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平成２６年上尾市教育委員会６月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２６年６月２６日（木曜日） 

開会 午前１０時００分 

閉会 午前１０時４１分 

２ 場  所  上尾市役所 教育委員室 

３ 出席委員  委員長 細野宏道 

委員長職務代理者 本田直子 

委員 甲原裕子  

委員 吉田るみ子 

委員 岡田栄一 

教育長 岡野栄二 

４ 出席職員  教育総務部長 尾形昭夫 

学校教育部長 西倉剛 

教育総務部 図書館長 菅間茂久 

教育総務部次長 保坂了 

学校教育部次長 野田正 

学校教育部次長 兼 学務課長 石塚昌夫 

教育総務部副参事 鈴木利男 

学校教育部副参事 兼 指導課長 兼 教育センタ－所長 上野明 

学校教育部副参事 兼 学校保健課長 長島愼一 

教育総務部 教育総務課長 西嶋秋人 

教育総務部 生涯学習課長 関孝夫 

教育総務部 図書館次長 黒木美代子 

教育総務部 スポ－ツ振興課長 平賀健治 

学校教育部 中学校給食共同調理場所長 吉田満 

書記  総務課主幹 加藤俊市 

総務課主任 桑名孝徳  

総務課主任 鈴木加代子 

５ 傍 聴 人  ２人 



- 2 - 

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３４号 上尾市社会教育委員の委嘱・任命について 

議案第３５号 上尾市図書館規則の一部を改正する規則の制定について 

日程第５ 教育長報告 

報告１ 平成２５年度行政文書の公開に係る実施状況について 

報告２ 平成２５年度上尾市学校安全パトロ－ルカ－事業運行実績について 

報告３ 上尾市人権教育推進協議会委員の委嘱・任命について 

報告４ （仮称）上尾市中央図書館建設懇話会について 

報告５ 第２７回２０１４上尾シティマラソンの開催について 

報告６ 上尾市立小・中学校通学区域検討協議会について 

報告７ 第２１回（平成２６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８ 平成２６年度上尾市立小・中学校学力調査結果について 

報告９ いじめ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 

（委員長）皆様こんにちは。ただ今から、平成２６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。 

 

（教育総務課長）２人の方から傍聴の申出があります。委員長の許可をお願いします。 

 

（委員長）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 

（委員長）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。５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～ 

 

 

（委員長）よろしいでしょうか。それでは、岡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 本定例会の会議録署名委員の指名 

（委員長）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、本田委員長職務代理者にお願いいたします。 

 

（委員）はい。 

 

 

 

 

日程第５ 議案の審議 



- 4 - 

（委員長）続きまして、「日程第４ 議案の審議」です。「議案第３４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。 

 

○議案第３４号 上尾市社会教育委員の委嘱・任命について 

（教育長）議案第３４号につきましては、生涯学習課長が説明申し上げます。 

 

～生涯学習課長挙手～ 

 

（委員長）生涯学習課長お願いします。 

 

（生涯学習課長）「議案第３４号 上尾市社会教育委員の委嘱・任命について」です。提案理由です

が、上尾市社会教育委員の任期が満了することに伴い、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、１３人の社会教育委員を委嘱・任命

いたします。１号委員から３号委員までですが、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。議案資料の

１ペ－ジをお開きください。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、御意見をいただいており

ますが、社会教育に関する計画である「生涯学習振興基本計画」につきましては、この会議に諮問し

て答申をいただいております。委員の任期は２年で、今回委嘱・任命する者の任期は平成２８年６月

３０日までとなります。従いまして、今回委嘱・任命させていただく委員の皆さんにつきましては、

現行計画が平成２７年度までの計画となっておりますので、新計画の策定について、御審議いただく

予定となっております。以上です。 

 

（委員長）議案第３４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～ 

 

（委員長）無いようですので、これより採決いたします。「議案第３４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～ 

 

（委員長）異議がないものと認め、原案のとおり、可決いたしました。 
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○議案第３５号 上尾市図書館規則の一部を改正する規則の制定について 

（委員長）続きまして「議案第３５号 上尾市図書館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。 

 

（教育長）議案第３５号につきましては、図書館次長が説明申し上げます。 

 

～図書館次長挙手～ 

 

（委員長）図書館次長お願いします。 

 

（図書館次長）「議案第３５号 上尾市図書館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。議案書３ページから５ペ－ジになります。提案理由ですが、セカンドブックスタ－ト事業のひと

つとして、これまでの上尾市図書館利用カ－ドに加え、小学生用の図柄入り上尾市図書館利用カ－ドを

新たに交付するため、上尾市図書館規則の一部改正を行いたいので、この案を提出するものです。規則

第８条第１項の改正内容ですが、従前の図書利用カ－ド第２号様式に加え、新たに利用申し込み者が小

学生以下の場合に交付する、図柄入りの利用カ－ド、議案書４ペ－ジとなりますが、第２号様式の２と

し、規則に加える改正です。また、３ペ－ジ、下から３行目の第１号様式、５ペ－ジ上段の第３号様式

及び第４号様式中、ひらがなの「あて先」を漢字に改めました。これは、「あて」の漢字が常用漢字と

して使用できることになったことから、今回の改正を期に漢字に修正するものです。第１号様式は図書

館利用カ－ド作成時に記入していただく利用申込書、第３号様式は団体貸し出し用の利用申込書、第４

号様式は視聴覚教材教具利用申込書です。更に、第２号様式の括弧書き、第８条、第９条関係の第９条

を削除するものですが、８条にはカ－ドの交付ということで、第２号様式が明記されていますが、第９

条には、カ－ドの利用方法が明記され、あえて様式については記述がないため削除するものです。以上

です。 

 

（委員長）議案第３５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。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）質問します。現在も多くの小学生が図書館利用カ－ドを持っていると思いますが、そのカ－

ドと新しいカ－ドの関係はどうなるのでしょうか。 

 

 

 

（図書館次長）現在、図書館利用カ－ドを利用している小学生以下の子どもには、９月以降に希望が
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あれば、新しい様式のカ－ドに変更をいたします。また、読書パスポ－トですが、配付する日にちが

決定いたしました。８月２６日から配付し、２年生から６年生については学校から、１年生について

は１１月の中旬までかけて、図書館職員、図書館支援員、ボランティアの方々が、読み聞かせを行い、

読書パスポ－トの使い方の説明、配付を行います。また、１年生のみですが、学校を通し、新しい図

書館カ－ドの申込・変更について、現在希望を取っており、希望のあった者については事前に図書館

カ－ドを作成し、読書パスポ－トと共に配りたいと考えております。市議会においても６月２４日に

行われた各会派の代表者会議で、様式、配付方法について報告させていただいております。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）カ－ドのサイズはどのくらいですか。 

 

（図書館次長）現在の図書館カ－ドと同じになります。議案は白黒になっておりますが、カラ－のカ

－ドになります。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）読書パスポ－トですが、これは例えば隣の学校でも使えるのでしょうか。 

 

（図書館次長）図書館、分館では利用できますが、学校では在籍する学校図書館を考えております。 

 

（委員）カ－ドの図柄を変えることは、子ども達により本に親しんでもらうためだと理解しておりま

すが、それ以外にも何かありますか。 

 

（図書館次長）カ－ドの図柄ですが、読書パスポ－トに掲載されている宝の地図、これは上尾市をモ

チ－フとしているのですが、これと合わせることで子ども達により親しみ楽しんでもらおうと考えて

おります。 

 

（委員長）その他に質問等ありますか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 
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（委員長）無いようですので、これより採決いたします。「議案第３５号 上尾市図書館規則の一部

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～ 

 

（委員長）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 教育長報告 

（委員長）続きまして、「日程第５ 教育長報告」です。教育長、よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）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。 

 

～教育総務部長挙手～ 

 

（委員長）教育総務部長お願いします。 

 

（教育総務部長）教育長報告をお願いいたします。「報告１ 平成２５年度行政文書の公開に係る実施

状況について」を教育総務課長から報告いたします。 

 

～教育総務課長挙手～ 

 

○報告１  平成２５年度行政文書の公開に係る実施状況について 

（教育総務課長）「報告１ 平成２５年度行政文書の公開に係る実施状況について」ですが、次の１ペ

－ジから４ペ－ジのとおり取りまとめましたので、報告するものです。上尾市では平成１１年に上尾市

情報公開条例を制定し、平成１２年４月１日より施行しているところです。平成２５年度の情報公開請

求につきましては、上尾市全体で６６件あり、うち教育委員会分は８件でした。２ペ－ジに実施状況が

ありますが、情報公開請求及び申出を合わせて８件あり、うち公開、全部公開は３件、部分公開は４件、

取り下げが１件となっております。部分公開の理由につきましては個人・法人情報部分となっておりま

す。取り下げにつきましては、対象となる文書が不存在であるため、取り下げとなりました。以上です。 

 

 

 

～学校教育部長挙手～ 

 

（委員長）学校教育部長お願いします。 
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（学校教育部長）「報告２ 平成２５年度上尾市学校安全パトロ－ルカ－事業運行実績について」を学

校保健課長から報告いたします。 

 

～学校保健課長挙手～ 

 

○報告２ 平成２５年度上尾市学校安全パトロ－ルカ－事業運行実績について 

（学校保健課長）「報告２ 平成２５年度 上尾市学校安全パトロ－ルカ－事業の運行実績について」

報告いたします。例年と比較し、運行実績については大きな変化はありません。成果として、児童生徒

の交通事故が、２１年度 ４８件、２２年度 ４６件、２３年度 ４５件と４０件台が続いておりまし

たが、２４年度 ３８件、２５年度 ３９件と３０件台に減少しております。今後に向けても、児童生

徒の安全確保、地域防犯の抑止力の一助となるよう推進してまいります。以上です。 

 

～教育総務部長挙手～ 

 

（委員長）教育総務部長お願いします。 

 

（教育総務部長）「報告３ 上尾市人権教育推進協議会委員の委嘱・任命について」を生涯学習課長か

ら、「報告４ （仮称）上尾市中央図書館建設懇話会について」を図書館次長から、「報告５ 第２７回

２０１４上尾シティマラソンの開催について」をスポーツ振興課長から報告いたします。 

 

～生涯学習課長挙手～ 

 

○報告３ 上尾市人権教育推進協議会委員の委嘱・任命について 

（生涯学習課長）「報告３ 上尾市人権教育推進協議会委員の委嘱・任命について」です。教育長報

告の６ペ－ジをお開きください。平成２５年４月１日に委嘱任命しました、人権教育推進協議会委員

のうち、委員の推薦をいただいております、ＰＴＡ連合会及び小学校長会で役員等改選があったため、

後任の委嘱任命を行うものです。なお、任期は前任者の残任期間となり、平成２７年３月３１日まで

です。人権教育推進協議会ですが、７ペ－ジの３にありますように、年３回の会議を実施し、人権教

育事業について御意見をいただくほか、人権標語の審査等もお願いしております。以上です。 

 

 

 

 

 

 

 

～図書館次長挙手～ 

 

○報告４ （仮称）上尾市中央図書館建設懇話会について 

（図書館次長）８ペ－ジをお願いいたします。「報告４ （仮称）上尾市中央図書館建設懇話会委員に

ついて」です。（仮称）上尾市中央図書館建設にあたり、使いやすい施設にするために、広く意見をい

ただき、基本構想案に反映させるため、要綱の規定により、委員１０人の委嘱・任命を行います。任期

は２年の平成２８年３月３１日までとなります。本年度４回の会議を開催し、年内に方向性を出し来年
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度の基本設計へと繋げていきたいと考えております。以上です。 

 

 

 

～スポーツ振興課長挙手～ 

 

○報告５ 第２７回２０１４上尾シティマラソンの開催について 

（スポーツ振興課長）「報告５ 第２７回２０１４上尾シティマラソンの開催について」報告します。

本年の上尾シティマラソンですが、期日を平成２６年１１月１６日、日曜日に開催いたします。主催は、

上尾市、上尾市教育委員会、上尾市体育協会、一般財団法人 埼玉陸上競技協会となります。会場は、

ハ－フが公益財団法人 日本陸上競技連盟公認コ－スとなりますが、上尾市運動公園陸上競技場をスタ

－ト・フィニッシュとする上尾市内折り返しコ－ス。種目につきましても、例年通りハ－フ、５キロ、

３キロとなります。申込期間ですが、平成２６年８月１８日から９月１２日までとなり、インタ－ネッ

ト又は電話での申し込みとなります。参加料につきましては、一般・大学生・高校生が３，５００円、

中学生が１，０００円、小学校５・６年生が５００円となっております。なお、本年のゲストランナ－

ですが、昨年同様埼玉県職員の川内優輝選手、１９９９年 世界選手権準優勝の市橋有里選手を予定し

ております。以上です。 

 

 

 

 

～学校教育部長挙手～ 

 

（委員長）学校教育部長お願いします。 

 

（学校教育部長）「報告６ 上尾市立小・中学校通学区域検討協議会について」を学務課長から、「報告

７ 第２１回（平成２６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８ 平

成２６年度上尾市立小・中学校学力調査結果について」、「報告９ いじめに関する状況調査結果につい

て」を指導課長から報告いたします。 

 

～学務課長挙手～ 

 

（委員長）学務課長お願いします。 

 

 

○報告６ 上尾市立小・中学校通学区域検討協議会について 

（学務課長）「報告６ 上尾市立小・中学校通学区域検討協議会委員の委嘱・任命について」報告いた

します。１２ペ－ジをご覧ください。このたび、平成２７年６月３０日まで任期の委員に変更が生じ

ましたので、後任の委員の委嘱・任命を、１４ペ－ジの組織・任期の項にお示ししておりますように、

設置要綱第３条、第４条の規定によりまして行うものです。１３ペ－ジの名簿、備考欄に、｢新任｣と

記載されている方々７人を、今回、新たな委員として委嘱・任命いたしますので、報告いたします。

以上です。 
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～指導課長挙手～ 

 

（委員長）指導課長お願いします。 

 

○報告７ 第２１回（平成２６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 

（指導課長）「報告７ 第２１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。去る５月２４日、上尾公民館におきまして、７６人の応募者で抽選会を実施し、２２人の派

遣生を決定いたしました。１５ペ－ジをご覧ください。抽選につきましては、募集要項に、募集人数

２２人、「原則として、各中学校男女１名ずつの２名とする」と規定されてあります。本年度は、すべ

ての中学校で３人以上の応募があり、上尾中は男子のみ４人、大石中は女子のみ５人の応募だったた

め、それぞれ、男子２人、女子２人を抽選で決定いたしました。その他の学校では、男女１人ずつと

なっております。派遣生 男子１１人 女子１１人 計２２人を決定いたしました。１６ペ－ジをご覧く

ださい。引率者ですが、団長は学校教育部長、副団長は南中学校 森井 哲夫校長、引率教諭は上平

中学校 冨永 真琴教諭、大石小学校 大坂 歩教諭、渉外は指導課 穐山 孝幸指導主事です。以

上、報告いたします。 

 

 

○報告８ 平成２６年度上尾市立小・中学校学力調査結果について 

（指導課長）平成２６年４月１６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。１ペ－ジをご覧ください。本調査は、１７年度から実施

し、今年度で１０回目となりました。調査対象は、小学校３年生から６年生、中学校１年生から３年

生の、通常学級に在籍する児童生徒を対象に行っております。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６年生と中学校３年生を対象

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す。２ペ－

ジをご覧ください。上尾市全体の概要の経年比較となっております。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－プの成績推移を数値で示してあります。数

値は、全国標準を５０.０とした場合の比較となります。小学校は、同学年比較について、市全体とい

たしましては、すべての項目で全国標準を上回っております。上段２つ目の表２、同グル－プを追跡

比較した表をご覧いただきますと、小学校４年生・５年生は、総合で昨年度の成績より伸びておりま

すが、小学校６年生は、５年生の頃と比較すると、総合で０.７ポイント下っている状況です。１番下

の表、中学校における同グル－プ追跡では、昨年度と比較しますと、中学１年生は小学６年生の頃と

比べ下がっておりますが、中学２年生、３年生は昨年と比べ伸びており、中学校全体としても昨年度

より伸びております。３ペ－ジは、小学校の得点一覧となっています。これは、国語と算数の調査を

受けた児童の２教科合計の平均点から算出した得点を、それぞれの列において数値の高い順に示した

ものです。上尾市の平均は、学校全体でも、全国平均を超えております。４ペ－ジをご覧ください。

こちらは中学校になります。上尾市の平均は、学校全体で、全国平均を超えております。今後、全国

平均との比較とともに、各学校でも問題ごとの分析や無解答の問題等について分析して、各校の課題

を明確にし、学力向上プランの見直しを行って、学力向上に向けた取組を推進することになっており

ます。どの学校に行っても自分の力を伸ばしてくれると児童生徒が実感できる上尾の学校にしていき

たいと考えております。以上、速報値の報告といたします。 
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○報告９ いじめに関する状況調査結果について 

（指導課長）次に１８ペ－ジ「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。１

９ペ－ジ「いじめに関する状況調査結果」をご覧ください。上段のグラフ、小学校ですが、４月、５

月に認知したいじめはありませんでした。下段のグラフ、中学校ですが、４月に２件認知したいじめ

は、すべて解消、５月のあらたな認知件数は２件ですが、１件は５月中に解消しましたが、もう一件

は、現在いじめそのものは見られていないが、現在も注視し指導中という状況となっています。 

 

（教育長）報告は以上です。 

 

（委員長）ありがとうございました。報告につきまして、何か質問、意見等ありますか。 

 

（委員）３ペ－ジの報告１ですが、請求は市内、申出は市外と言うことでよろしいでしょうか。 

 

（教育総務課長）そのとおりです。 

 

（委員）先程の学力調査についてですが、男女別などの集計はあるのでしょうか。 

 

（指導課長）男女別等の集計は行っておりません。 

 

（委員長）図書館の懇話会についてですが、まず、構想案の原案に反映させるとのことですが、どこ

に答申をするのでしょうか。もう１点ですが、１号委員から４号委員まで委嘱・任命されていますが、

この方たちを選んだ理由を教えていただきたいと思います。 

 

 

（図書館次長）図書館の基本構想ですが、今作成している最中です。特に施設に関する部分に懇話会

の方々の意見を反映させ、教育委員会に報告をいただきます。その後、図書館協議会からの意見と合

わせ、教育委員会に協議させていただいたものにパブリックコメントを活用し、市民の方々の意見を

反映させます。その最終案を教育委員会に提案し、可決していただく予定です。協議会においては、

図書館全ての運営等を含め検討していただきます。委員の選出理由ですが、図書館の利用者デ－タを

見ますと、３０歳から４０歳の女性、５０歳以上の男性の利用率が高いとデ－タ上はありますが、今

回建設予定の図書館は、全ての方に使って頂くものになりますので、様々な立場の方達に、それぞれ

の目線で考えていただきたいと思い色々な意見をいただける方として１０人の方を委嘱いたしました。 
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（委員長）中央図書館を新たに造るのは、上尾市にとってビックプロジェクトになると思います。図

書館をどのようなコンセプトで作るかによって、上尾の文化がレベルアップできると考えております。

この図書館をどのようなコンセプトで造り、どのように運用していくか十分に話し合って頂き、この

懇話会で検討を頂ければと思います。内部の検討会、懇話会、協議会、色々なところで、話し合う事

になるかとは思いますが、様々な意見を取り入れていただきたいと思います。一度造るとなかなか変

えることは難しいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 

 

 

 

日程第６ 今後の日程報告 

（委員長）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。 

 

（教育総務課長）７月２日 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参加

をお願いします。７月２３日 上尾市中学校吹奏楽演奏会が文化センタ－で開催されます。７月３１

日 教育委員会７月定例会を１０時から開催します。日程報告は以上です。 

 

（委員長）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）前回定例会の際に、事故について報告いただきましたが、その後の経過はどうなりましたか。 

 

（指導課長）平方小学校の校外学習時の事故の経過ですが、１人事故を目撃した児童が、欠席していま

したが、心理士を派遣し面談後、以前と同じように登校できるようになっております。事故があった道

路には、その後すぐにグリ－ンベルトが引かれております。また、事故後、校外学習等の届けの見直し

を行い、校外学習における移動経路や、地図上に危険箇所を明示し、校長決済後、事前に教育委員会に

写しを提出することに改めております。これによって、学年で校外学習を計画する際、これまで以上に

引率教職員が、事前に注意箇所を共通認識し実施することで事故を防いでまいりたいと考えております。 

 

（委員）ありがとうございます。今後、夏休みも控えておりますので、安全の確保はとても大事になっ

てくると思いますので、更に充実させて頂ければと思います。 

 

（委員長）毎年危険箇所が抽出されていると思いますが、今回事故が起きた場所は危険箇所として認識

されていたのでしょうか。 

 

（学校保健課長）毎年、市Ｐ連から危険箇所改善要望として、約２００件報告されております。それを

市民協働推進課が受け、建設関係部署であるとか、国道、県道関係であるとか、交通防犯課を通して対

応しております。今回の事故の場所については、近くにガードレール設置の要望が出ておりますが、事

故現場については、既に手押し信号が設置されており、危険箇所として指定されておりません。 
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（委員長）その他何かありますか。 

 日程第７閉会の宣告 

（委員長）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。お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 


