と原市に設置しております、人権教育集

会所の運営に関する重要事項を審議するために設けられるものでございます。委員の任期は２年で、今

回委嘱・任命したい委員の任期は平成２９年３月３１日まででございます。なお、１号委員は地区の代

表、２号委員は市立小・中学校長、３号委員は識見を有する者のうちからお願いしております。説明は

以上でございます。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。議案第３２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～ 

 

（池野和己 教育長）無いようですので、これより採決いたします。「議案第３２号 上尾市立人権教

育集会所運営委員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～ 

 

（池野和己 教育長）異議がないものと認め、原案のとおり、可決いたしました。 

 

（池野和己 教育長）議案第３３号につきましては、後ほど審議いたします。 

 

 

 

日程第５ 報告事項 

（池野和己 教育長）続きまして、「日程第５ 報告事項」でございます。本日は、１２件の報告がござ

います。よろしくお願いいたします。 

 

（保坂了 教育総務部長）「報告１ 平成２７年度行政文書の公開に係る実施状況ついて」を荒井教育総

務課長より、「報告２ インターネット音楽配信サービス（ナクソス・ミュージック・ライブラリー）

の開始について」を島田図書館次長より、「報告３ 第２９回２０１６上尾シティマラソンの開催につ

いて」を長谷川スポ－ツ振興課長より報告いたします。 

 

○報告１ 平成２７年度行政文書の公開に係る実施状況ついて 

（荒井正美 教育総務課長）恐れ入ります。報告事項の冊子１ページをお開きください。「報告１ 平成

２７年度行政文書の公開に係る実施状況について」でございますが、教育委員会が保有する行政文書に

対しての公開の請求・申出の昨年度受付件数は、４３件でした。上尾市全体の受付件数は、１２７件と

なっています。公開の決定の区分につきましては、全部公開１５件、部分公開１４件、非公開１４件、

となっております。各請求の詳細については、冊子の２ページから６ページをご覧ください。請求の相

手先（担当課）でございますが、４３件の情報公開請求・申出のうち、指導課に係る文書が一番多く２

８件、次いで学務課７件、教育総務課５件、生涯学習課２件、スポーツ振興課１件の順になっています。

部分公開の非公開理由については、公開の対象となる情報が、個人情報や法人情報であったり、意思形

成過程情報や国等協力関係情報であったりしたことにより部分公開となったものです。非公開となった

ものについては、すべて「文書不存在」によるものです。説明は以上でございます。 

 

○報告２ インターネット音楽配信サービス（ナクソス・ミュージック・ライブラリー）の開始につ

いて 
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（島田栄一 図書館次長）「報告２ インターネット音楽配信サービス（ナクソス・ミュージック・ラ

イブラリー）の開始について」ご報告いたします。７ページをご覧ください。ナクソス・ミュージッ

ク・ライブラリーとは、世界中で利用されているオンライン音楽図書館で、インターネットを通じて

クラシックやジャズ、民族音楽など約１００万曲の音楽を聴くことができるＷｅｂ上のサービスです。

平成２８年６月１日から開始しております。利用方法につきましては、市内図書館の窓口で申し込み、

発行された「ＩＤ」と「パスワード」で、ナクソス・ミュージック・ライブラリーのページでログイ

ン後、１週間音楽が聴き放題になります。基本的にはご自宅のパソコンをご利用いただきますが、市

内図書館のインターネット端末を設定しているパソコンも利用可能です。本館４台、大石分館２台、

駅前分館１台の設置がございます。なお、図書館では３０分の時間制となります。ナクソス・ミュー

ジック・ライブラリーの開始にあたり、報道機関から取材の申込があり、開始日当日にＮＨＫにより

放送されております。放映内容については今回お見せできませんでしたが、興味のある委員の皆さん

は是非ご視聴くださいますようお願いいたします。通常であれば、上尾市の図書館本館、分館、公民

館図書室で希望するＣＤを２週間３点まで借りられますが、ナクソス・ミュージック・ライブラリー

は、１週間聞き放題となるメリットがあります。以上でございます。 

 

○報告３ 第２９回２０１６上尾シティマラソンの開催について 

（長谷川浩二 スポ－ツ振興課長）報告事項９ページをお開き下さい。「報告３ 第２９回２０１６上

尾シティマラソンの開催について」ご報告申し上げます。初めに、１の開催期日ですが平成２８年１

１月２０日（日）雨天決行です。開会式を８時４５分から行います。２の主催から、５の種目につき

ましては昨年と同様となっております。申込期間は、平成２８年８月１５日（月）から９月９日（金）

までとなります。参加料は、昨年値上げをしたところですが、ハーフ４,０００円、５キロの高校生以

上３,８００円、中学生１,０００円、小学生５００円です。招待選手は埼玉県庁の川内優輝さん、ゲ

ストランナーは一昨年来ていただいた市橋有里さんを予定しております。開催要項につきましては１

０ページをご覧ください。説明は以上になります。 

 

 

 

（西倉剛 学校教育部長）それでは、学校教育部より報告します。「報告４ 上尾市立小・中学校通学

区域検討協議会委員の委嘱又は任命について」から「報告６ 熊本地震にかかる養護教諭の派遣につ

いて」までを、市河副参事兼学務課長より、「報告７ 第２３回（平成２８年度）上尾市中学生海外派

遣研修の研修生及び引率者について」から「報告１０ ネットパトロールに関する状況調査結果につ

いて」までを、今泉副参事兼指導課長より、「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の結果報告について」を松澤学校保健課長より報告いたします。 

 

○報告４ 上尾市立小・中学校通学区域検討協議会委員の委嘱又は任命について 

（市河利之 学務課長）「報告４ 上尾市立小・中学校通学区域検討協議会委員の委嘱又は任命につい

て」報告いたします。恐れ入りますが、報告事項の１１、１２ページをご覧ください。このたび、上

尾市立小・中学校通学区域検討協議会委員に変更が生じたため、設置要綱第３条第２項の規定により

まして、１２ページの委員名簿にお示しいたしましたとおり、１６名の方々を、委嘱・任命いたしま

すので、報告するものでございます。以上でございます。 

 

○報告５ 中学校教員の逮捕について 

（市河利之 学務課長）続きまして、「報告事項５ 中学校教員逮捕について」報告いたします。恐れ

入りますが、報告事項の１３ページをご覧ください。上尾市立大谷中学校男性教諭は、平成２８年３

月２１日（月）午後１時３０分頃、坂戸市内の路上で歩いていた女子高生に乗用車の中から下半身を



- 7 - 

露出した疑いで逮捕されました。６月１４日（火）に西入間警察署で任意での事情聴取後、１０時２

３分に通常逮捕されました。西入間警察署より大谷中学校校長に１４日の１１時頃、逮捕に関して、

電話での連絡があり、その後、校長より学務課長に今回の件の報告を受けたところでございます。こ

の事件を受けて、大谷中学校では臨時職員会議をその日の１２時４０分に開催し、校長より事実を職

員に伝えました。１５日朝に臨時全校生徒朝会、１６日午後７時より臨時保護者会を実施し、事件の

概要と今後の学校の対応について説明いたしました。市教委では、１６日９時より臨時校長会を開き、

教職員の綱紀粛正について通知文を発出し、服務規律の厳正と教職員事故の根絶に向けた指導の徹底

を指示したところです。具体的には、各校で臨時職員会議を開き、事件概要の周知と事件を自分事と

して捉えるよう、研修会を実施するよう指示しました。また、大谷中に通う、生徒たちの心のケアを

第一に考え、１５日から教育センター教育心理専門員を派遣し、子供たちの心のケアにあたっており

ます。今回は、本市教員が公然わいせつという重大な職員事故を起こし、生徒・保護者はもちろんの

こと市民の皆様の学校教育に対する信用を大きく失墜させることとなりました。服務監督の責務を負

う立場として、今回の事件を重く受け止め、県教委の指導を受けながら厳粛に対応してまいります。

報告は以上でございます。 

 

○報告６ 熊本地震にかかる養護教諭の派遣について 

（市河利之 学務課長）続きまして、「報告事項６ 熊本地震にかかる養護教諭の派遣について」報告

いたします。恐れ入りますが、報告事項の１４ページをご覧ください。埼玉県からの要請を受け、本

市大谷小学校齋藤かな子養護教諭を被災地である熊本県益城町立飯野小学校へ派遣いたしました。派

遣期間は平成２８年６月１４日（火）から２２日（水）までの８泊９日、勤務内容は派遣先小学校養

護教諭の補助及び児童の心のケアにあたるとのことでした。一昨日、無事に派遣業務を終了し、上尾

市に戻ってまいり、２３日より大谷小にて通常勤務を行っております。報告は以上でございます。 

 

○報告７ 第２３回（平成２８年度）上尾市中学生海外派遣研修の研修生及び引率者について 

（今泉達也 指導課長）「報告７ 第２３回 上尾市中学生海外派遣研修の研修生及び引率者」につい

て報告いたします。１６ページをご覧ください。去る５月２８日、上尾公民館におきまして６０名の

応募者で抽選会を実施し、２２名の派遣生を決定いたしました。抽選につきましては、募集要項に募

集人数２２名、「原則として各中学校男女１名ずつの２名とする」と規定されてございます。本年度は、

原市中学校が男子のみの応募だったため２名とも男子に、太平中学校、西中学校、東中学校が女子の

みの応募だったため２名とも女子となっています。その他の学校では男女１名ずつとなっており、派

遣生、男子９名、女子１３名、計２２名が決定いたしました。引率者でございますが「引率者一覧」

の通りでございます。 

 

○報告８ 平成２８年度上尾市立小・中学校学力調査結果について 

（今泉達也 指導課長）続きまして１７ページ「報告８ 平成２８年度上尾市立小・中学校学力調査

結果について」です。平成２８年４月２７日に実施しました上尾市立小・中学校学力調査の結果の概

要について速報値ということで報告いたします。別冊資料の１ページをご覧ください。平成１７年度

から実施し、今年度で１２回目となりました。調査対象は、小学校第３学年から第６学年、中学校第

１学年から第３学年の通常学級に在籍する児童生徒でございます。調査では質問紙調査も行い、「早

寝・早起き・朝ごはん・しっかり学ぶ上尾の子」とも関連させ、小学校第６学年と中学校第３学年を

対象に学力と生活習慣のクロス集計を実施しております。調査人数は昨年度とほぼ同様でございます。

２ページをご覧ください。上尾市全体の概要でございます。これまでの上尾市の状況を年度ごとの各

学年の成績推移と同一集団を追跡した同グループの成績推移を数値で示してございます。数値は全国

標準を５０.０とした場合の比較となります。小学校、中学校ともにそれぞれ表１の通り市全体としま

しては、すべての学年で全国標準を上回る状況でした。また、小学校、中学校ともにそれぞれ表２同
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グループを追跡比較した表をご覧いただきますと、中学校第３学年が同じ数値でございましたが、小

学校第４学年から中学校第２学年のいずれの学年も昨年度の結果を上回る状況となっています。３ペ

ージは、小学校の得点一覧となっています。これは、国語と算数の２教科合計の平均点から算出した

得点を、それぞれの学年において数値の高い順に示したものです。第５学年では多くの学校が全国標

準を上回る状況でした。４ページは、中学校の得点一覧となっています。第１学年において全国標準

を上回る学校が多い状況となっています。今後、各学校では全国平均との比較とともに問題ごとに分

析を行い、各校の課題を明確にして学力向上プランを作成し、学力向上に向けた具体的な取組を推進

することになっております。各学校が、児童生徒の学力向上を実感できるよう指導・支援していきた

いと考えております。以上、速報値の報告といたします。 

 

○報告９ いじめに関する状況調査結果について 

（今泉達也 指導課長）続きまして「報告９ いじめに関する状況調査結果」について報告いたしま

す。１９ページ「５月のいじめに関する状況調査結果」をご覧ください。一番上のグラフは、小学校

ですが５月に１件認知し解消に向けて継続指導中でございます。３番目のグラフは中学校ですが、４

月、５月に認知したいじめは合計４件ございましたがすべて解消しております。 

 

○報告１０ ネットパトロールに関する状況調査結果について 

（今泉達也 指導課長）続きまして「報告１０ 上尾市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。２１ページをご覧ください。平成２７年度の調査件数につきましては、３月の時

点で学校非公式サイト３７件、個人サイト３９１件、合計４２８件でございました。個人サイトでは、

顔の分かる画像や実名が掲載されておりましたが緊急性のあるものはございませんでした。続いて、

２２ページをご覧ください。平成２８年４月の調査結果ですが、学校非公式サイト３７件、個人サイ

ト２４０件、うち新規が１４件、合わせて２７７件となっております。学校非公式サイトの状況です

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が、リスクのある内容として「喫煙写真」

や「キスの写真」が掲載されております。今後も注意深く見守ってまいります。以上、報告とさせて

いただきます。 

 

○報告１１ 産業医の委嘱について 

（松澤義章 学校保健課長）学校保健課からの報告は２点でございます。それでは、１点目、２３ペ

ージ、「報告１１ 産業医の委嘱について」でございます。４月の定例会におきまして、３名の産業医

についてご報告させていただきましたが、新たに教職員等の人数が５０人となりました大谷小学校の

産業医につきまして、調整の結果、中妻クリニックの田中郁夫医師を新任として委嘱いたしましたの

で、ご報告させていただきます。 

 

○報告１２ 上尾市小中学校一斉避難訓練の結果報告について 

（松澤義章 学校保健課長）次に、２点目、２４ページ、「報告１２ 小中学校一斉避難訓練の結果報

告について」説明をさせていただきます。５月２６日に行いました全小中学校一斉による避難訓練で

ございますが、今年も天候に恵まれ、特に大きなトラブルや事故もなく無事終了することができまし

た。今年度の訓練の特徴は、乾電池で使用可能なＰＨＳ携帯電話機「防災だフォン」を各学校からの

報告受信用として使用いたしました。また、災害時の停電により電気が供給されないことを想定し、

電子メールを利用した報告から電話での報告に変更をいたしました。それでは、あらためまして、２

４ページをご覧ください。内容説明の「１ 参加児童・生徒」につきましては、記載のとおりでござ

います。「２ 区長等参加者」でございますが、この数字には、地元事務区長さんの他、ＰＴＡの役員

さんなどが含まれております。「３ 訓練報告時刻」でございますが、この時刻は全３３校の平均報告

時刻になっております。第１報から第３報まで、昨年度と比較しまして、それぞれ３分早く完了いた
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しました。これは、継続した訓練の成果と考えております。ここで、２５ページの資料１「小・中学

校一斉避難訓練実施状況まとめ」の左側の表をご覧ください。この表には、学校ごとの第１報などの

時刻が記入されており、学校別の第３報の訓練終了時刻をみますと、昨年より遅かった学校は１０校、

小学校６校、中学校４校で、昨年より早いか同時刻の学校は２３校、小学校１６校、中学校７校で、

学校数では昨年より早く訓練を終えた学校の方が多い結果となりました。２４ページの「４ 成果と

課題について」にお戻りください。初めに成果の主なものにつきましては、児童生徒、教職員ともに、

訓練の継続実施により、落ち着き、整然とした避難行動がとれるようになってきた、災害時の引き取

り者、引き取り方法等について児童生徒、教職員、保護者、地域の方と再確認することができた、な

どでございます。次に主な課題につきましては、様々な場所、場面で被災した場合の避難行動につい

て児童生徒への周知、避難者の確認作業や集団下校班の編成の方法の検討などが、今後の課題でござ

います。最後に「５ 今後の検討事項」でございますが、保護者、自主防災会や地域、事務区長さん

との連携、実施要領の充実などでございます。なお、２６ページ以降には、資料２といたしまして、

成果・課題の詳細を掲載させていただいておりますので、後程ご参照いただければと存じます。以上、

報告とさせていただきます。 

 

（西倉剛 学校教育部長）報告は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

（池野和己 教育長）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。 

 

（岡田栄一 委員）小・中学校一斉避難訓練についてですが、２５ページの表に「未引渡し人数」とあ

りますが、どのような状況なのですか。 

 

（松澤義章 学校保健課長）保護者の方が引き取りに来ることができなかった児童・生徒数でして、集

団下校ということで、教職員が引率して下校しております。 

 

（吉田るみ子 委員）図書館のインターネット音楽配信サービスですが、とても良いサービスであると

思います。７ページの「利用方法」に１週間聴き放題とありますが、１週間経ったら聴けなくなって

しまうのですか。 

 

（島田栄一 図書館次長）その通りです。再度申し込んでいただければ、新しいＩＤとパスワードでロ

グインし聴くことができます。 

 

（吉田るみ子 委員）ダビングはできるのですが。 

 

（島田栄一 図書館次長）できません。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）熊本地震の被災地に養護教諭を派遣していただきありがとうございま

す。あれだけの大災害で、子供たちも自然の驚異を体感し、ストレスを感じているのではないかと思

いますが、そのような状況を理解できる養護教諭が派遣されたことと思います。派遣された養護教諭

の先生が上尾の先生方に、被災地での状況などを伝える機会はあるのですか。 

 

（市河利之 学務課長）上尾に戻ってきたばかりで具体的にはまだ考えておりません。今回、埼玉県の

養護教諭が７名派遣されましたが、県の教育長への報告会が企画されております。それを受けて、市

の方でも、報告会を実施したいと考えております。 
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（細野宏道 教育長職務代理者）いつかは関東地方で大地震が必ず発生すると思いますし、世間ではそ

のように騒がれています。そのことを想定し、上尾市の子供たちに対してどのような方策が考えられ

るかをシュミレーションするうえで、被災地に行った先生から実体験を聞くことは重要でありますの

で、教育委員会として、適宜企画していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（中野住衣 委員）小・中学校一斉避難訓練について３点質問いたします。１点目ですが、実際に災害

が発生した場合、児童を学校に留め置いた後に保護者の方に引き渡すことになり、そのための訓練を

行ったと捉えておりますが、結果から引き渡し人数が学校によって差があります。これは、学校によ

って避難訓練について周知の差があったのでしょうか。未引渡し人数の多い学校では、都合が悪けれ

ば引き取りに来なくても良いといったニュアンスの周知があったのか伺います。２点目ですが、第１

報、第２報、第３報とありますが、第３報の時刻に時間の大きな開きがあります。第３報が遅かった

学校の原因を教えてください。３点目ですが、成果と課題に、地域との連携や地域貢献活動について

検討が必要とありますが、今後実際に災害が発生した時に「動く」ということを考えれば、行政と地

域が連携して訓練していくことが重要であると思います。具体的な方向性があるのか、考えを伺いた

いと思います。 

 

（松澤義章 学校保健課長）まず、１点目の引き取り訓練の周知についてですが、訓練を行うにあたり、

各学校において避難方針、行動計画を立てています。その前提といたしましては、原則、保護者の方

が引き取りに来ていただくことになっています。しかし、先程申し上げたました行動計画によって、

各学校が動いているところでございますので、一律ではないところがあったのかと思います。次に、

２点目の第３報の時刻の開きについてです。学校保健課で実施要領を作成し学校に配っておりますが、

第３報の報告の捉え方が、学校によって違っていたところがございます。そのようなことが原因で、

報告が遅れた学校があります。例えば、帰りの会を挟んでの報告があったりと、こちらの周知徹底が

不足していたことで、同じような行動の手順を踏んで１００％動けた訳ではございませんでしたので、

このような時間の開きが生じました。３点目の検討課題についてですが、現在は学校単位の避難訓練

ということで実施しております。しかし、市全体としての避難の在り方を考えますと、小中学校の体

育館は避難所になっており、避難所運営会議が各学校で行われていますので、今後は小中学校単独で

避難訓練を実施するべきなのかということを含め、拡張の検討をしていきたいと考えております。 

 

（甲原裕子 委員）第３報の認識のずれがあったとのことですが、第１報から第３報はどのようなタイ

ミングでの報告になりますか。 

 

（松澤義章 学校保健課長）第１報は一時避難完了ということで、校庭に避難をし、人数確認終了後と

なります。第２報は、一度教室に戻り、下校の準備をしてから再度校庭に集まり、保護者の方への引

渡し準備が完了した時点での報告となります。第３報は、保護者の方への引渡し終了時刻となります。 

 

（吉田るみ子 委員）１６ページの海外派遣研修の引率者についてですが、以前は、学校の校長が副団

長としていましたが、方針を変えたのですか。 

 

（西倉剛 学校教育部長）今年度、方針を少し変えさせていただきました。今までは副団長として校長

が引率しておりましたが、子供たちの指導やサポートに、より時間を使うことができる指導主事が引

率した方が団としてスムーズに運営できると考え、副団長をなくし渉外として指導主事をいれました。 

 

（吉田るみ子 委員）多くの学校の先生方が経験することが素晴らしいことだと思いますので、現場に
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いる先生をいれていただければと思います。 

 

（西倉剛 学校教育部長）今年の状況を見ながら、来年以降対応していきたいと思います。 

 

（吉田るみ子 委員）熊本地震の被災地に派遣された先生は、本人が希望して行かれたのですか。 

 

（市河利之 学務課長）派遣にあたり代勤の措置をしていただいたところですが、当初はその措置が実

現できるかどうか分かりませんでしたので、複数配置校の校長に、まず依頼をしました。その中から、

ご自身の意向を踏まえ、齋藤先生に手をあげていただきました。 

 

 

 

日程第６ 今後の日程報告 

（池野和己 教育長）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。 

 

（荒井正美 教育総務課長）それでは、７月の日程をご案内させていただきます。７月７日（木）に

上尾桶川伊奈教育委員会連絡協議会による視察研修を行いますのでご参加をお願いします。７月２１

日（木）午前１０時より、７月の定例教育委員会となっております。７月２２日（金）に中学校吹奏

楽演奏会が文化センターで行われます。なお、７月２１日（木）より８月２４日（水）まで、小中学

校が夏季休業に入ります。平方幼稚園の夏季休業につきましては、７月２１日（木）から８月３１日

（水）までとなります。よろしくお願いいたします。日程報告は以上です。 

 

（池野和己 教育長）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～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、ここからは、非公開の会議といたします。恐れ入りますが、傍聴の方

は、ご退室を願いいたします。 

 

～傍聴人退室～ 

 

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

 

 日程第７ 議案の審議 

（池野和己 教育長）それでは、議案第３３号の審議を行います。「議案第３３号 行政文書一部公開決

定処分に係る不服申立て事案の決定について」説明をお願いします。 

 

（西倉剛 学校教育部長）議案第３３号につきましては、今泉副参事兼指導課長が説明申し上げます。 

 

○議案第３３号 行政文書一部公開決定処分に係る不服申立て事案の決定について 

（今泉達也 指導課長）議案書５ページをお願いします。「議案第３３号 行政文書一部公開決定処分に

係る不服申立て事案の決定について」でございます。本件不服申立てについて、当該行政文書の公開請

求に係る処分の一部を取り消し、その余の不服申立て部分の棄却を決定したいので、この案を提出する
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ものでございます。議案第３３号の「行政文書」とは、平成２８年度中学校教科用図書の採択に関する

文書でございます。決定内容につきましては、別冊資料２の資料９、３７ページをご覧ください。教科

用図書の採択にあたり「教育委員会に配布した資料の一部（各学校の調査研究結果及び保護者アンケー

トの結果のうち意見、感想に係る部分）並びに教科書展示会の参加者アンケートに係る部分は、これを

取り消し、その余の不服申立て部分を棄却する」という内容でございます。内容を具体的に説明いたし

ます。３８、３９ページと合わせて、各資料をご覧いただきたく存じます。初めに、各学校の調査研究

結果につきましては、別冊資料２の資料３、５ページをお願いいたします。一部公開決定の際には、調

査研究結果に係る部分を非公開としましたが、これを取り消して、公開にするものでございます。次に、

保護者用アンケートの結果につきましては、６ページをお願いいたします。一部公開決定の際には、学

校名、記入者氏名、意見・感想に係る部分を非公開としましたが、このうち、意見・感想に係る部分は、

これを取り消して、公開にするものでございます。なお、学校名と記入者氏名につきましては、不服申

立てを棄却し、非公開とするものでございます。次に、教科書展示会の参加者アンケートにつきまして

は、８ページをお願いいたします。一部公開決定の際には、意見・感想等に係る部分を非公開としまし

たが、これを取り消して、公開にするものでございます。次に、９ページをお願いします。資料作成委

員会及び専門部員の氏名及び学校名につきましては、不服申立てを棄却し、非公開とするものでござい

ます。以上の「公開請求に係る処分の一部を取り消し、その余の不服申立て部分の棄却」の決定の判断

の理由につきましては、３８ページから３９ページをご覧いただきたく存じます。内容の具体的な説明

は、以上でございますが、なお、本事案の経緯につきましては、別紙資料１に、公開請求から不服申立

て、答申を中心に記載しております。この資料のうち、白抜きの資料番号・ページ番号につきましては、

ご覧いただきました別冊資料２の資料番号、ページ番号に対応するものでございます。説明は、以上で

ございます。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。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。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）無いようですので、これより採決いたします。「議案第３３号 行政文書一部公

開決定処分に係る不服申立て事案の決定について」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～ 

 

（池野和己 教育長）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８ 閉会の宣告 

（池野和己 教育長）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６月定例会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

平成  年  月  日   署名委員 


