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平成２８年上尾市教育委員会１０月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２８年１０月２１日（金曜日） 

開会 午前１０時００分 

閉会 午前１１時２０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 岡田栄一 

委員 中野住衣 

委員 大塚崇行 

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  ３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 議案の審議 

議案第４０号 上尾市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則の一部を改正する規則の制定につい 

       て 

議案第４１号 上尾市スポーツ推進審議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２８年上尾市議会９月定例会について 

報告事項２ 第５８回上尾市民体育祭の結果について 

報告事項３ 第２９回 ２０１６ 上尾シティマラソンの参加申込状況について 

報告事項４ 教育委員会職員の人事異動について 

報告事項５ 平成２８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 

報告事項６ 平成２８年度第５２回上尾市小学校陸上競技大会の結果について 

報告事項７ 平成２８年９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８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 全国学力・学習状況調査に関する結果について 

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。 

 

（荒井正美 教育総務課長）３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 ～ 

 

（池野和己 教育長）日程を進める前に、今月１日に教育委員に岡田委員さんが再任され、大塚委員

さんが新たに教育委員として任命されておりますので、就任のごあいさつをお願いしたいと存じます。

始めに岡田委員さん、よろしくお願いいたします。 

 

（岡田栄一 委員）おはようございます。今月から、また２年教育委員に任命されました。本当に４

年間皆さんにお世話になりまして、いろいろと勉強させていただきましたけれども、また２年いろい

ろと、微力ではありますけれども頑張りたいと思いますので、どうぞこれからも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。続きまして大塚委員さん、よろしくお願いいたしま

す。 

 

（大塚崇行 委員）おはようございます。このたび、１０月より新たに教育委員に任命されました大

塚崇行と申します。どうぞよろしくお願いいたします。３日の任命式の後、５日、６日と各課の皆様

方にはいろいろとご指導いただきましてありがとうございました。それだけで理解できたという訳で

はないのですが、教育委員という職務が重責であるということは大変理解をしたところでございます。

大変な責務ではございますが、しっかりと努めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。 

 

 

 

日程第２ ９月定例会会議録の承認 

（池野和己 教育長）それでは、日程に従いまして会議を進めます。「日程第２ ９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～ 
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（池野和己 教育長）異議ないものと認め、９月定例会については岡田委員さん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、中野委員さん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。「議案第４０号 上尾市入

学準備金・奨学金貸付条例施行規則の一部を改正する規則の制定について」説明をお願いします。 

 

（保坂了 教育総務部長）議案第４０号につきましては、荒井教育総務課長が説明申し上げます。 

 

○議案第４０号 上尾市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

（荒井正美 教育総務課長）「議案第４０号 上尾市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則の一部を改正

する規則の制定について」でございます。まず、提案理由でございますが、議案書５ページをご覧くだ

さい。所得税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５号）の施行に伴い、奨学金貸与事業に

係る消費賃借契約書について、印紙税の非課税措置が創設されたことから、所要の規定の整備を行いた

いので、この案を提出するものでございます。具体的な改正内容でございますが、別冊の議案資料の１

ページをお開きください。今回の規則改正の要旨でございます。「１趣旨」でございますが、今回の改

正は、所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴い行うものですが、この改正法は何本もの税法をま

とめて改正する法律でございまして、今回のこの奨学金貸与事業に関わる印紙税の非課税措置を具体的

に規定している法律は、租税特別措置法となります。この租税特別措置法の一部改正によりまして、生

徒及び学生本人に貸し付ける学資としての資金の貸付、いわゆる奨学金において、消費賃借契約書の印

紙税非課税措置が規定されたものでございます。一方で、同じような貸付である入学準備金というもの

がございますが、こちらについては、保護者に対し貸し付けるものでございますので、奨学金とは違っ

て、印紙税非課税措置は適用されないこととなっております。次に「２内容」でございます。平成２８

年税制改正において、経済的理由により修学困難な生徒又は学生に対して無利息等の条件で行われる奨

学金貸与事業に係る消費賃借契約書について、「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約

書の印紙税の非課税措置」が創設されたことにより、上尾市でも本措置を適用させ、奨学金の利用者負

担を軽減するため、規定の整備、具体的には借用書の様式の変更を行うものでございます。恐れ入りま

すが、議案資料３ページの別紙２をご覧ください。こちらは、現在の借用書の様式でございます。現在

の様式は、入学準備金と奨学金について共通様式でありますが、今回の非課税措置は奨学金のみに適用

されるものであるため、当該様式を入学準備金と奨学金の２つの様式に分け、入学準備金の借用書様式

は、「第４号様式」として改正し、奨学金の借用書様式は、「第４号様式の２」として新たに規定し、こ

の「第４号様式の２」には印紙税が課されない旨の表示の追加や印紙マークを削除する等の規定の改定

を行うものでございます。この規則改正後の２つの様式については、議案書２ページ、４ページをご参

照ください。２ページが新たな入学準備金の借用書様式、４ページが新たな奨学金の借用書様式となり

ます。お手数ですが議案資料にお戻りください。今回の規則改正の新旧対象表については、２ページの

別紙１のとおりとなっています。また、「項目３施行期日」ですが、この一部改正規則の施行期日は、
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公布の日からとなります。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４０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４０号 上尾市入学準備金・

奨学金貸付条例施行規則の一部を改正する規則の制定について」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。 

 

（池野和己 教育長）続きまして、「議案第４１号 上尾市スポーツ推進審議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４１号につきましては、長谷川スポ－ツ振興課長が説明申し上げます。 

 

○議案第４１号 上尾市スポーツ推進審議会委員の委嘱又は任命について 

（長谷川浩二 スポ－ツ振興課長）議案書６ページ、７ページをお願いします。「議案第４１号 上尾市

スポーツ推進審議会委員の委嘱又は任命について」ご説明申し上げます。提案理由でございますが、上

尾市のスポーツの推進に関する調査審議をいたします、スポーツ推進審議会委員の任期が平成２８年１

０月３１日で満期を迎えますことから、上尾市スポーツ推進審議会条例第４条の規定に基づきまして、

新たに１５名を委嘱、任命するものです。なお、今回につきましては１５名が再任となります。新たな

委員の任期につきましては、平成２６年１１月１日から平成２８年１０月３１日までの２年間です。以

上、説明となります。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。議案第４１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４１号 上尾市スポーツ

推進審議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。 

 

 

 

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件の報告がござい



- 6 - 

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２８年上尾市議会９月定例会について」、全体概要を関教育総

務部次長より、一般質問概要を両部部長より、「報告２ 第５８回上尾市民体育祭の結果について」「報

告３ 第２９回 ２０１６ 上尾シティマラソンの参加申込状況について」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２８年上尾市議会９月定例会について 

（関孝夫 教育総務部次長）「報告１ 平成２８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２８年８月２９日から９月１６日までの１９日間でございました。市長提出議案のうち教育

関連議案について報告いたします。議案第７９号「平成２７年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて」は、決算特別委員会で閉会中継続審査ということとなり、１２月議会で議決をいただくことと

なります。次に議案第９０号「財産の取得について」につきましては、賛成多数にて原案が可決されま

した。これは、図書館複合施設用地として、上尾市大字西門前字南前５８０番１他、合計７１０６．０

５㎡を、２億１，７８３万８，４４８円で取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例に基づき提案したものでございます。次に議案第９４号及び第９５号「教育委員会

委員の任命について」は、全会一致にて原案が同意されました。議案第９４号では、９月３０日で任期

満了となりました岡田委員の再任を、議案第９５号では、同じく９月３０日で任期満了となりました吉

田るみ子前委員の後任として大塚委員の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規

定に基づき、提案したものでございます。続きまして、市政に対する一般質問につきましては、両部部

長からご報告いたします。 

 

（保坂了 教育総務部長）恐れ入ります、別冊の「市政に対する一般質問 答弁要旨」をご用意くださ

い。教育総務部関連では、１１人の方から一般質問があり、その内８人の方から新図書館についての一

般質問を受けております。１ページをお開きください。橋北議員からは、「図書館の機能について」の

中で本館移転後の上尾地区の図書館機能がどう展開していくのか、といった内容の質問で、現本館の１

階部分に上尾地区の分館として図書機能を残すことにより、現在と変わらぬサービスが提供でき、駅前

分館との２館で上尾地区をカバーしていく旨を、また、新図書館の課題や必要性について答弁しました。

５ページ下段をお願いします。道下議員からは「上尾市の市民参加による事業推進」の中で、新図書館

建設において市の事業推進システムに沿った進め方をしているのか、また、中央館の充実と同時に分館

等の充実の重要性についての質問があり、市はこれまでも市民の代表で構成する懇話会や図書館協議会

などの意見聴取を行い、基本構想案を策定し、この構想案についてパブリックコメントも行ってきてお

り、市民の意見は反映してきている、また、充実した図書資料を備える新図書館を中心とした図書館ネ

ットワークを更に向上させ、市民には身近な分館等でこれまで以上の充実したサービスの提供が重要で

ある旨の答弁をしました。８ページの田中一崇議員からは、「新図書館複合施設について」の中で主に

ＩＴの活用についての質問をいただき、ＩＣタグの導入による活用方法や利便性の説明、自動化書庫の

導入による効果、施設内の無線ＬＡＮの整備、図書館内のインターネット端末におけるデジタル情報サ

ービスなど、ＩＴを活用したサービスの拡充を目指す旨の答弁をしました。１２ページをお願いします。

池野議員からは「第５次上尾市総合計画の評価と今後の取り組みについて」の中で、公民館事業の参加

者数についての質問をいただき、平成２７年度は目標値には達しなかったものの、市民の学習活動のき

っかけづくりに力を入れ、事業の充実に努めてきた旨の答弁をしました。１４ページをお願いします。

鈴木議員からは「新図書館について」こと細かな２４項目の質問をいただき、過去にあった質問のおさ

らいや外観パースの見直しによる変更内容の確認、建設費用の財源として活用していく公共施設最適化

事業債の説明、市民団体による住民投票に向けての行動に対する上尾市の見解などについて答弁をしま

した。２０ページをお願いします。浦和議員からは「経営方針について」ということで新任部長全員に
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対し経営方針についての質問があり、学校の安心・安全で快適な環境整備に係る各事業への取組、生涯

学習・スポーツ活動の充実を図ることなどを答弁しました。２２ページ下段をお願いします。井上議員

からは「新図書館問題について」１８項目の質問をいただきました。滞在型図書館のイメージや現図書

館の今後の利用方法、上尾地区の分館の残し方、また、自動化書庫の導入の理由や費用などについての

答弁をしました。２６ページをお願いします。平田議員の「教育環境整備をすすめるために」というこ

とで、主に東町小学校プレハブ校舎の解消に向けた質問をいただきました。新たな校舎の増築について

は、上尾市全体では毎年児童数が減少している傾向にあり、現時点において建て替えをすることは難し

く、公共施設マネジメントや今後の児童数の推移、建物の状況を見極めながら、学校施設を適切に管理

していく旨の答弁をしました。３０ページをお願いします。秋山かほる議員からは「上平地区に図書館

本館を移転する問題について」の中で、過去９年間の関東圏内で駅の近くから郊外へ移転した図書館、

反対に、郊外から駅近くに移転した図書館の実績について、図書館専有面積は小さくなるが社会教育施

設との複合化により、多機能な部分が増えるため実際は現本館の２倍程の面積が活用できる旨の答弁を

しました。３２ページをお願いします。大室議員からは「図書館について」と「ＩＣＴについて」の２

つの質問をいただきました。「図書館について」では現図書館本館が抱える問題点や課題、市民からの

苦情・要望についての具体的事例、現本館の１階部分に上尾地区の分館として残す内容や利便性、新図

書館複合施設ができたときのメリットなどの答弁をしました。また、「ＩＣＴについて」では、学校の

ワイファイ環境の取組状況や、昨年度実施した学校でのワイファイ環境での実証授業の内容や結果につ

いて、また、今後の無線ネットワーク整備への方向性などについて答弁しました。３５ページをお願い

します。糟谷議員からは「図書館本館の移転新築計画について」の質問をいただきました。現本館での

検討経緯や建設用地の売買に関して、その土地にある物件補償について、その補償額の算定方法などに

ついて答弁しました。教育総務部関連は以上でございます。 

 

（西倉剛 学校教育部長）それでは、学校教育部に関係する一般質問ですが、今回は１０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４ページをお開きください。戸野部直乃議

員さんからは、「主権者教育について、学校給食における食品ロスについて」の質問をいただきました。

小中学校で行っている主権者教育の現状や学校給食での残飯量、残飯を減らすための取組などについて

答弁いたしました。なお主権者教育につきましては、２６ページ、平田通子議員さんからも質問をいた

だいており、同様に答弁しております。次に７ページをお願いします。前島るり議員さんからは、「虐

待などの養育の課題がある家庭への支援」について、ご質問をいただきました。虐待などが疑われる、

課題のある家庭の把握についてや、そのような情報を小中学校間で引き継いで共有していることなどを

答弁いたしました。次に８ページ、田中一崇議員さんから「１８歳からの選挙権について」の質問をい

ただきました。児童会・生徒会の役員選挙の状況や、政治や選挙の仕組みについて、社会科の授業の中

で学んでいることなどを答弁いたしました。続きまして１１ページをお願いいたします。長沢純議員さ

んからは「がん教育」についてのご質問をいただきました。がん教育の目的や現状、今後さらに推進し

ていくよう努めていくことなどを答弁いたしました。また、学校健康診断に尿酸値検査や胃がんリスク

検診を取り入れることなどについては、先進自治体の状況などを研究していく旨の答弁をいたしました。

次に１２ページ、池野耕司議員さんからは、「上尾市の子供たちの学力の状況についてや、学力向上に

向けた教育委員会の取組について」ご質問をいただきました。市の学力調査では、小中学校ともに全国

の標準を上回っていること、教育委員会では、学力調査の結果を分析し、市全体の成果や課題などを学

校に情報提供するなど、各学校が、一人一人の子供たちにきめ細やかな指導が出来るよう支援をしてい

ることなどを答弁いたしました。次に１３ページ、新藤孝子議員さんから「平和教育」についてのご質

問をいただきました。社会科や国語、道徳の時間などで戦争の状況や平和の大切さなどを学んでいるこ

と、戦争と平和に関する絵本などを展示し、戦争の悲惨さや平和の大切さなどを継続して学べるように

工夫している学校もあることなどを答弁いたしました。続きまして２１ページをお願いいたします。町

田皇介議員さんから、「安心安全なまちづくり」の中で、近年見られるようになった爆破予告に対する
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指導や防災訓練の状況、課題などについてのご質問をいただきました。各学校では、携帯電話やスマホ

を使った犯罪などの加害者・被害者にならないよう、情報モラル教育をすすめていること、平成２４年

度から市内全校一斉避難訓練を行っていること、その中では、児童生徒の引き渡しや学校に留め置くこ

とを円滑に行うことが課題となっていることなどを答弁いたしました。次に２９ページ、秋山もえ議員

さんから、「いわゆる障害者差別解消法の施行にあたり、学校ではどのように対応していくのか」との

ご質問をいただきました。各学校では、児童生徒一人一人の障害の状態や教育的ニーズを把握した上で、

学級担任やアッピースマイルサポーターなどが、協働的、組織的に支援を行っており、今後も、児童生

徒の教育的ニーズに応じる特別支援教育の充実に努めていくとの答弁をいたしました。次に３０ページ、

秋山かほる議員さんから、「子供の貧困の把握や食育について」のご質問をいただきました。子供の貧

困については、大変大きな問題であり、教育委員会としても就学援助制度の申請をもとに把握に努めて

いること、米飯給食や地元農産物を使った給食の実施については、出来るだけ多く出来るよう関係各課

と協議を続けていく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。 

 

○報告２ 第５８回上尾市民体育祭の結果について 

（長谷川浩二 スポ－ツ振興課長）報告事項２ページをお願いします。「報告２ 第５８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２８年１０月９日に上尾運動公園陸上競技場におい

て第５８回上尾市民体育祭を開催いたしました。当日は雨天判定６時の時点で、陸上競技場での開催

を決定しましたので、開会式前から雨が降り始めましのが、一部内容を変更し、入場行進や補助競技

場で行うチャレンジスポーツコーナーを中止とし、９時から開会式を行い、陸上競技場での競技を続

行いたしました。内容は、支部対抗種目５種目、加盟団体種目１種目、一般種目９種目の１５種目を

プログラムの通り実施いたしました。延べ人数ですが、おおよそ５，０００人の方が選手や応援で参

加しました。支部対抗競技では、総合優勝が上尾支部、第２位が上平支部、第３位が原市支部でござ

いました、また、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でございます。当日体

育賞の表彰を行い、受賞者総数２４５人１２団体、うち、小学校体育優秀児童賞２２人、優秀選手賞

１１１人１２団体、体育功労賞２９人が表彰を受けました。なお雨の中、教育委員の皆様には、開会

式にご参列いただき、ありがとうございました。 

 

○報告３ 第２９回 ２０１６ 上尾シティマラソンの参加申込状況について 

（長谷川浩二 スポ－ツ振興課長）続きまして、３ページをお願いします。「報告５ 第２９回２０１

６上尾シティマラソンの参加申込状況について」ご報告申し上げます。１１月２０日に開催します、

上尾シティマラソンの参加申込の状況でございますが、１０月７日現在の申込状況となります。現在、

重複申込等の精査作業をしているところでございますが、参加申込者数８，８５１人、内訳でござい

ますがハーフの部が５，８４３人、５キロの部が１，７８７人、うち中学生男子２７２人、うち市内

２１５人です。３キロの部が１，２２１人、うち小学生５年男子３１０人、うち市内２６７人、小学

生５年女子２１５人、うち市内１９４人、小学生６年男子３２３人、うち市内２９１人、小学生６年

女子２４５人、うち市内２２２人、中学生女子１２８人、うち市内９７人の申込がございました。ま

た、招待ランナーには、今年も川内祐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。そ

して、ゲストランナーの市橋有里選手には、３キロと５キロの部を走っていただくことになっており

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）それでは、学校教育部より報告します。「報告４ 教育委員会職員の人事異

動について」を、市河副参事兼学務課長より、「報告５ 平成２８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９ 全国学力・学習状況調査に関する結果について」ま
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でを、今泉副参事兼指導課長より報告いたします。 

 

○報告４ 教育委員会職員の人事異動について 

（市河利之 学務課長）それでは、職員の人事異動がありましたので、報告いたします。恐れ入りま

すが、報告事項４ページをご覧ください。該当者は、指導課・石井都指導主事でございます。９月３

０日付で教育委員会を退職し、１０月１日付で東小学校教頭として着任いたしました。前任の教頭が

体調を崩し、病気休暇を取得しておりましたが、県の健康審査会の審査により、１０月１日付けで病

気休職となりました。石井指導主事は、その後任の新任教頭として着任したものであります。以上、

報告いたします。 

 

○報告５ 平成２８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 

（今泉達也 指導課長）５ページ「報告５ 平成２８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」でございます。６ページをご覧ください。表は、市の新人体育大会・個人戦の

結果でございます。卓球は２位まで、その他の種目は、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、表の下は、水泳の県大会の結果でございます。女子５０ｍ自由形で、

大石中２年生の山本葉月さんが優勝しております。続いて、７ページ、８ページは、市の陸上競技の

結果でございます。順位に○印のある選手が、県大会に出場しました。なお、県大会では、７ページ

にございます、男子１００ｍと２００ｍで上平中２年生太田善君が優勝しております。次に、９ペー

ジは、水泳競技の市の結果になっております。次に、１０ページは、新人体育大会団体戦の結果でご

ざいます。県大会の出場は、表の一番右側に掲載してございます。なお、県大会につてきましては、

陸上と水泳は既に終了し、それ以外の競技につきましては、個人も団体も明日１０月２２日より開催

されることになっております。 

 

○報告６ 平成２８年度第５２回上尾市小学校陸上競技大会の結果について 

（今泉達也 指導課長）続いて、１１ページ「報告６ 平成２８年度第５２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。１２ページの学校別得点表をご覧ください。女子は、１位の富

士見小学校は昨年度と同じでしたが、２位に大谷小学校、３位に東小学校が入っております。男子は、

１位に上平小学校、２位は昨年度と変わらず富士見小学校、３位に東小学校が入りました。総合では、

１位、２位は昨年度に続き、１位が富士見小学校、２位が大谷小学校、そして、今年度は同点で上平

小学校が２位を獲得しております。その他の学校の成績につきましては、ご覧のとおりの結果でござ

います。 

 

○報告７ 平成２８年９月 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）続いて、１３ページ、「報告７ 平成２８年９月いじめに関する状況調査結果

について」でございます。１４ページのグラフをご覧ください。小学校では、９月の認知件数は１件

で９月中に解消しております。中学校では、９月の認知件数は３件で、うち２件は９月に解消し、も

う１件は継続指導中となっております。 

 

○報告８ 平成２８年８月 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）次に、１５ページ「報告８ 平成２８年８月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。１５ページをご覧ください。学校非公式サイト４１件で、新規の

発見は０件でした。個人サイトは、新規の発見が２４件、閉鎖が５件、合計３３１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ましては、「喫煙の疑いがある画像」や「実名が分かる画像」の掲載となっており

ます。適宜情報を提供して今後も注意深く見守ってまいります。 
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○報告９ 全国学力・学習状況調査に関する結果について 

（今泉達也 指導課長）１７ページ「報告９ 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。１８ページをご覧ください。表は、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、その平均正答率が、全国・県ともに上回

っている場合、△は、県を上回っていますが、全国を下回った場合、▲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２７年度の結果と比較して、小学校の「国語Ｂ」は、引き続き、全

国・県を上回る状況でしたが、中学校の「数学Ａ・Ｂ」につきましては、ともに下がる結果となりま

した。上尾市全体では、「算数・数学」の学力向上が課題となっております。各学校でも「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ございます。指導課からの報告は、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）市政に対する一般質問の「食品ロス削減について」ですが、平成２７年度と平成

２８年度を比較し、小学校は増えていて、中学校は減っているのですが、全体では減少しているので

すか。 

 

（鈴木宏明 中学校給食共同調理場所長）中学校は、ここ数年それほど変わっておりません。 

 

（松澤義章 学校保健課長）小学校についても、年度の増減はありますが、大きく変わる状況ではあ

りません。 

 

（岡田栄一 委員）残飯が出ることを見越して、作る分量を減らすことはできないのですか。 

 

（鈴木宏明 中学校給食共同調理場所長）中学生では、摂取するカロリーが８２０キロカロリーとの

基準がありまして、基準を満たす量を提供していますので、食べ残しが多いから減らしていくという

のは難しいのではないかと考えております。 

 

（西倉剛 学校教育部長）給食では、国で定められた摂取基準がありまして、基準を満たす量の給食

を提供しなければならない、といった状況です。基準より減らして提供することはできませんので、

残飯を減らすように、メニューや組み合わせの工夫を行い対応しています。 

 

（岡田栄一 委員）一般質問答弁要旨３０ページに「子ども食堂が全国的に広がっている」とありま

すが、具体的にはどのようなことですか。 

 

（松澤義章 学校保健課長）「子ども食堂」ですが、都内では公民館などを使ってボランティアの方が

運営をしている事例があります。今後は、事例を研究し、教育委員会だけではなく、他の部署も関係

してきますので、調整を図りながら検討していきたいと考えております。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）２点ほど意見・質問させていただきます。まず１点目ですが、私も

議会で一般質問を傍聴させていただきました。図書館問題について多くの質問がありました。必要性
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としては、蔵書の数や社会教育機関としてとの答弁がありました。私としては、図書館を利用する方

が、「とにかく図書館に行こう」、という想いのある図書館である必要があると考えます。一般質問で

は、質問に対する答弁ですので、なかなか言えないところもあると思いますが、是非、「とにかく図書

館に行こう」という図書館を造っていただければとお願いいたします。もう１点ですが、報告事項の

中で、学力についての報告がありました。運動会、体育祭がひと通り終わりましたが、私は運動会、

体育祭を観て、児童生徒の体力はどうなのかな、という疑問を持ちました。そこで、過去数年間のデ

ータを見せていただきましたが、平均としては上がってきていました。ただ、一部の生徒に対し、大

丈夫かな、と見受けられ、それは何かと思っていました。一般質問で「子どもの貧困問題」がありま

したが、私はそこに行きつくのではないかと思います。すなわち「格差」があるので、ある層は学校

以外の手法がとれるが、それ以外の層はとれない。それが体力や学力に反映されてくるのかなと。学

校教育を担う教育委員会としては「子どもの貧困問題」に対し、いろいろな手立てを考えていく必要

があるのかなと思います。経済状況が子供に向かっていくことは大きな問題であると思いますので、

是非、考えていただきたいと思います。 

 

（甲原裕子 委員）新人体育大会や陸上競技大会の結果から、児童生徒の皆さんが体力向上のために頑

張っている様子を見させていただきました。他方で、学力・学習状況調査につきましては、２年続け

て全国平均よりも低いのかなと感じますが、速報値とのことで、今後さらに分析が進むと思いますの

で、その結果を教えていただきたいと思います。 

 

（中野住衣 委員）子供たちには、「知・徳・体」をバランスよく育てることが大切ですが、学力につ

いても児童生徒一人一人に確かな力を身に付けることを願い、学校や先生方が日々の教育活動の中で

指導されていると思います。子供の貧困問題と学力の関係についてのご意見も出ていますが、学力を

つけるのに一番大事なのは授業であり、子供たちが分かる授業・面白いと感じる授業が大事なのでは

ないでしょうか。そのためにはどのような授業を構築していくかということになりますが、今回の学

力調査で目を引くのが、「国語Ｂ」の数値に◎がついていることです。そこで質問ですが、小学校の「国

語Ｂ」が２年連続で成果を上げているのは、授業等のどのような取組が結果に繋がったのですか。今

回の結果から、算数・数学が本市の課題とお話がありましたが、学力の基本は国語であると考えます。

算数や数学のテストでは読み取りの力が不足しているのか、なかなか時間内に終わらないという話も

聞きます。継続して国語の力を付けていくことで算数や数学の結果にも波及していくのではないかと

期待します。それでは、質問よろしくお願いします。 

 

（今泉達也 指導課長）直結しているかどうかはしっかりと検証した訳ではないのですが、学校訪問で

いろいろな授業をみさせていただいていますが、「言語活動の充実」ということが叫ばれていますので、 

学校では、「話し合いをする」ということが盛んに行われております。もう一つ特徴的であるのが、先

生方がワークシートやノートのとり方を工夫し、「書く活動」を盛んに行っていることがあります。「話

し合う」「書く」活動が上尾市では充実していることがあるかと思います。 

 

（中野住衣 委員）「言語活動の充実」が成果に繋がっているのではないかとのことですが、「アクティ

ブ・ラーニング」の視点にも繋がる内容であると思います。算数・数学は本市の喫緊の課題とありま

したが、課題について方策を練り、プランを立て、１年間をかけての実践から成果を生み出すために

各学校が取り組んでいることに期待します。今年度の結果から成果と課題を分析していただき、子供

たちに確かな学力が身につくようお願いします。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）学力調査は「全国」とのことですが、都道府県ごとの結果をみること

はできますか。 
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（今泉達也 指導課長）文科省のホームページに掲載してあります。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）上尾市の教育の特徴は当然ありますが、算数・数学の平均得点が高い

県の授業のやり方などを研究していますか。 

 

（今泉達也 指導課長）上位の県についてはホームページ等で調査しています。特徴としましては、全

市全県をあげて、授業の形というのが決まっていたことがあります。また、本市でも授業研究会を盛

んに行っていますが、厳しく評価をし合うことによりお互いを高め合う取組をしているところもあり

ます。授業の流し方の確立、教員同士が切磋琢磨する手法を今後研究し、取り入れていけるのではな

いかと考えています。 

 

（池野和己 教育長）子供たちが楽しく分かる授業を受けられるという体制が、上位の県では保証され

ていることがあると思います。その基となっている、いわゆる基礎学力は、学習指導要領に位置付け

られている内容です。基礎、基本となるのが基礎学力でありまして、「読み書き計算」に徹底的に時間

をかけているという共通性があります。今年度もトップの方にいきました福井県では、書物になり報

告されておりますが、「読み書き計算」については授業以外で徹底的に時間をかけているということが

あります。そのようなところを、上尾市の教育の中で反映させることができる部分であると考えてい

ます。物理的に限られた時間の中で、何に力を入れていくのかが課題であり、教育委員会の中でもい

ろいろと検討しているところでありまして、出来る限り、来年度に反映できることは反映させていき

たいと、校長会と一緒に洗い出しをし、どこにウエートを置いていくか検討しています。基礎学力が

しっかり付いていかないと、授業についていけないという実態があります。学力調査は、全国、県、

上尾市のものがありますが、それぞれの自治体が行っている学力調査の特徴が大きく反映していると

思います。特に、全国学調は私立の学校の参加率が高くなく、首都圏を中心としている都県について

は私立に流れています。それに対し、上位県についてはほとんどが私立の学校に進学している率が高

くなく、その分、公立の学校が学力調査に参加しているという部分があります。ひとつの指針として、

今出ている上尾市の課題については、何らかの手を打つ必要があると思いますが、特にその辺を、各

学校の柱に合わせてやっていかなければならないと考えていますので、教育委員の皆様よりご意見等

いただければありがたいと思います。また、無答率が高い、いわゆる答えていない率が高い理由とし

ては、全国学調では読み取る力がウエートを占めています。ひとつの問題に時間がかかり、後の問題

にいかないということがあります。いろいろなデータを基にして、課題についてしっかりと分析し、

反映していきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

（大塚崇行 委員）私は少子化問題が気になっています。広い話にはなりますが、子供が減っていく時

代の中で、少ない人数でどのようにレベルを上げていくのか、子供を増やさないといけないというこ

ともありますが、行政や商工業が一体となり魅力のある街づくりと教育に対しての魅力をどれだけ出

せるかということが、少子化対策の一つではないか思います。ただ、現実では子供たちが減っていく

中で、レベルを上げ、子供たちを引き付けるためにどのようなことを行うかが大きな問題になってい

くと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（中野住衣 委員）ここ数日も、いじめを苦に自殺した中学生の報道があり、テレビでも繰り返し放映

されていましたが、見た人誰もが心が痛んだことと思います。「いじめはどこにでもある」という意識

を待ち、早期に発見し、早期に適切な対応ができればと思いますが、一番には、「いじめのない学校」

「いじめのない社会」になってほしいと願ってやみません。是非、いじめを未然に防ぐ取組を重視し

ていただきたいと思います。学校はいじめを許さない雰囲気を醸成し、授業を中心に教育活動全体を
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通して児童生徒がより良い人間関係を築けるよう指導し、全ての子供たちにとって学校生活が楽しく

充実したものになってほしいと思います。勉強についても、人間関係についても、心に大きなストレ

スをためないことが幸せに過ごせることだと考えます。 

 

 

 

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）１１月のご案内をさせていただきます。まず委嘱研究発表でございます。

９月の定例会でもご報告させていただきましたが、１０月末より順次、市内１２校の小中学校におき

まして委嘱研究発表会が開催される予定でございます。１１月につきましては、１１月４日が西中、

９日上尾中、１７日原市中、２２日西小、２４日大石南中、２９日東小でそれぞれ行われる予定でご

ざいます。その他イベント関係では、生涯学習関係が２つございまして、一つが上尾市文化芸術祭で、

１１月３日～６日の４日間、上尾市コミュニティセンターで開催予定となっています。また、２つめ

は、上尾市民音楽祭（合唱祭）でございまして、１１月１３日に同じく上尾市コミュニティセンター

で開催予定となっています。スポーツ振興関係では、本日の報告事項にもありましたが、上尾シティ

マラソンが１１月２０日に開催されます。最後に、１１月の教育委員会定例会でございますが、１１

月１７日の午前１０時から教育委員室で開催させていただきます。日程について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。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～ 

 

 

 

 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１０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 


