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上尾市保育所事故防止委員会 開催経過 
開催日時 委員会 

１８年 ２月１５日 9:30～12:10 第１回事故防止委員会 
２月２８日 9:30～11:50 第２回事故防止委員会 
３月１５日 18:00～20:40 第３回事故防止委員会 
５月２６日 18:00～20:40 第４回事故防止委員会 
7月２１日 10:00～12:10 第５回事故防止委員会 
９月２９日 18:30～20:30 第６回事故防止委員会 

１０月２７日 18:30～20:30 第７回事故防止委員会 
１１月２７日 13:30～15:30 第８回事故防止委員会 

１９年 １月２６日 17:00～19:40 第９回事故防止委員会 
３月 ２日 18:00～20:45 第１０回事故防止委員会 
３月２２日 15:00～18:45 第１１回事故防止委員会 

 
上尾市保育所事故防止委員会各検討会 開催経過 

開催日 保育運営 
検討会 

危機管理 
検討会 

職員資質 
向上検討会 

保護者会・ 
所長会会議 

１８年 ２月１５日 第１回事故防止委員会 
２月２８日 第２回事故防止委員会 
３月１５日 第３回事故防止委員会 
４月１７日 全検討会 合同打ち合わせ 
５月 ８日  第１回   
５月 ９日 第１回    
５月１０日   第１回  
５月１６日    第１回 
５月２６日 第４回事故防止委員会 
６月 ６日  第２回   
６月 ９日 第２回  第２回  
６月２３日    第２回 
６月２６日  第３回   
7月１１日 第３回    
7月１８日  第４回   
７月２１日 第５回事故防止委員会 



開催日 保育運営 
検討会 

危機管理 
検討会 

職員資質 
向上検討会 

保護者会・ 
所長会会議 

7月２７日   第３回  
８月 ９日 第４回    
８月２５日  第５回   
８月３０日    第３回 
９月１２日   第４回  
９月１３日 第５回    
９月２９日 第６回事故防止委員会 

１０月１７日  第６回   
１０月１９日    第４回 
１０月２４日 第６回    
１０月２７日 第７回事故防止委員会 
１１月 ７日   第５回  
１１月１３日    第５回 
１１月２０日  第７回   
１１月２２日 第７回    
１１月２７日 第８回事故防止委員会 
１２月 ４日  第８回   
１２月 ６日   第６回  
１２月１５日   第７回  
１２月１９日 第８回    

１９年 １月１８日 第９回    
１月２３日   第８回  
１月２６日 第９回事故防止委員会 
２月 ８日 第１０回    
２月１４日 第１１回    
２月１６日   第９回  
２月２３日 第１２回    
３月 ２日 第１０回事故防止委員会 
３月１５日 第１３回    
3月１９日 第１４回    
３月２２日 第１１回事故防止委員会 



保育所巡回指導実施状況 
保育所名 第１回 第２回 第３回 

上尾保育所 ４月２８日（金） ５月２５日（木）  
原市保育所 ５月２３日（火） ８月２３日（水） １０月 ３日（火） 
西上尾第一保育所 ５月３１日（水） ７月２１日（金）  
原市団地保育所 ５月１２日（金） ６月２９日（木）  
上尾西保育所 ６月１６日（金） ７月２８日（金）  
西上尾第二保育所 ５月３０日（火） ８月２８日（月） １０月２４日（火） 
しらこばと保育所 ９月 ８日（金）（第１・２回合同実施） １１月２８日（火） 

あたご保育所 ９月１４日（木） １１月１４日（火）  
かわらぶき保育所 ５月１２日（金） ８月２２日（火） １０月 ３日（火） 
大谷保育所 ９月 ５日（火） １０月１７日（火）  
大石保育所 ９月 ７日（木） ９月２９日（金） １１月２８日（火） 
小敷谷保育所 ６月 ６日（火） ８月３０日（水） １０月２４日（火） 
原市南保育所 ８月２５日（金） ９月２１日（木）  
緑丘保育所 ７月２８日（金） ９月１９日（火）  
上平保育所 ９月２６日（火） １２月１１日（月）  
畔吉保育所 ７月１８日（火） ８月２５日（金）  
巡回指導事前説明会  ５月 ９日（火） 

巡回指導結果講評  １２月１２日（火） 



   上尾市保育所事故防止委員会設置要綱 
                 平 成 1 8 年 2 月 8 日 

市 長 決 裁 
（設置） 

第１条 上尾市立上尾保育所事故調査委員会（次条において「調査委員会」という。）の提言

を踏まえ、これまでの保育のあり方を見直し、安心で安全な保育を確立していくために防

止策を講じるべく事故防止委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
（所掌事務） 

第２条 委員会は、調査委員会の提言を踏まえ、保育に携わるすべての人々が子どもの命の

重さについて再確認し、何よりも安全で子どもの最善の利益を守れる保育に向けて最大限

に努力するため、次に掲げる事項について検討する。 
(1) 事故防止行動計画の策定に関すること。 

 (2) 事故防止行動計画の推進に関すること。 

 (3) その他事故防止策に関すること。 
 （組織） 
第３条 委員会は、委員１３人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 保育専門家 ２人 
 (2) 私立保育園を代表する者 １人 

 (3) 家庭保育室を代表する者 １人 
 (4) 保護者を代表する者 ２人 
 (5) 市立保育所保育士 ４人 
 (6) 市職員（前号に掲げる職にある者を除く） ３人 
 （委員長及び副委員長） 
第４条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 
 （会議） 
第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 
２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 
 （作業部会） 
第６条 委員会に、作業部会を置くことができる。 
２ 作業部会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 



 （関係者の出席等） 
第７条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し

て、資料を提出させ、又は会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴くことができ

る。  
 （庶務） 
第８条 委員会の庶務は、健康福祉部子ども家庭課において処理する。 

（委任） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 
   附 則 
この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則(平成１８年４月１日市長決裁) 
この要綱は、決裁の日から施行する。 



上尾市保育所事故防止委員会 委員名簿 

 氏 名 役 職 等 
任 期 

委員長 金谷 京子 保育専門家（聖学院大学教授） 18年2月15日～19年3月31日

副委員長 伊藤 恵子 保育専門家（茨城キリスト教大学助教授） 18年2月15日～19年3月31日

 久芳 敬裕 私立保育園設置者（保育園アミ・クレイシュ） 18年2月15日～19年3月31日

 田中 元三郎 家庭保育室設置者（ニコニコ保育室） 18年2月15日～19年3月31日

 西川 正 保護者（上尾市立保育所保護者会連合会副会長） 18年2月15日～19年3月31日

 日置 司 保護者（上尾市立保育所保護者会連合会 事務局長） 18年2月15日～19年3月31日

副委員長 金澤 アサ 市職員（つくし学園長） 18年2月15日～19年3月31日

 山岡 藤子 市職員（かわらぶき保育所長→原市保育所長） 18年2月15日～19年3月31日

 矢崎 美津枝 市職員（あたご保育所長） 18年2月15日～18年3月31日

 永谷 由紀枝 市職員（小敷谷保育所長） 18年4月1日～19年3月31日

 菊池 美喜 市職員（大石保育所副所長） 18年2月15日～19年3月31日

 小林 令子 市職員（緑丘保育所副所長） 18年2月15日～19年3月31日

 長谷川 正三 市職員（健康福祉部長） 18年2月15日～19年3月31日

 神田 清二郎 市職員（児童福祉課長） 18年2月15日～18年3月31日

 山本 敏雄 市職員（子ども家庭課長【組織改変】） 18年4月1日～19年3月31日

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

上尾市保育所事故防止委員会 
発行年月：平成１９年３月３１日 

発  行：上尾市健康福祉部子ども家庭課 

〒362-8501 

埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 

電話 048-775-5044(直通) 

ホームページアドレス http://www.city.ageo.lg.jp/ 


