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平成２８年上尾市教育委員会１２月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２８年１２月２２日（木曜日） 

開会 午後１時０６分 

閉会 午後１時５９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 

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  １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 １１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４６号 上尾市立小・中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

 

日程第５ 報告事項 

報告事項１ 「平成２８年度 上尾の教育」について 

報告事項２ 住民監査請求に係る監査結果について 

報告事項３ 職員人事異動について 

報告事項４ 平成２９年成人式について  

報告事項５ 上尾市図書館協議会への諮問について 

報告事項６ 第２９回２０１６上尾シティマラソンの結果について 

報告事項７ 教科書閲覧問題に係る対応について 

報告事項８ 平成２８年１１月 いじめに関する状況調査結果について 

報告事項９ 平成２８年１０月 ネットパトロールに関する状況調査結果について 

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１２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）１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 前回会議録の承認 

（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 前回会議録の承

認について」です。１１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～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、大塚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 本定例会の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 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、細野教育長職務代理者さんにお願いいたします。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）はい。 

 

 

 

日程第４ 議案の審議 

（池野和己 教育長）それでは、「日程第４ 議案の審議」を行います。「議案第４６号 上尾市立小・

中学校通学区域に関する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。 

 

（西倉剛 学校教育部長）議案第４６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４６号 上尾市立小・中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

（市河利之 学務課長）それでは、「議案第４６号 上尾市立小・中学校通学区域に関する規則の一部

を改正する規則の制定について」説明いたします。恐れ入りますが、議案書の２ページをお開きくだ

さい。まず、提案理由でございますが、上尾市立小・中学校通学区域検討協議会の助言を踏まえ、大

谷地区通学区域の一部区域の通学区域の変更をするため、所要の改正を行いたいので、この案を提出

するものでございます。議案資料をご覧ください。１ページは規則の新旧対照表となっており、２ペ
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ージから７ページは、当該区域における関係保護者の方々を対象に行いました説明会用資料でござい

ます。それでは、議案書の１ページ及び追加資料の地図をご覧いただきながら、今回の改正について

説明させていただきます。Ｅ区域につきましては、中学校の選択校を西中学校といたしました。Ｍ区

域につきましては、今泉小学校と西中学校を選択校といたしました。Ｎ区域につきましては、今泉小

学校を選択校といたしました。Ｏ区域につきましては、鴨川小学校と大谷中学校を選択校に設定いた

しました。以上のように小学校、中学校の指定校以外の学校を選ぶことができるよう学区調整区域を

設定したものでございます。今回の改正は、大谷小学校とその周辺の学校との規模の適正化を図ると

ともに、より安全に通学できるよう配慮したものでございます。このことに伴いまして、保護者への

説明会につきましては１１月１９日、２７日の両日、未就学児童の保護者を対象に行いました。その

際、調整区域の設定や区割りについて反対されるご意見はございませんでした。経過等につきまして

は、１１月の定例会にてご報告申し上げましたので、省略させていただきます。以上、説明とさせて

いただきます。 

 

（池野和己 教育長）議案第４６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）選択校とは、希望すればそちらの学校に行けるということですか。 

 

（市河利之 学務課長）その通りです。学校を選ぶことができますので、その区域では選択校と指定

校とが混在することが想定されます。きょうだいがいる場合は、いる学校を優先していただくことに

なりますが、来年度の新規入学者のみ選択校を適用することになりまして、在学生は該当しません。 

 

（岡田栄一 委員）中学校の生徒数、例えば南中と大谷中は変わりますか。 

 

（市河利之 学務課長）現在希望を確認しているところでございますが、状況としましては、Ｍ区域

では西中を選択できるようになりましたが、選択校として希望している方は０名です。Ｏ区域では大

谷中を選択できるようになりましたが、２名の希望者がいます。今のところは少ない状況ですが、今

後はきょうだいが卒業していくなどの要因がありますので、選択校の方に移っていくものと考えてい

ます。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）「今後」との説明がありましたが、ルールはありますか。すなわち、

学校の適正規模がありますが、きょうだいがいる学校を優先することや距離が近い学校を優先するこ

となどといった細則はありますか。 

 

（市河利之 学務課長）細則のように明文化されたものはありませんが、選択校に行く場合は必ず相

談をいただくこととしております。現状では、きょうだいが通っているということから、選択校では

なく指定校に通う家庭が多いのではないかと考えております。今後ですが、きょうだいがいない児童

生徒が入学していきますと、より安全に通える選択校を選ぶ家庭が増えていくと考えています。 

 

（甲原裕子 委員）選択校の区域を設定するとのことですが、この先ずっと選択校なのか、何年か経

ったら区域を分けて指定校だけにするのか、教えてください。 

 

（市河利之 学務課長）議案書の１ページにありますように、Ｋ区域とＬ区域は「削除」とあります。
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こちらは、選択校を指定校にしたため「削除」となっています。このような区域もございますことか

ら、今後、いつ選択校を指定校に設定していくかについては、経過の中で様々な状況を判断し、変更

していくものと考えております。 

 

（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４６号 上尾市立小・中

学校通学区域に関する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。 

 

 

 

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」です。本日は、９件の報告があります。よろ

しくお願いいたします。 

 

（保坂了 教育総務部長）「報告事項１ 「平成２８年度 上尾の教育」について」「報告事項３ 職員人

事異動について」を荒井教育総務課長より、「報告事項２ 住民監査請求に係る監査結果について」を

鈴木教育総務部主席副参事より、「報告事項４ 平成２９年成人式について」を小宮山生涯学習課長よ

り、「報告事項５ 上尾市図書館協議会への諮問について」を島田図書館次長より、「報告事項６ 第２

９回２０１６上尾シティマラソンの結果について」を長谷川スポ－ツ振興課長より報告いたします。 

 

○報告事項１ 「平成２８年度 上尾の教育」について 

（荒井正美 教育総務課長）「報告事項１ 「平成２８年度 上尾の教育」について」です。「平成２８

年度 上尾の教育」を別冊のとおり作成しましたので報告いたします。この冊子につきましては、平成

２８年度の教育行政の概要について、教育行財政、学校教育、生涯学習、生涯スポーツの４つの領域に

分けて編集しております。上尾市の教育行政をご理解いただく一助として、ご活用いただければ幸いに

存じます。なお、この冊子につきましては、市役所本庁舎１階情報公開コーナー、図書館、各公民館、

公民館の情報公開スポットにおける閲覧のほか、上尾市教育委員会Ｗｅｂサイトにおいても掲載し公表

します。以上です。 

 

○報告事項２ 住民監査請求に係る監査結果について 

（鈴木利男 教育総務部主席副参事）報告事項の２ページをお開きください。「報告事項２ 住民監査請

求に係る監査結果について」でございます。新図書館複合施設整備事業に関連し、地方自治法第２４２

条第１項の規定に基づき、上尾市監査委員に提出のありました上尾市職員措置請求書について、概要及

び１２月８日に通知がありました監査結果を報告します。まず、上尾市監査委員への請求書の提出日及
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び受理日は、平成２８年１０月１２日です。請求の内容につきましては、図書館複合施設建設予定地の

うち、上尾市西門前字南前５８７番１、５８７番２、５８７番３の土地買収費と物件移転補償費は、合

わせて９，５００万円を越える高額なものとなっており、当該土地の所有者が３年半前にこの土地を買

った時の価格が建物を含み２，４００万円であったことを考えれば常識を逸脱した金額であることは明

らかである。これは、地方自治法第２条１４項の「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、

住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない」と

の規定からみて不当と言わざるを得ない。よって、当該土地に係る用地買収契約及び物件移転補償契約

について契約の破棄又は契約金額の適正価格への見直し等の必要な措置を講じるよう勧告することを

求める、との内容でした。監査対象事項は、①物件移転補償契約に係る建物の経過年数の算定及び移転

工法の認定が不当なものであるか、②土地売買契約に係る不動産鑑定評価及びこの鑑定評価に基づく土

地の売買価格が不当なものであるか、の２点になります。監査の結果は、①本件建物の現在の建物の経

過年数に応じた建物評価率である再築補償率に誤りはなく、従前の建物の価値と同等のものを事業地の

外に再築する方法である構外再築工法と認定していることは妥当である、②本件土地の鑑定評価は不当

であるとは言えず、当該鑑定評価に基づく本件土地の売買価格についても不当であるとは言えない、よ

って、請求人の主張には理由がないものと判断し、本件請求は棄却するとの結果でした。 

 

○報告事項３ 職員人事異動について 

（荒井正美 教育総務課長）恐れ入りますが、報告事項の３ページ「報告事項３ 職員人事異動につい

て」をご覧ください。職員の人事異動について、１１月１７日付け、そして１２月１日付けに異動発令

がございましたので、ご報告させていただきます。１１月１７日付け発令の小坂聡主査については、配

属は、市民税課職員でしたが、教育総務課の繁忙業務に対応するため、平成２８年１１月１７日から平

成２９年１月１３日までの期間において教育総務課併任発令を行ったものです。この繁忙業務ですが、

来年度、学校ネットワークを新たに整備する業務でございます。現在学校ネットワークは、市役所、市

長部局のネットワークに共存する形で運用しておりますが、来年度、市長部局側のセキュリティ強化が

更に図られることから、学校ネットワークを新たに独立して整備することが必要になったため、その準

備業務に当たらせるものです。次に平成２８年１２月１日付けの異動発令でございますが、職員は２名

おりまして、いずれも兼務発令でございます。生涯学習課の斎藤智子副主幹は、上尾公民館への兼務、

上尾公民館の飯野彩子主査については、学務課職員への兼務の発令を行ったものです。発令理由は、教

育委員会事務局職員の病気休職への対応のためでございます。 

 

○報告事項４ 平成２９年成人式について 

（小宮山克巳 生涯学習課長）「報告事項３ 平成２９年成人式について」でございます。日時につきま

しては、１月８日の日曜日、ＪＲ高崎線西側の対象者は午前１０時００分から、東側の対象者は午後１

時からとなります。会場は、例年と異なり上尾市民体育館アリーナです。主催は、上尾市・上尾市教育

委員会、内容は、例年と同様にアトラクションと式典の２部構成となっております。対象者は平成８年

４月２日から平成９年４月１日までに生まれた市内在住の方で、対象者は、１１月１日現在、２,３５

０人です。１２月８日に案内状を送付しております。また、中学校卒業時に市内に在住し転出した方な

どで申出のあった人については、逐次案内状を送付しております。説明は以上です。 

 

○報告事項５ 上尾市図書館協議会への諮問について 

（島田栄一 図書館次長）「報告事項５ 上尾市図書館協議会への諮問について」ご報告いたします。５

ページから６ページをご覧ください。平成３１年に開館予定の新図書館と分館・公民館図書室の管理運
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営方法として、指定管理者制度の導入をする場合の考え方について、上尾市図書館協議会に意見を求め

るため、同協議会に諮問を行いましたので、報告いたします。諮問事項は、上尾市図書館における指定

管理者制度を導入した場合の考え方についてでございまして、答申を予定しているのは３月としており

ます。諮問の内容につきましては、６ページをご覧ください。現在、新図書館複合施設は、新図書館の

ほか、青少年センターなどとの複合により、平成３１年開館を目標に整備を進めているところでござい

ます。新図書館複合施設は、集客に結びつく事業面での充実が求められており、この実現には、図書館

職員や人件費を含む経費に課題がございます。現在、図書館運営については、平成２７年度に策定され

た「第２次図書館サービス計画」に沿って進めているところでございますが、図書館に対する利用者の

ニーズは多様化しており、計画に掲げられた目標を可能な限り達成する必要があります。このような中、

全国的にみても、図書館の管理運営方法について、指定管理者制度を導入する図書館も増加している中、

上尾市図書館の目的を明確にし、また、指定管理者制度のメリット・デメリットを明らかに、指定管理

者制度を導入するかどうかを検討していくものです。現在、上尾市図書館は、カウンター業務を委託す

る方法で運営しております。上尾市の図書館が、指定管理者制度ありきの検討ではなく、導入する場合

の考え方を示し、現在の業務委託や業務委託の拡大も含み、慎重に検討していくものです。以上です。 

 

○報告事項６ 第２９回２０１６上尾シティマラソンの結果について 

（長谷川浩二 スポ－ツ振興課長）「報告事項６ 第２９回２０１６上尾シティマラソンの結果につい

て」報告します。報告事項７ページをお願いします。第２９回２０１６上尾シティマラソンを１１月２

０日の日曜日に開催いたしました。当日は、前日からの雨もやみましたが、濃霧の中行われ、大きな事

故もなく無事終えることができました。結果につきましては、８ページをお願いいたします。登録者数

（申し込み者数）が８,８３０人でスタートをした出走者数が７，５６２人、出走率８５．６４％で例

年約８５％の出走率があることから例年通りでした。出走した者のうち完走した者が７，１４７人で９

４．５１％の完走率でした。各種目別につきましては、この一覧表をご参照下さい。また、招待選手の

川内優輝選手はハーフの部を、ゲストランナーの市橋有里さんは３キロ・５キロの部を走っていただき

ました。なお、当日は走者のとっては好条件であった様で、大学生男子の部の優勝者の記録は上尾シテ

ィマラソンの大学生男子の部でも歴代３位の好記録ございました。以上報告いたします。 

 

（西倉剛 学校教育部長）「報告事項７ 教科書閲覧問題に係る対応について」を市河副参事兼学務課長

より、「報告事項８ 平成２８年１１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２

８年１０月 ネットパトロールに関する状況調査結果について」を今泉副参事兼指導課長より報告いた

します。 

 

○報告事項７ 教科書閲覧問題に係る対応について 

（市河利之 学務課長）それでは、「報告事項７ 教科書閲覧問題に係る対応ついて」ご報告いたしま

す。恐れ入りますが、報告事項９ページをお開きください。昨年度、全国的に大きく報道をされまし

た検定申請図書、いわゆる教科書に使われる前の図書を閲覧した問題に係る対応についてのご報告で

ございます。２名の教員は、採択に関わったりした訳ではございませんが、公正性、透明性が求めら

れる教科書採択に関し、疑念を生じさせる行動であったことから、上尾市教育委員会が服務監督権者

として、口頭注意による指導措置を行いましたので報告するものでございます。報告は以上でござい

ます。 

 

○報告事項８ 平成２８年１１月 いじめ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）１０ページ「報告事項８ 平成２８年１１月いじめに関する状況調査結果に

ついて」でございます。１１ページのグラフをご覧ください。１１月の認知件数は、小学校で２件、

中学校で８件となっております。小学校の２件は解消しましたが、中学校の４件が継続指導中となっ

ております。１１月に入って「認知件数」が増加しましたのは、各学校で、「いじめられた児童生徒の

立場に立って、些細なことも見逃さずに『認知する』という意識が強まったこと」、また、「学校内で

『情報の共有化』が一層図られてきたこと」などにございます。「認知」は、「早期発見・早期対応の

証」と考えております。今後も、各学校が、「いじめ根絶」に向けて取り組むことができるよう、情報

提供などの働きかけを行ってまいります。 

 

○報告事項９ 平成２８年１０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、１２ページ「報告事項９ 平成２８年１０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。１３ページをご覧ください。学校非公式サイト４３件で、

新規の発見はありませんでした。個人サイトは、新規の発見が２１件、閉鎖が９件、合計３５２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が、リスクの

ある主な内容としましては、「集合写真の無断掲載」「喫煙の疑いがある画像」「誹謗中傷」の掲載とな

っております。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。 

 

（西倉剛 学校教育部長）報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

（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、何か質問、意見等ありましたら、

お願いいたします。 

 

（岡田栄一 委員）「上尾の教育」の児童・生徒の写真は、掲載許可を得ているのですか。 

 

（荒井正美 教育総務課長）保護者の方に学校を通じて許可を得ています。 

 

（中野住衣 委員）上尾市図書館における指定管理者制度導入の考え方について図書館協議会に諮問

したとのことですが、６ページにあるように、図書館利用者のニーズの多様化・高度化に対応する効

率的な運営をということで、他市でもいろいろな動きがありますが、導入においてのメリット・デメ

リットについてどのようなものがあると考えていますか。 

 

（島田栄一 図書館次長）一般的な話ですが、メリットは民間活力の活用ということで、自由な発想

による自主事業の展開が期待されますが、同時にデメリットは、メリットに相反しまして、行政がト

ラブル回避のためブレーキをかけるところも想定されます。しかしながら、一番求められているもの

は、自治体経費の削減であると認識しているところです。また、デメリットについては図書課運営の

継続性・安定性が懸念されることや、教育機関や他機関・地域との連携が難しいとの指摘があります。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）先程の説明の中で、諮問するにあたり導入ありきの検討ではないと

伺いました。私は以前より「とにかく図書館に行こうよ」といった図書館をつくりたいと発言をさせ

ていただいていますが、今回諮問をしましたが、その後の流れについて教えていただきたいと思いま

す。すなわち、教育委員会の中でこの話をするタイミングがいつのなるのかということを聞きたいと

思います。図書館協議会で方向性が出た場合、学識経験者や専門家の方の意見ですので、大変重いも
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のであると思っておりますので、流れを教えていただきたいと思います。 

 

（島田栄一 図書館次長）今後の流れについてですが、図書館協議会に諮問をしましたが、決定では

なく方向性としての考え方を示していただくことになります。第２次図書館サービス計画の中でも、 

管理運営方法につきましては、市民の意見等も踏まえて検討していくと、平成３２年度までの計画の

中での記載があります。それに沿って、市民の意見を聴取する方法を検討しながら、来年度以降決定

に向けて進めていきたいと考えています。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）平成３１年度開館予定とのことですので、来年度にはどのような道

筋で行くのか教育委員会でも話をしていきたいと考えていますので、よろしくお願いします。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）報告事項２について確認ですが、９，５００万円の金額のうち、土

地と物件のそれぞれの金額を教えてください。 

 

（鈴木利男 教育総務部主席副参事）土地は約３，９００万円、物件は約５，６００万円です。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）建物の移転工法は除却工法と再築工法以外にありますか。 

 

（鈴木利男 教育総務部主席副参事）物件の移転補償の目的は、所有者に建物や工作物等を移転して

いただき、事業用地を更地にすることが目的です。他の移転工法としましては、曳家工法や改築工法

があります。除却工法にすべきであったとの請求人の主張ですが、除却工法を認定する場合は、建物

が荒廃していたり、すでに建物としての目的を果たしていて将来的にも使用する必要性を客観的に有

していなかったりした場合になります。今回は除却工法には該当しなく、国や県の基準により構外再

築工法が妥当であると判断しました。 

 

（大塚崇行 委員）上尾シティマラソンについてですが、出走人数が減っている原因はありますか。 

 

（長谷川浩二 スポ－ツ振興課長）昨年につきましてはさいたま国際マラソンと同日開催日でした。

今年はさいたま国際マラソンとは別日でしたが、さいたま国際マラソンの制限時間が伸びたことや募

集人数が増えたことにより、そちらに流れた影響があるのかと思います。小中学生は例年通りです。 

 

（大塚崇行 委員）報告事項７についてですが、上尾市教育委員会としては口頭注意のみですか。 

 

（西倉剛 学校教育部長）上尾市教育委員会としましては、関わった教員に対しての口頭注意のみと

なります。 

 

（中野住衣 委員）本市に限らず、全国的にもいじめがなくならない状況にある中、各自治体が喫緊

の課題として取り組んでおります。各学校、各担任等がきめ細かく対応している中での認知数である

と思います。今、上尾市の中学校は全体的にとても落ち着いている状況であると聞いていますし、行

事等で中学校に出向いたときに、私が見ている限りでは、生徒がとても主体的に活動し、あいさつ等

もとても規律正しくしていて、行動規律というところでとても微笑ましく見ています。今の中学校の

状況につきましては、生徒指導上は大きな問題がないと把握してよろしいですか。 
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（今泉達也 指導課長）中野委員さん仰るとおりです。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）ネットパトロール調査についてですが、学校非公式サイトとして４

０件程調査していますが、どのようなサイトですか。 

 

（今泉達也 指導課長）「２ちゃんねる」などの掲示板の中で「〇〇中学校●年」などいった名称を付

けた学校裏サイトになります。 

 

（池野和己 教育長）学校非公式サイトや個人サイトを調査していますが、圧倒的に調査件数が多い

のは「ツイッター」です。最近は「インスタグラム」が増えてきています。学校非公式サイトは、そ

ういった個人のサイトではないもので、学校裏サイトになりまして、もう少し細かいものを指導課か

らみせたいと思います。 

 

（岡田栄一 委員）中学校で１１月に認知したいじめ８件の内容はどのようなものですか。 

 

（今泉達也 指導課長）悪口、物を隠す、いたずらやからかいなどといったものになります。 

 

（岡田栄一 委員）最近では「言葉の暴力」が原因で自殺した方もいるようで、把握することは大変

だと思いますが、是非、しっかりといじめを認知して対応していただくようお願いします。 

 

（池野和己 教育長）認知数が増えてきていることは、教育委員会から各学校長に認知に対する指導

をいれました。担任なら担任のレベルで気が付いた時点で、自分のフィルターで止めることがないよ

う、出来るだけ同じ学年を一緒に見ている先生の集団に言葉を発してほしいと、ある子供が「いつも

と違って少し元気がない」と気が付いた時点で、たいしたことはないだろうという判断をしないで、

必ず複数の先生で共通認識を持ち、違う立場や違う視点から、その子供を見守っていくように、組織

として認知していくことの重要性が問われていまして、いじめではなくてもいじめにつながるような、

定義としていじめでないとしても学校で対応していただくようにしています。今までであれば、軽微

なものは教育委員会に報告をしないでもいいだろうといったことがあったかもしれませんが、今は教

育委員会に報告をしていただくようにしています。そのようなこともあり、上尾市に限らず、他の市

町村も認知数がかなり増えてくることが想定されます。 

 

（中野住衣 委員）一人一人を大切に、各学校が試行錯誤しながら適切な対応を進めていると思いま

す。１１月の認知件数が中学校では８件となっていますが、一時でも自分がいじめられていると認識

し、つらい思いで過ごしていることは切ない限りです。その中で、解決できていないいじめが４件あ

ります。いじめられている生徒が学校を休むような状況になっているのでしょうか。不登校といじめ

のつながりが考えられるかと思うのですが。また、中学生の場合、小学生の時にいじめられた子供が

また繰り返し中学校でもいじめを受けているケースがあるのか、把握していることがあれば教えてい

ただけますか。 

 

（今泉達也 指導課長）把握している限りで、休みが多いということは、必ずしもございません。ま

た、小学校の時からいじめがあるのかということについてですが、いじめを認知した時点で、各学校

がいろいろな状況を把握していく中で、実は小学校４年生の時から、５年生の時からといったケース
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が時々あります。 

 

（中野住衣 委員）いじめの構造を把握して対応することが大切だと思います。また、小中連携の視

点から、小学校の資料を中学校へあげていくよう情報の共有をお願いいたします。 

 

（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～ 

 

 

 

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、今後の日程報告をお願いします。 

 

（荒井正美 教育総務課長）１月の日程をご案内させていただきます。１月４日（水）午後１時半よ

り上尾市教育委員会年頭式がございます。会場につきましては、現在、上尾市文化センターが改修工

事で使用できないため、市役所本庁舎７階大会議室で開催します。次に、報告事項にもございました

が、１月８日（日）成人式がございます。また、１月１６日（月）は、先進地行政視察ということで、

コミュニティ・スクールの運営状況についての視察を行うため、三鷹市立第７中学校を訪問する予定

でございます。そして、１９日（木）は大石北小学校で委嘱研究発表、２４日（火）は平方小学校で

委嘱研究発表が予定されています。２６日（木）に教育委員会１月定例会を午前１０時より、７階大

会議室にて予定しておりますのでよろしくお願いいたします。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、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１２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 

 


