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平成２８年上尾市教育委員会９月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２８年９月２１日（水曜日） 

開会 午後２時００分 

閉会 午後２時５２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 

教育総務課主任 鳥丸美鈴 

５ 傍 聴 人  ２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月定例会及び第４回臨時会会議録の承認 

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３９号 平成２９年度当初教職員人事異動の方針について 

日程第５ 報告事項 

報告事項１ 上尾市人権教育集会所社会教育指導員の委嘱について 

報告事項２ ２０１６図書館まつりについて 

報告事項３ 平成２８年度委嘱研究発表会について 

報告事項４ 平成２８年度上尾市教育月間について 

報告事項５ 平成２８年度上尾市中学校全国・関東大会出場者の結果について 

報告事項６ 平成２８年度第１回生徒指導に関する調査結果について 

報告事項７ 平成２８年８月 いじめに関する状況調査結果について 

報告事項８ 平成２８年７月 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９ 平成２８年度就学時健康診断について 

報告事項１０ 教職員の処分書交付について 

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 

（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。 

 

（荒井正美 教育総務課長）２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 ８月定例会及び第４回臨時会会議録の承認 

（池野和己 教育長）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 ８月定例会及び

第４回臨時会会議録の承認」についてです。両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、両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、８月定例会については甲原委員に、第４回臨時会につい

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、岡田委員にお願いいたします。 

 

（岡田栄一 委員）はい。 

 

 

 

日程第４ 議案の審議 

（池野和己 教育長）ここで、本日、議案が１件提出されましたことをご報告いたします。提出議案

は、「議案第３９号 平成２９年度当初教職員人事異動の方針について」でございます。このため、議

案第３９号の審議を本日の日程に追加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）ご異議がないものと認め、議案第３９号の審議を本日の日程に追加します。そ

れでは、「議案第３９号 平成２９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。 
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（西倉剛 学校教育部長）議案第３９号につきましては、市河副参事兼学務課長が説明申し上げます。 

 

○議案第３９号 平成２９年度当初教職員人事異動の方針について 

（市河利之 学務課長）それでは、「議案第３９号 平成２９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、３ページ

になります。平成２９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。基本方針は昨年度と変更はご

ざいませんが、細部事項につきましては、変更点として、一文追加いたしました。議案書の３ページ

（１１）になります。「女性教職員の異動については、適性を考慮し、個々の能力が十分に発揮できる

よう考慮する。」を追加いたしました。これは、埼玉県の人事異動方針・細部事項に基づいての追加で

ございます。埼玉県の人事異動方針につきましては議案資料の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。県の変更点といたしましては議案資料３ペ

ージ１の(６)「女性教職員の個々の能力、適性等を考慮し、積極的な登用に努める。」が追加されまし

た。また、４ページの４の（２）「また、女性教職員の管理職への積極的な登用に努めるとともに」と

いう文が追加されました。細部事項につきましても、７ページ２の（１７）「女性教職員の異動につい

ては、適性を考慮し、個々の能力が十分に発揮できるよう配慮する。」が追加されました。同じく７ペ

ージの３の（３）４行目「なお、女性教職員の管理職への積極的な登用に努めるとともに」が追加さ

れました。これらの追加以外の変更点はございません。以上でございますが、よろしくお願いいたし

ます。 

 

（池野和己 教育長）議案第３９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。 

 

（岡田栄一 委員）県の方針に基づき追加したのですか。 

 

（市河利之 学務課長）その通りでございます。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）県が追加することについてどのような議論があったのか、情報は入っ

てきていますか。 

 

（市河利之 学務課長）方針については、県より指示を受けましたが、議論についての説明はありませ

んでした。 

 

（吉田るみ子 委員）「女性教職員」についての方針が入ったことについて、上尾市ではどのように考え

ますか。 

 

（西倉剛 学校教育部長）管理職の人事については、前から女性教職員の登用について言われてきまし

た。その流れの中、埼玉県の学校教職員の割合は３０代が中心になってきています。女性の中には、結

婚し、子供を育てながら働いている方が増えてきています。そういった方が、途中で退職せずに、今ま
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で培ってきた力を存分に発揮できるような社会にしていかなければならないという国の全体的な流れ

の中で、女性の登用がさらにクローズアップされてきていると考えております。 

 

（池野和己 教育長）他にありますでしょうか。 

 

～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３９号 平成２９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。 

 

～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、９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、１０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 上尾市人権教育集会所社会教育指導員の委嘱について」を小宮山生

涯学習課長より、「報告２ ２０１６図書館まつりについて」を島田図書館次長より報告いたします。 

 

○報告１ 上尾市人権教育集会所社会教育指導員の委嘱について 

（小宮山克巳 生涯学習課長）「報告１ 上尾市人権教育集会所社会教育指導員の委嘱について」でござ

います。報告事項の１ページをお開きください。内容説明でございますが、上尾市立人権教育原市集会

所の社会教育指導員に欠員が生じたため、上尾市社会教育指導員設置規則第５条の規定により委員の委

嘱を行いたいので、ご報告するものです。社会教育指導員の任期は１年でございますが、前任者の残り

の期間とし、今回委嘱する者の任期は、平成２８年１０月１日から平成２９年３月３１日までとなりま

す。報告は以上です。 

 

○報告２ ２０１６図書館まつりについて 

（島田栄一 図書館次長）「報告２ ２０１６図書館まつりについて」ご報告いたします。報告事項の

２ページから３ページをご覧ください。秋の読書週間にあわせ、市民がより身近に図書館を利用して

いただくことを目的に、「図書館まつり」を市民ボランティアの協力で行います。開催時期は１０月１

６日から１１月６日まで、会場は、図書館本館と大谷公民館になります。事業といたしましては、期

間中に９事業を予定しております。主な事業ですが、１０月１６日は、図書館寄席でございますが、

アンケートでも開催してほしいとの要望がございまして、今回は立川志の輔さんを輩出した明治大学

の落語研究会にお願いしております。図書館では初めての企画となります。１０月１８日には、「しち

ょうさん、えほんよんで」として、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

本の読聞かせ事業です。また、今年は埼玉県政１４０周年目にあたることから、埼玉にゆかりのある

作家さんについての文学講座やゆかりのある作家さんによる文芸講演会を予定しております。１０月

２３日に大谷公民館で行います「わかったさんマドレーヌ」は、絵本の読み聞かせをしながら、はな
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しの中で登場するマドレーヌを参加者が作るという物語世界を体感するというものです。他にも各事

業を３ページ目に一覧表としておりますのでご覧ください。以上でございます。 

 

 

 

（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３ 平成２８年度委嘱研究発

表会について」から「報告８ 平成２８年７月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９ 平成２８年度就学時健康診断について」を松澤学校保健

課長より、「報告１０ 教職員の処分書交付について」を市河副参事兼学務課長より報告いたします。 

 

○報告３ 平成２８年度委嘱研究発表会について 

（今泉達也 指導課長）４ページ「報告３ 平成２８年度委嘱研究発表会について」でございます。５

ページ「委嘱研究発表会開催一覧」をご覧ください。平成２７、２８年度に研究委嘱を行っている１

２校が、ご覧の日程で研究発表会を開催いたします。なお、８番目の東中学校では、文部科学省の指

定も兼ねております。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４ 平成２８年度上尾市教育月間について 

（今泉達也 指導課長）続きまして、６ページ「報告４ 平成２８年度上尾市教育月間について」で

ございます。７ページからの「取組一覧」をご覧ください。この教育月間の期間は、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。なお、今年度は、上尾市文化センターが改修工事のため、「小中学校音楽

会」が市内一斉に開催でないことから、この期間に、中学校区ごとに「音楽会」を実施する計画にな

っております。 

 

○報告５ 平成２８年度上尾市中学校全国・関東大会出場者の結果について 

（今泉達也 指導課長）続きまして、１３ページ「報告５ 平成２８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。１４ページからの「結果一覧」をご覧ください。ご覧のよ

うに、全国大会で、原市中の神田美夢さんが、水泳女子１００ｍ自由形で６位入賞、２００ｍ自由形

で準優勝いたしました。本日、この後に、市長表敬訪問が行われます。なお、神田さんは、岩手国体

にも出場し、少年Ｂ４００ｍリレーの第１泳者として、優勝しております。リオのオリンピックに出

場した池江璃花子選手が、東京のアンカーだったそうですが、追い上げを振り切っての優勝とのこと

でした。 

 

○報告６ 平成２８年度第１回生徒指導に関する調査結果について 

（今泉達也 指導課長）続きまして、１５ページ「報告６ 平成２８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。１６，１７ページ「調査結果（上尾市の状況）」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「前年度までの同期の比較」につきましては、資料のとおりでございます。 

 

○報告７ 平成２８年８月上尾市小・中学校学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）次に、１８ページ「報告７ 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。１９ページをご覧ください。小学校の８月の認知件数は０件でした。中学校では、継

続指導中だった１件につきまして、８月中に解消いたしました。 

 

○報告８ 平成２８年７月ネットパトロールに関する状況調査結果について 
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（今泉達也 指導課長）次に、２０ページ「報告８ ７月のネットパトロールに関する状況調査結果

について」でございます。２１ページをご覧ください。学校非公式サイト４１件で、新規発見はあり

ませんでした。個人サイトは、新規の発見件数２８件で、合計３１２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、その他、リスクのある主な内

容としては、「誹謗中傷」や「実名」の掲載がございました。今後も注意深く見守ってまいります。指

導課からの報告事項は、以上でございます。 

 

○報告９ 平成２８年度就学時健康診断について 

（松澤義章 学校保健課長）「報告９ 平成２８年度就学時健康診断の実施について」報告いたします。

２２ページをご覧ください。当事業は、毎年度実施しております、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ございます。今後のスケジュールといたしましては、

１０月初旬に受診対象幼児の保護者に「就学時健康診断のお知らせ」はがきを郵送し、２３ページの

表にございますとおり、１５番の芝川小学校の１０月２４日をスタートに、１番の上尾小学校の１１

月３０日まで、それぞれの小学校で実施する事業でございます。以上、報告とさせていただきます。 

 

○報告１０ 教職員の処分書交付について 

（市河利之 学務課長）「報告１０ 教職員の処分書交付について」報告いたします。恐れ入りますが、

報告事項の２４ページをご覧ください。本日、新聞各紙でも報道されておりますが、平成２８年３月

２１日に坂戸市内の路上において、自家用車内で自らの下半身を女子高生に対し露出し、公然わいせ

つの罪で６月１４日に逮捕された大谷中学校の男性教諭に対する埼玉県教育委員会からの行政上の処

分が下されましたので、報告いたします。昨日、埼玉県教育局南部教育事務所におきまして処分書の

交付がありました。大谷中学校の男性教諭に対しましては、懲戒処分では最も厳しい「懲戒免職」の

処分が下されました。このことを受け、市教委といたしましては、今後、上尾市から教職員事故を絶

対に起こさないよう、昨日、市内小中学校長に対して、各学校臨時の職員集会を開き、所属職員に対

して処分の周知と教職員事故防止の徹底及び綱紀粛正を図ること、児童生徒の落ち着いた学習環境を

整えることを指示したところでございます。なお、刑事処分としては、略式命令として、罰金１０万

円という処分があったことを申し添えます。報告は以上でございます。 

 

（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）平成２８年度就学時健康診断ですが、担当医師の日程調整は問題ありませんでした

か。 

 

（松澤義章 学校保健課長）今年度もですが、耳鼻科の先生が５名ですので、いろいろと日程調整させ

ていいただきました。 

 

（中野住衣 委員）来年度の入学予定者ですが、小規模校の入学予定者はどのような予定になっていま

すか。 

 

（松澤義章 学校保健課長）全体で申し上げますと、前年度の同時期で比較し、前年度１，９５０名、

今年度１，８５２名となり、９８名減っています。小規模校につきましては、軒並み人数が減ってお

ります。 
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（吉田るみ子 委員）いじめに関する状況調査についてですが、平成２７年度と平成２８年度を比較し

ますと、前年度の上半期では、小学校は３件と変わりませんが、中学校は既に昨年一年間の４件を超

え６件となっています。これだけ増えたことに対し、認知するという意識が高くなったのか、訴える

人が多くなったのか、その辺はよく分からないのですが、小学校中学校ともに解消率１００％となっ

ています。いじめを受けた児童が、学校の先生方、教育委員会の非常に良い対応によりいじめ解消と

なりましたが、現在学校に行っておらず、不登校であると聞いたことがあります。児童の親御さんは、

学校にいろいろと対応していただき、非常にありがたかったと言っていますが、未だに学校に行って

いないという状況が続いているということは、問題であるという気がします。今年度上半期だけで、

解消してはいますが、中学校でいじめが６件あったということは、まずは予防が大事であると思いま

す。いじめられた子は、みんなに謝ってもらっても、いじめがトラウマになり、なかなか人前に出ら

れない、学校に行かれない、といった現状があると思います。是非、いじめ予防を大切にしていただ

き、いじめが起きない、また、いじめられた子は心が傷ついている、ということを認識して、指導し

ていただけるとありがたいと思います。 

 

（中野住衣 委員）いじめに関して質問ですが、中学校では新学年がスタートした１学期にいじめが多

かったことについて、去年と様相が変わっています。どのようなケースがあったのか、分かる範囲で

教えていただければと思います。 

 

（今泉達也 指導課長）個々のケースについては、資料がございませんのでお答えできませんが、教職

員の「いじめを認知する目」を厳しくしていこうと、年度始めに県から発出された通知がございまし

て、「児童生徒間のトラブルに関する事例」という資料があります。この資料には、いじめを認知する

事例が細かく記載されておりまして、校長会、生徒指導部会を通して、各校長・生徒指導主任に配布

しております。この事例に照らしまして、今まで認知しなかったものをしっかりといじめとして認知

するようになったケースもございます。いじめに対する未然防止はとても大事なことでありますので、

曖昧にせず、兆候があったらいじめとして認識する目を持ってもらうように考えております。また、

先月の校長会では、毎月実施しているいじめに対するアンケートが形骸化しないように、見直しをす

るよう指示しています。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）１７ページに、不登校の生徒数が増加している、との記載があります。

いじめが解消しても、その後不登校になるなど、何かいじめとの関連があるのでしょうか。 

 

（今泉達也 指導課長）いじめが解消したが不登校になってしまうということは、ないとは言い切れま

せんが、それほど大きくは関連していないと思っております。と申しますのは、ここでは「解消」と

しておりますが、解消したからその後の対応はしない、見届けないという訳では決してなく、引き続

き見届け、見極め、あるいは組織的な指導体制を確立するよう各学校に指導しているところでござい

ます。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）子供たち、あるいは親御さんへのアンケートは大変良い手立てだと思

いますので、アンケートが形骸化することのないよう実施していただき、親身になってみていただき

たいと思います。次に、委嘱研究についてですが、今年度は１２校と、例年の１１校より多いのです

が、１校増えたのでしょうか。 

 

（今泉達也 指導課長）毎年１１校ずつのローテーションで委嘱をしていますが、現在、東中学校が文

科省より４年間の研究の指定を受けております。今年は２年目にあたるということで、イレギュラー
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になりますが、今年は研究発表を行うことになっています。 

 

（岡田栄一 委員）いじめの件数が増えていることについて、先生や保護者のいじめに対する意識が下

がってきているようなことはありますか。 

 

（今泉達也 指導課長）そのようなことはございません。先程申し上げましたが、いじめの「認知」に

ついて、今までは単なる悪ふざけをいじめとして認知しなかったものを、いじめであると認知し、し

っかりと対応して報告しております。今までより、先生方のいじめに対する目、あるいは危機意識が

高まってきていると考えております。 

 

（池野和己 教育長）先程、指導課長より説明がありましたが、今年度当初、校長に対して、いじめに

ついての細かい物差し、尺度が通知されました。経緯としましては、各都道府県が文科省に報告する

いじめの認知数が、非常にばらつきがあり、文科省の方から認知に対する明確な尺度、いじめられて

いる側が心身ともに被害を受けていると感じた場合は、認知として捉えると、具体的に示されたこと

にあります。そのようなこともあり、認知数が増えていることは事実であると思います。また、アン

ケート調査につきましも、指導課長から説明がありましたように、形骸化しつつある心配な時期に差

し掛かってきていますので、校長会において、各校長に、ただ単に学期毎に保護者に調査するのでは

なく、もう一度見直しをするよう指示しております。また、いじめに対しては、新たな目で徹底的に

予防し、まず初めに教職員に訴えてもらえるような学校体制をつくっていくようお願いをしておりま

す。今年度のいじめは全て解消しておりますが、これは保護者の方のご理解があっての解消です。認

知数が増えたことは決して良いことではありませんが、逆に、認知数が増えたことにより、明らかに

いじめという意識を持って、具体的に指導に入れるということでは、悪いばかりではなく、いじめは

どこにでも、誰にでも起こるという姿勢で臨む学校側にしてみますと、早く発見できたということで

すので、あとは丁寧に具体的に対応してもらうように、教育委員会といたしましてもお願いしていき

たいと考えております。 

 

（甲原裕子 委員）いじめに関する状況調査を今まで実施してきていますが、一度いじめを受けた子供

が、再度いじめを受けたケースはありますか。 

 

（今泉達也 指導課長）繰り返し、同じ子供がいじめを受けているという報告はありません。 

 

（甲原裕子 委員）解消しても、またいじめを受けるかもしれませんので、注意深く見守っていただき

たいと思います。 

 

（中野住衣 委員）中学校の体育祭を見させていただきましたが、上尾市の中学生は素晴らしなと思い

ました。非常に規律正しく、一人一人声がしっかり出ていて、自分たちの体育祭をつくろうと、主体

的、意欲的ですごいなと思いました。いじめや不登校があるという目でみますと、こんなに子供たち

が生き生きと、主体的に動いているのにどうしてかなと思いました。校長先生から、「人間関係づくり

が上手くいかない部分がある」という話を聞いて、そういうことを考えないといけないのだな、と今

回の体育祭をみて改めて思いました。「人間関係づくり」を委嘱研究の課題に挙げている学校もありま

すが、教育活動を工夫・充実することで、児童生徒の人間関係が構築できますし、地域全体で学校を

見守っていきながら、子供たちのためにいろいろな働きかけをしていただければと思います。 
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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）１０月の主な日程を報告させていただきます。１０月８日（土）ですが、

平方幼稚園運動会と東中学校向原分校の体育祭が予定されています。翌日の９日（日）は、上尾市民

体育祭が、そして１８日（火）は、上尾市小学校陸上競技大会が、それぞれ上尾運動公園陸上競技場

で開催される予定です。続きまして、１０月１８日（火）～２３日（日）の６日間ですが、上尾市美

術展覧会が上尾市コミュニティセンター及び上尾市民ギャラリーで開催予定です。それから、１０月

２１日（金）は、教育委員会１０月定例会が午前１０時から開催予定でございます。そして最後に、

１０月２６日（水）ですが、先ほどの報告事項３にもありましたが、原市小学校において委嘱研究発

表が行われます。日程報告につきましては以上となります。 

 

（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。 

 

（荒井正美 教育総務課長）吉田委員さんの任期につきましては、今月末の９月３０日で満了するこ

ととなっております。本日の定例会が、吉田委員さんの出席される最後の定例会となりますのでご報

告させていただきます。 

 

（池野和己 教育長）今、事務局からお話がありましたが、教育委員として、上尾市の教育行政に多大

なる貢献をいただいた吉田委員さんが、今月末でご退任となります。吉田委員さんがご出席される定例

会といたしましては、本日が最後となりますので、ここで、ご挨拶をいただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

（吉田るみ子 委員）貴重な時間をいただきましてありがとうございます。４年間大変お世話になりま

してありがとうございました。今お話がありましたように、９月３０日をもって教育委員退任というこ

とで、皆さんに感謝しております。行政の大変さやご苦労、忙しさが分かったところで辞めるというこ

とは、残念なような気がしますが、教育委員会定例会の資料を読み、何を質問しようかと、いつも緊張

しておりまして、それがなくなるということは、残念なような、ほっとしたような気持ちでいます。行

政の方々はいろいろな苦労があるかと思いますが、乗り越えていただき、健康に留意されながら上尾市

のために頑張っていただきたいと思います。本当にお世話になりました。 

 

（池野和己 教育長）吉田委員さんには、４年間に渡り、上尾市教育行政の推進にご尽力を賜り誠にあ

りがとうございました。今後、益々ご健勝にてのご活躍を祈念申し上げたいと思います。 

 

 

 

 日程第７ 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９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 


