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令和元年上尾市教育委員会５月定例会 会議録 

１ 日  時  令和元年５月２８日（火曜日） 

開会 午前９時３０分 

閉会 午前１０時３２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 中野住衣 

委員 大塚崇行 

委員 内田みどり 

委員 小池智司 

４ 出席職員  教育総務部長 小林克哉 

学校教育部長 伊藤潔 

学校教育部参事 兼 学校教育部次長 関孝夫 

教育総務部次長 西嶋秋人 

学校教育部副参事 兼 学務課長 瀧沢葉子 

学校教育部副参事 兼 指導課長 兼 教育センター所長 太田光登 

教育総務部 教育総務課長 森泉洋二 

教育総務部 生涯学習課長 小宮山克巳  

教育総務部 図書館長 島田栄一 

教育総務部 スポ－ツ振興課長 柳川忠明 

学校教育部 学校保健課長 荒井正美 

学校教育部 中学校給食共同調理場所長 戸國健一 

書記  教育総務課主幹 山内和徳 

教育総務課副主幹 上山英樹 

教育総務課主査 鳥丸美鈴 

教育総務課主任 井上建一 

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 平成３１年第１回臨時会及び４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２６号 上尾市公民館運営審議会委員の委嘱又は任命について 

議案第２７号 第２期上尾市教育振興基本計画の一部修正について 

議案第２８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 

議案第２９号 上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部

を改正する条例の制定に係る意見の申出について 

議案第３０号 上尾市立中学校給食共同調理場運営委員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３０年度上尾市教育委員会後援名義の承認等の状況について 

報告事項２ 平成３１年度上尾市教育委員会の事務に関する点検評価基本方針について 

報告事項３ 上尾市教育委員会が保有する行政文書の公開に係る平成３０年度の実施状況について 

報告事項４ 令和２年上尾市成人式について 

報告事項５ 上尾市立公民館の使用料の改正について 

報告事項６ 上尾市図書館瓦葺分館集会室の使用料の改正について 

報告事項７ 平方スポーツ広場及び平方野球場の使用料の改正について 

報告事項８ 上尾市民体育館の利用状況、稼働率について 

報告事項９ 児童生徒数、学級数、教職員数について 

報告事項１０ 平成３０年度上尾市立小・中学校生徒指導の状況について 

報告事項１１ 令和元年度上尾市中学生海外派遣研修事業について 

報告事項１２ 令和元年度英語教育推進事業について 

報告事項１３ 令和元年度学力調査関係実施概要について 

報告事項１４ 平成３１年４月 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 

（池野和己 教育長）ただ今から、令和元年上尾市教育委員会５月定例会を開会いたします。本日は、

傍聴の申出はございますか。 

 

（森泉洋二 教育総務課長）２名の方から傍聴の申出がございます。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。ご案内してください。 

 

～傍聴人入場～ 

 

日程第２ 平成３１年第１回臨時会及び４月定例会会議録の承認について 

（池野和己 教育長）「日程第２ 平成３１年第１回臨時会及び４月定例会会議録の承認について」で

ございます。平成３１年第１回臨時会の会議録及び４月定例会の会議録につきましては、すでにお配

りをし、確認していただいておりますが、何か修正等がございましたら、お伺いしたいと存じますが、

よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、第１回臨時会については内田委員に、４月定例会については小池委員

に、それぞれご署名をいただきまして、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）続いて、「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、細野委員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）続きまして、「日程第４ 議案の審議」に入ります。本日、予定しております議

案は５件でございます。「議案第２９号 上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務

災害補償に関する条例の一部を改正する条例の制定に係る意見の申出について」は、市議会に提出す

る議案の作成に関するものでありますが、すでに公布され、公表された政令改正と同様の改正を行う

ものでありますので、これについても公開としたいと存じますが、いかがでしょうか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、すべて公開といたします。最初に、「議案第２６号 上尾市公民館運

営審議会委員の委嘱又は任命について」説明をお願いいたします。 
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（小林克哉 教育総務部長）議案第２６号につきましては、小宮山生涯学習課長が説明申し上げます。 

 

○議案第２６号 上尾市公民館運営審議会委員の委嘱又は任命について 

（小宮山克巳 生涯学習課長）「議案第２６号 上尾市公民館運営審議会委員の委嘱又は任命につい

て」でございます。恐れ入ります議案書の１ページ目をお開きください。提案理由でございますが、

上尾市公民館運営審議会委員の選出団体の役員が交代し、社会教育法第３０号第１項の規定に基づき

委嘱したいので、この案を提出するものです。今回の委嘱につきましては、前任者が同会の役職を退

任したことから、改めて所属団体より御推薦をいただき、後任の委員を委嘱しようというものでござ

います。なお、任期は前任者の残任期間ということで、令和２年６月１２日まででございます。説明

は以上でござます。 

 

 

（池野和己 教育長）ただ今、議案第２６号について説明をいただきました。質疑、意見等がございま

したら、お願いいたします。 

 

（池野和己 教育長）よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

（池野和己 教育長）ないようですので、採決に移ります。「議案第２６号 上尾市公民館運営審議会

委員の委嘱又は任命について」原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議ないものと認め、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２７号 第２期上尾市教育振興基本計画の一部修正につい

て」説明をお願いいたします。 

 

（小林克哉 教育総務部長）議案第２７号につきましては、島田図書館長が説明申し上げます。 

 

○議案第２７号 第２期上尾市教育振興基本計画の一部修正について 

（島田栄一 図書館長）恐れ入りますが、議案書の２ページをご覧ください。「議案第２７号 第２期

上尾市教育振興基本計画の一部修正について」でございます。起案理由といたしましては、新図書館

複合施設整備計画の見直しに伴い、第２期上尾市教育振興基本計画の一部を修正したいので、この案

を提出するものでございます。本文の表のうち、現行の内容について、修正案のとおり直すものでご

ざいます。４の題を「図書館施設の充実」に、又本文を「図書館本館、各分館、公民館図書室の充実

を図ります」に修正するとともに、「施策６ 新図書館の建設」の記載を削除するものでございます。

上尾市図書館の運営のよりどころとなる第２次上尾市図書館サービス計画については、新図書館複合

施設建設計画の見直しに伴い、齟齬が生じていたことから、最低限の必要な修正を行ったもので、平

成３１年上尾市教育委員会３月定例会で報告させていただきました。主な修正内容は、新図書館複合

施設関係の文言とそれに影響する文言等の修正でございました。今回の議案につきましては、第２次
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上尾市図書館サービス計画の修正と同様の主旨でございまして、第２期上尾市教育振興基本計画につ

いて、必要な修正を行うものでございます。説明は以上でございます。 

 

（池野和己 教育長）ただいま議案第２７号について説明をいただきました。質疑、意見等がございま

したら、お願いいたします。 

 

（池野和己 教育長）よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

（池野和己 教育長）ないようですので、採決に移ります。「議案第２７号 第２期上尾市教育振興基

本計画の一部修正について」原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議ないものと認め、原案どおり可決いたしました。 

 

（池野和己 教育長）続いて、「議案第２８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」説明をお願いいたします。 

 

（小林克哉 教育総務部長）議案第２８号につきましては、島田図書館長が説明申し上げます。 

 

○議案第２８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 

（島田栄一 図書館長）議案書の３ページをご覧ください。「議案第２８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」でございます。起案理由といたしましては、５月１日の改元に伴い、

図書館資料の利用カードの交付に必要となる利用申込書の様式について所要の変更を行いたいので、

この案を提出するものでございます。なお、この規則は、令和元年６月１日から施行するものでござ

います。恐れ入りますが、議案資料の１ページをご覧ください。現行様式の生年月日の欄、「１ 明治

から ４ 平成」までの記載について、削除するとともに、改正案の下半分の記載内容「市内 勤務先・

通学先・その他 証明書」を含む表を、今回定めるなど必要な変更を行うものです。説明は以上でござ

います。 

 

（池野和己 教育長）ただいま議案第２８号についての説明をいただきました。質疑、意見等がござい

ましたら、お願いいたします。 

 

（池野和己 教育長）よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

（池野和己 教育長）では特にないようですので、採決に入ります。「議案第２８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」原案どおり可決することにご異議ございませんか。 
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～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、原案どおり可決いたしました。 

 

（池野和己 教育長）それでは続きまして、「議案第２９号 上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び

学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例の制定に係る意見の申出について」説

明をお願いいたします。 

 

（伊藤潔 学校教育部長）議案第２９号につきましては、荒井学校保健課長が説明申し上げます。 

 

○議案第２９号 上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の

一部を改正する条例の制定に係る意見の申出について 

（荒井正美 学校保健課長）恐れ入りますが、議案書の５ページ、６ページをお願いいたします。「議

案第２９号 上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部

を改正する条例の制定に係る意見の申出について」説明をさせていただきます。はじめに、提案理由

から申し上げます。６ページの下にございます提案理由をご覧ください。公立学校の学校医、学校歯

科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、学校医等に対する介護補

償の額及び休業補償等の額の算定の基礎となる補償基礎額を引き上げるため、「地方教育行政の組織 

及び運営に関する法律第２９条」の規定に基づき、市長に意見を申し出たいので、提案するものでご

ざいます。次に、改正内容でございますが、別冊の「議案資料」の２ページをご覧ください。今回の

改正につきましては、その他を含め、大きく３点ございます１点目は、介護補償について、月単位の

補償額の引き上げを行うものでございます。常時介護を要する場合と随時介護を要する場合のそれぞ

れの最高限度額、最低補償額を資料の表にございますように改正するものでございます。２点目は、

休業補償等の算定の基礎となる補償基礎額を資料の表にございますように、医師等の経験年数に応じ

てそれぞれ改正を行うものでございます。３点目は、その他といたしまして、学校教育法の一部改正

に伴い、補償基礎額の基準となります医師等の経験年数に加えられる学歴に専門職大学を追加する規

定の整備や、文言の整理を行うものでございます。恐れ入りますが、議案書の６ページにお戻りくだ

さい。「附則」第１項の施行期日につきましては、この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日か

ら施行するものでございます。また、「附則」第２項以降の「経過措置」についてでございますが、

第２項で、介護補償の補償額の引上げは、平成３１年４月１日以後に支給すべき事由が生じた場合に

のみ適用し、同日前に支給すべき事由が生じた場合は、今回の引上げは適用しないと規定しておりま

す。第３項につきましては、補償基礎額の引き上げは、平成３０年４月１日以後に支給すべき事由が

生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補

償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補

償の補償基礎額については、今回の引上げは適用しないと規定しております。説明は、以上でござい

ます。 

 

（池野和己 教育長）ただいま議案第２９号につきまして説明をいただきました。質疑、意見等ござい

ましたら、お願いいたします。 

 

（池野和己 教育長）よろしいでしょうか。 
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～委員全員から「はい」の声～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、ないようですので、採決に入ります。「議案第２９号 上尾市立学校

の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例の制定に係

る意見の申出について」原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議ないものと認め、原案どおり可決いたしました。 

 

（池野和己 教育長）続いて、「議案第３０号 上尾市立中学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱

又は任命について」説明をお願いいたします。 

 

（伊藤潔 学校教育部長）議案第３０号につきましては、戸國中学校給食共同調理場所長が説明申し上

げます。 

 

○議案第３０号 上尾市立中学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱又は任命について 

（戸國健一 中学校給食共同調理場所長）それでは説明申し上げます。議案書の７ページをお願いいた

します。「議案第３０号 上尾市立中学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱又は任命について」

でございます。提案理由といたしましては、委員に欠員が生じたため、上尾市立中学校給食共同調理

場条例第４条の規定により、その後任として委嘱又は任命したいので、この案を提出するものでござ

います。任期は残任期間の令和２年３月３１日まででございます。委嘱につきましては２号委員とし

て、中学校ＰＴＡ会長２名、任命につきましては、１号委員として中学校の校長３名、３号委員とし

て中学校給食主任３名の計６名、合計８名でございます。なお、氏名、住所等及び、役職名等につき

ましては記載のとおりでございます。以上、説明とさせていただきます。 

  

（池野和己 教育長）議案第３０号について説明をいただきました。質疑、意見等ございましたら、お

願いいたします。 

 

（池野和己 教育長）よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、ないようですので、採決を行います。「議案第３０号 上尾市立中学

校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱又は任命について」原案どおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議がないものと認め、原案どおり可決いたしました。以上で議案の審議を終了

します。 
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日程第５ 報告事項 

（池野和己 教育長）続いて、「日程第５ 報告事項」に移りたいと思います。本日は、１４件の報告

が予定されていますので、よろしくお願いいたします。 

 

（小林克哉 教育総務部長）「報告事項」のご用意をお願いいたします。「報告事項１ 平成３０年度

上尾市教育委員会後援名義の承認等の状況について」、「報告事項２ 平成３１年度上尾市教育委員

会の事務に関する点検評価基本方針について」及び「報告事項３ 上尾市教育委員会が保有する行政

文書の公開に係る平成３０年度の実施状況について」は、森泉教育総務課長より、「報告事項４ 令

和２年上尾市成人式について」、「報告事項５ 上尾市立公民館の使用料の改正について」、「報告

事項６ 上尾市図書館瓦葺分館集会室の使用料の改正について」及び「報告事項７ 平方スポーツ広

場及び平方野球場の使用料の改正について」は小宮山生涯学習課長より、「報告事項８ 上尾市民体

育館の利用状況、稼働率について」は柳川スポーツ振興課長よりご報告いたします。 

 

○報告事項１ 平成３０年度上尾市教育委員会後援名義の承認等の状況について 

（森泉洋二 教育総務課長）それでは報告事項の１ページをお願いいたします。「報告事項１ 平成３

０年度上尾市教育委員会後援名義の承認等の状況について」ご報告いたします。平成３０年度の上尾

市教育委員会後援名義の承認等の状況について、上尾市教育委員会後援等名義の使用承認及び上尾市

教育委員会教育長賞の交付に関する事務取扱要綱第１３条の規定により、別紙資料「平成３０年度の

上尾市教育委員会後援名義の承認等の状況」のとおり、とりまとめましたので、ご報告するものでご

ざいます。別紙資料をお願いいたします。承認実績数は、教育総務課が２９件、生涯学習課が１００

件、スポーツ振興課が５０件、指導課が１１件、総計１９０件でございます。このうち不承認となっ

たものが、１件ございました。説明は以上でございます。 

 

○報告事項２ 平成３１年度上尾市教育委員会の事務に関する点検評価基本方針について 

（森泉洋二 教育総務課長）続きまして報告事項の２ページをお願いいたします。「報告事項２ 平成

３１年度上尾市教育委員会の事務に関する点検評価基本方針について」説明いたします。地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定により、教育委員会は、毎年、事務の管理及び

執行状況について点検評価を行い、報告書を作成し、議会に提出するとともに公表することとされて

いますが、これについて、平成３１年度の基本方針を別紙のとおり定めましたので、報告するもので

ございます。報告事項の３ページをご覧ください。一つ目の○、点検評価の対象等につきましては、

第２期上尾市教育振興基本計画に掲げられました７つの基本目標を達成するために、平成３０年度に

実施した３１の施策について、それらの主要事業の実施結果を踏まえた点検評価である施策評価を実

施することとします。３１の施策にぶら下がる各主要事業の実施結果につきましては、昨年度と同様

に施策の点検評価を行うための、資料として活用することといたします。なおここには、３２の施策

となっておりますが、先程、新図書館の建設について既に見直しがされまして、先程本日ご提案いた

しました議案第２８号で第２期上尾市教育振興基本計画から削除させていただきましたので３１の施

策が対象とさせていただきます。２つめの○、事務の進め方につきましては、本日以降、各所管課に

おきまして、各主要事業の実施状況、決算額等の実施結果資料を作成することといたします。施策評
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価につきましては、施策毎にシートを作成することといたします。シートの作成に際しましては、施

策の評価指標、次年度以降の目標などは、適するもののみについて設定することといたします。３つ

めの○印、学識経験者を有する者の知見の活用につきましては、昨年度と同様に聖学院大学におきま

してお一人お願いするほか、学校教育分野に精通された方をお一人、生涯学習に精通された方をお一

人の合計３人の方に第三者評価を依頼することといたします。次の○印、上尾市議会への報告書の提

出、公表につきましては、昨年度と同様とさせていただきます。最後にスケジュールですが、昨年度

と同様とさせていただきます。本定例会におきまして基本方針を報告した後、各事務事業の実施計画

の資料の作成に取り掛かりまして、６月から７月にかけて各施策について評価シートの作成を行い、

各課長等による確認、検討、修正を経て事務局による最終の評価案をまとめます。その後、８月定例

教育委員会に点検評価、結果案として、協議議案を提出いたしまして、教育委員の皆様の御意見を反

映させていただきます。その後９月に学識経験者の方に、第三者評価をお願いいたしまして、意見聴

取を行います。そして１０月の定例教育委員会におきまして、市議会への報告書の提出に関する議案

を提出し、採決をいただき、最終的には１２月の上尾市議会において報告書を提出し、その後一般へ

の公表を行うことといたします。説明は以上でございます。 

 

○報告事項３ 上尾市教育委員会が保有する行政文書の公開に係る平成２９年度の実施状況について 

（森泉洋二 教育総務課長）続きまして報告書の４ページをお願いいたします。「報告事項３ 上尾市

教育委員会が保有する行政文書の公開に係る平成３０年度の実施状況について」ご報告いたします。

はじめに、「１ 行政文書の公開の請求及び申出の受付件数及び処理件数」の表をご覧ください。受

付件数につきましては、請求が１８１件、申出はなく、合計１８１件でございました。これについて

の処理件数でございますが、公開が３７件、部分公開が３５件、非公開が１０２件、取り下げが７件

となっております。また、参考までに申し上げますと、教育委員会以外の上尾市の実施機関では、請

求と申し出を合わせた受付件数が、３１４件ございました。処理件数では、公開が６７件、部分公開

が１８４件、非公開が４５件、取り下げが１６件、また３０年度中の未処理が２件となってございま

した。次の「２ 行政文書の公開の請求及び申出の概要」でございますが、こちらにつきましては、

別冊の資料となっておりますので、ご参照いただければと思います。説明は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

○報告事項４ 令和２年上尾市成人式について 

（小宮山克巳 生涯学習課長）５ページ目をご覧ください。「報告事項４ 令和２年上尾市成人式につ

いて」でございます。開催日時は、令和２年１月１２日の日曜日に実施を予定しております。例年の

とおり高崎線を境に２回に分けて実施し、今回はＪＲ高崎線東側が１回目、２回目が西側となります。

主催・内容等は例年どおりで、会場は上尾市文化センターの大ホールとなります。対象者につきまし

ては、平成１１年４月２日から平成１２年４月１日の間に生まれた人で、平成２６年度に中学校３年

生の生徒が対象となります。対象者数は平成３１年４月１日現在で２，３６１人でございます。なお、

転出者で中学校卒業時に市内在住の方につきましては、申し出により参加が可能となっております。

前回の平成３１年は、対象者が２，３１７人で、入場者数が合計で１，６７４人、７２．２％の出席

率でした。今年度も例年並みの規模と考えております。報告は以上でございます。 
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○報告事項５ 上尾市立公民館の使用料の改正について 

○報告事項６ 上尾市図書館瓦葺分館集会室の使用料の改正について 

○報告事項７ 平方スポーツ広場及び平方野球場の使用料の改正について 

（小宮山克巳 生涯学習課長）続きまして「報告事項５ 上尾市立公民館の使用料の改正について」、

「報告事項６ 上尾市図書館瓦葺分館集会室の使用料の改正について」、「報告事項７ 平方スポー

ツ広場及び平方野球場の使用料の改正について」でございます。これは平成３１年上尾市議会３月定

例会におきまして「手数料及び使用料の額の適正化を図るための関係条例の整備に関する条例」が可

決されたことを受け、各々所管する関係施設の使用料を改正いたしましたのでご報告いたします。こ

れは「第８次上尾市行政改革大綱・実施計画」で、長期間見直しを行っていない手数料、使用料につ

いて適性化を図ることとしており、平成３１年２月策定の「上尾市手数料・使用料等の適正化に関す

る基本方針」に基づいてコストを積算し、見直しを行ったものでございます。今後は使用料改正の周

知を行い、令和２年４月１日以後、新たな料金が適用されることになります。説明は以上です。 

 

○報告事項８ 上尾市民体育館の利用状況、稼働率について 

（柳川忠明 スポーツ振興課長）それでは「報告事項８ 上尾市民体育館の利用状況、稼働率について」

ご報告いたします。１７ページをご覧ください。「平成３０年度 上尾市民体育館利用状況」でござ

います。１年間の利用人数は、総計で３７万６９７５人、１日当たりでは、１，０５８．９人で、平

成２９年度と比較しますと、９７％と減少しております。一般の利用数は減少いたしましたが、児

童・生徒の利用数は、土日祝日で若干増加しております。また、下段の各施設の利用人数につきまし

ては、体力相談室兼トレーニング室が昨年に引き続き増加しております。続きまして１８ページをご

覧ください。「平成３０年度 上尾市民体育館の稼働率」でございます。どの施設も概ね９０パーセ

ント以上の稼働率となっておりますが、特に、個人でも手軽に利用できる卓球室におきましては、ほ

ぼ９５パーセント以上の高い稼働率となっております。一方、屋外施設の庭球場につきましては、天

候に左右されることが多いことから、合計でも７０パーセント台の稼働率となっております。以上報

告とさせていただきます。 

 

（伊藤潔 学校教育部長）「報告事項９ 児童生徒数、学級数、教職員数について」は瀧沢副参事兼学

務課長が、「報告事項１０ 平成３０年度上尾市立小・中学校生徒指導の状況について」、「報告事

項１１ 令和元年度上尾市中学生海外派遣研修事業について」、「報告事項１２ 令和元年度英語教

育推進事業について」、「報告事項１３ 令和元年度学力調査関係実施概要について」、そして「報

告事項１４ 平成３１年４月 いじめに関する状況調査結果について」は太田副参事兼指導課長が、

報告いたします。 

 

○報告事項９ 児童生徒数、学級数、教職員数について 

（瀧沢葉子 学務課長）「報告事項９ 児童生徒数、学級数、教職員数について」報告いたします。２

０ページをご覧ください。本資料は５月１日現在の学校基本調査に基づきまして作成いたしました。

はじめに児童生徒数ですが、小学校が１１，２４０人、中学校が５，６９４人、合計１６，９３４人

です。昨年度に比べ、小学校は２５４人の減少、中学校は４９人の減少、合計で３０３人の減少とな

りました。学級数ですが、小学校が４０７学級、中学校が１８１学級、合計が５８８学級です。昨年

度に比べ、小学校が８学級の減少、中学校が５学級の減少、合計で１３学級の減少となりました。全
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体の児童生徒数が減少しておりますが、特別支援学級の児童生徒数、学級数とも、ほぼ昨年と同様と

なっております。続きまして教職員数につきまして、２１ページをご覧ください。県費負担の本採用

教職員ですが、小学校が５７０人、中学校が３２４人、合計いたしますと８９４人となり昨年度より

小中学校全体で見ますと、２２人減少いたしました。以上でございます。 

 

○報告事項１０ 平成３０年度上尾市立小・中学校生徒指導の状況について 

（太田光登 指導課長）恐れ入りますが２２ページをお開きください。「報告事項１０ 平成３０年度

上尾市立小・中学校生徒指導の状況について」報告いたします。２３ページ（１）暴力行為につきま

しては、小学校の生徒間暴力が１件ございます。校内で適切に対応し、再発や継続はみられません。

２４ページ（２）いじめの認知件数につきましては、２９年度と比較いたしますと小学校が７８ 

件、中学校が４７件増加しております。「いじめの見逃し０」が浸透し、各学校が適切に対応してい

る表れととらえております。（３）「３０日以上の長期欠席者数」のうち、３段目の「不登校」につ

きましては、２９年度と比較しますと、小学校は１４人の減少、中学校は３０人の増加となっており

ます。不登校児童生徒に対する支援と不登校児童生徒を生まない教育活動については、学校と教育セ

ンターで連携して取り組んでまいります。 

 

○報告事項１１ 令和元年度上尾市中学生海外派遣研修事業について 

（太田光登 指導課長）２５ページをお開きください。「報告事項１１ 令和元年度上尾市中学生海外

派遣研修事業について」でございます。本事業は、豊かな国際感覚を養い、将来国際社会に貢献でき

る人材として必要な資質と能力を育成する教育活動の一環として、上尾市立中学校の３年生２２名

を、オーストラリア、クイーンズランド州ロッキャーバレー市へ派遣し、海外研修を実施する事業で

ございます。２６ページからの要項に従い、実施してまいります。今年度は、募集人員２２名に対

し、男子３０人、女子３３人、計６３人の応募があり、昨年度より９人の増加となりました。当日は

１人の辞退がありましたが、５月１８日厳選なる抽選の上、男子１０名、女子１２名、計２２名の派

遣生が決定いたしております。 

 

○報告事項１２ 令和元年度英語教育推進事業について 

（太田光登 指導課長）２９ページ「報告事項１２ 令和元年度英語教育推進事業について」でござい

ます。本事業は、昨年度、中学生対象の「英検チャレンジ教室」を実施しましたが、今年度は、英語

力４技能測定に変更しております。理由といたしましては、文部科学省が平成３０年６月に策定した

第三次教育振興基本計画において、英語力を測定する指標として、中学校卒業段階でＣＥＦＲ（セフ

ァール）Ａ１（エイワン）レベル相当以上を達成した割合を５割以上にすることが示されたため、そ

の数値が分かるものへと測定方法を変更いたしました。対象は、中学２年生全生徒でございます。  

 

○報告事項１３ 令和元年度学力調査関係実施概要について 

（太田光登 指導課長）３１ページ「報告事項１３ 令和元年度学力調査関係実施概要について」でご

ざいます。３２ページの表のとおり、今年度はすでに、埼玉県学力・学習状況等調査、全国学力・学

習状況調査は実施いたしました。上尾市の学力調査は、小学校１２月、中学校１月にそれぞれ実施い

たします。３３ページをご覧ください。上尾市では、これらの調査を活用して、各学校が学力向上プ

ランを１年間に前期・後期の２回作成する「上尾市学力向上プラン・サイクル」で、実証に基づいた

学力向上の取組改善を図っております。 
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○報告事項１４ 平成３１年４月上尾市小・中学校いじめに関する状況調査結果について 

（太田光登 指導課長）３４ページ「報告事項１４ 平成３１年４月いじめに関する状況調査結果につ

いて」でございます。３５ページをご覧ください。平成３０年度からの経過観察のものは、小学校５

８件、中学校４０件でございます。いずれも対応済みであります。４月の新規認知は、小学校５件、

中学校１件となっております。また、解消件数は、小学校については２件、中学校については０とな

っております。今年度も、各学校で「学校いじめ防止基本方針」に基づいて適切な対応・報告を推進

するとともに、「いじめを考える授業研究会」や「いじめ根絶小学生サミット」を計画しており、児

童生徒が安心して学校生活を送ることができる取り組みを行ってまいります。以上でございます。 

 

（伊藤潔 学校教育部長）報告は以上でございます。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。それでは報告事項１４項目について説明をいただきま

した。委員の皆様の方で、ご質問、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

 

（内田みどり 委員）７ページの公民館の利用の金額が変更になるということですが、上平公民館の講

座室の金額について、値段が下がっていますがこの理由というのは何でしょうか。 

 

（小宮山克巳 生涯学習課長）今回の使用料等の改正につきまして、市全体で４７７件のうち、増額に

なったものは２４５件、減額になったものは２３２件と、それぞれ施設に応じて金額が上がったもの

と下がったものがございます。これは施設の利用に際して、利用される方が受けるサービスというこ

とで、受益者負担という考え方の中で計算をしておりまして、基準になる施設を基に判定し、それに

は減価償却が進んでいるもの、あるいは人件費が嵩むもの等、それぞれ施設に応じて状況が異なりま

すので、それらの計算式に基づいて平均的に計算し直して、改めて試算したところ、上がっている部

分と下がっている部分がございます。特に施設が古くなっているようなものに関しては、金額が下が

る傾向があるように思います。説明は以上です。 

 

（内田みどり 委員）ありがとうございました。 

 

（大塚崇行 委員）報告事項９の児童生徒数、学級数の変化のところですが、本年度も３０３人減少と

なっている。過去５年ぐらい遡っても合計で１，５２４人減少ということで、１年間で３００人、小

規模校１校ずつぐらい少なくなっているという状況です。上尾市として生徒数が減っていくことに対

しての対応、どう捉えているのかというのをお聞かせ願えればと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

（瀧沢葉子 学務課長）今後５年間ぐらいを見通した児童生徒数の見込みも出しておりますが、これを

見ましても今後も減少するだろうことが考えられています。教育総務課を中心に施設の更新等の計画

を含め総合的に考えております。 

 

（森泉洋二 教育総務課長）児童生徒数の減少に対して、減少を止めるだとか、そういった事に関して

は、また話が別になってしまうのですが、これから児童生徒数が減ってきたときに既存の学校施設に

ついて、これまでと同様の維持管理、使用ができるかというと、施設の耐用年数等も考えて難しいと

考えております。いま、瀧沢課長からもお話ございましたが、現在「上尾市学校施設更新計画」とい
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う２０５５年までを見据えた学校施設の利用について維持管理等も含めた利用について、どのような

形で行っていくか、ロードマップとなるものを策定している途中でございます。平成３１年度中に方

針を決め、平成３１年度と令和２年度で計画を策定するということで現在進めております。以上でご

ざいます。 

 

（大塚崇行 委員）ありがとうございます。 

 

（中野住衣 委員）報告事項８のところで、上尾市民体育館の利用状況についてありましたけれども、

施設の利用人数について１７ページを見ますと、柔道場と剣道場の児童生徒の利用人数が非常に多い

です。これは、いわゆる柔道、剣道人口が多いということでしょうか。それは上尾市の特徴なのでし

ょうか。質問です。 

 

（柳川忠明 スポーツ振興課長）１７ページで先ほどご報告いたしました児童生徒数が平成３０年度、

増加したということですが、大会等が行われる年と、行われない年で、若干増減を繰り返しておりま

す。また、柔剣道につきましては、市の青少年、あるいは、上尾警察で行っている剣道教室等、参加

している児童生徒数が多いということで、増加になる傾向であると思います。 

 

（池野和己 教育長）よろしいですか。 

 

（中野住衣 委員）はい。 

 

（細野宏道教育長 職務代理者）質問をさせていただきます。２９ページ。報告事項１２の英語の推

進事業について。まず教えていただきたいのですが、３０ページに「ＧＴＥＣ Ｃｏｒｅ（ジーテッ

ク コア）」調査内容があります。ＣＥＦＲ（セファール）Ａ１（エイワン）レベルを確認するため

にということですが、これはどのように試験を行う予定にされているのかというのをお伺いをしたい

と思います。 

 

（太田光登 指導課長）３０ページ３のところにありますが、調査内容といたしましては、測定技能と

して、聞く、読む、書く、話す、この４つの技能を測定するものであります。試験時間はそれぞれ書

いておりますが、マークシート方式、それから自由記述による回答、それからタブレット端末に話を

吹き込んで、測定する。そういうような測定内容となっております。 

 

（細野宏道教育長 職務代理者）これは、ある一日を限定してテストを実施するということになるの

でしょうか。 

 

（太田光登 指導課長）はい、その通りでございます。 

 

（細野宏道教育長 職務代理者）これは平日実施されますか。 

 

（太田光登 指導課長）はい、生徒の登校日のなかでやっていきます。 

 

（細野宏道教育長 職務代理者）これが実は１８分からずっと足していくと９５分になるのですが、
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中学校の１時限が５０分ですね。これは２時限に分けてやるということになるのでしょうか。 

 

（太田光登 指導課長）各学級３時限を使って実施する予定でございます。 

 

（細野宏道教育長 職務代理者）英語教育が英検からこれに代わっていくというのは当然の流れなの

かなと思っております。実際に使うリスニングから始まってスピーキングまで、生きた英語を学ぶた

めの施策としては、必要だなと思っています。今いろんな議論がされていて、解答方法の「※採点は

海外にて」というのがちゃんとできるのかという議論もされていますけれども、私も上尾市として是

非実施をしていただければと思っていますのでよろしくお願いします。以上です。 

それからもう１点。報告事項１３の学調について。「県学」、「国学」、「上学」、上尾が３つの学

調をやっていただいて、ＰＤＣＡを２回まわしていただいているというのは上尾にとっては大変良い

ものができていると思っています。なかなか先生方もこれを生かして実際に子ども達にフィードバッ

クをしていくという作業も大変だと思いますが、是非子ども達の為にこれらを有効に使っていただき

たいと思います。これは意見です。 

 

（中野住衣 委員）今、報告事項１２の英語の教育推進事業について質問がありましたけれども、調査

概要に、この測定を実施した後に、結果を教員の指導力向上に役立てるとあります。教員を対象にし

た事後研修会というのは、継続的に実施していく予定があるのですか。 

 

（太田光登 指導課長）その年度に１回を予定しておりますが、毎年度継続的に実施していく予定でご

ざいます。 

 

（中野住衣 委員）分かりました。もう１点よろしいでしょうか。報告事項１３の学力調査関係です。

小学生の学力の定着について、ここ数年課題がみえてきた部分があるのですが、その原因を考えてい

て、社会が大きく変わって、生活環境とか学習環境だとか、様々な面で変わってきていることがある

かと思います。小学生というのは、やはり環境の変化の中にあって影響を受けやすいのかなと思いま

す。学校の一斉授業の中で授業を受け理解する、宿題等、家庭でも自主学習する。そういうことで、

基礎学力の定着を図るわけですが、そういう環境の変化の中にあって定着が難しくなってきているの

かなと考えます。特に、最近子供たちが多様化しているということも聞きますので、その辺の部分に

ついて個々に対応していくことも大切になるかと思うのですが、こうしたことについて、どのように

考察されているのかお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（太田光登 指導課長）委員さんの仰る通りで、まさに生活環境の変化が特に大きく増えていることが、

やはりスマホ、タブレット等の小学生の利用の増加、これによってですね、生活リズムが崩れている

児童生徒が増えているのが現状であります。そういったところは学力の低下と関係があるかと思うの

ですが、それ以外に不登校、昼夜逆転で朝起きられなくなり、学校に居づらくなる。遅れていくと他

の児童生徒が授業をやっている中で、入りにくい、行きたくない、そういったところで、不登校に関

する影響を一番大きく受けているものがあるかと思います。やはり生活環境の変化が非常に大きいと

考えております。以上でございます。 

 

（中野住衣 委員）ありがとうございました。 
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（大塚崇行 委員）報告事項１０の２４ページ。３０日以上長期欠席者数で、小学校、中学校にはそ

れぞれで「その他」というのがありますが、「その他」というのはどういった理由でしょうか。また

件数について、小学生は年々増え続けているということで小学校が３３件。中学校が１９件で、３３

件から１９件に減っている。そのあたりのことをお聞かせ願えればと思います。 

 

（太田光登 指導課長）まず１点目のその他についてでございますが、様々な考え方の多様化もござい

まして、保護者の方の考え方の違いで学校に行かせる必要がないというお考えがあるのも事実でござ

います。またテニス、サーフィン、スケートなどの各種競技での全国大会、海外の競技大会参加、そ

ういったことも増えているのが、「その他」に該当する案件でございます。それから不登校の数でご

ざいますが、これについては、それぞれの昨年度の案件を再度見直して、それが本当に不登校なのか、

そうじゃなく病気なのか、あるいはその他なのか、それを見直した関係で増えたり減ったりというこ

とがあります。以上でございます。 

 

（内田みどり 委員）同じく不登校のことについてお伺いいたします。中学校の不登校数がかなり多い

のですけれども、これは全く学校に来られていない。例えば、相談室ですとか、そういったところに

も来られていない生徒ということでよろしいでしょうか。 

 

（太田光登 指導課長）保健室等来られている生徒については出席扱いとなっております。 

 

（池野和己 教育長）３０日以上になってしまうと数字が入ってしまいます。来られてないというわけ

ではありません。３０日以上になってしまうと１とカウントされてしまいます。途中で学校に復帰し

てもこのままとなってしまいます。そこからすると実態を表しているデータではありません。それと

この中には、学校に戻った数とかは反映されていないので、年度の終わりだけを数えるとこういう風

に大きく増えているように見えてしまいます。実際に詳細に調べてみると、上尾市の平成２９年度と

平成３０年度の実態はほとんど変わっていません。ですからこの数というのは、そういうことを出し

ている数値なので、このままの数値で見てしまうと、全然来ていない子が２１０人いるとなってしま

うのですが、そうではないということです。その辺は理解いただきたいと思います。 

 

（内田みどり 委員）はい。ありがとうございました。 

 

（中野住衣 委員）意見です。報告事項の生徒指導に関する内容で、いじめについてです。前回の定例

の教育委員会で年度末にいじめが解消されずに、学年をまたいで解消に向けて取り組んでいるケース

の対応についてお聞きしました。その回答では、春季休業中にも各家庭、児童生徒と連絡を取り合い、

新学期への準備を支援しているというお話を聞きました。大変、先生方がお忙しい中で、きめ細かに

児童生徒に対応してくださっていることを聞いて、私は頭の下がる思いでした。働き方改革が進めら

れていますが、教員の仕事というのは、なかなか線引きできる仕事ではないので難しい面があるのか

なと改めて思いますけれども、前回そのようなことを聞きまして、やはり教員のそのような支援が子

どもたちの心を一番大きく動かして、学校に向かう気持ちをつくるものなのかなと思いますので、一

言感謝の気持ちを伝えたいなということで発言させていただきました。よろしくお願いします。 

 

（細野宏道教育長 職務代理者）２４ページの不登校について。教育長からこの数字が、３０日以上

という定義でカウントするということで、実態を表していないという発言もございました。ところが、



- 16 - 

この表が上尾市のホームページに載るということになると、これを見た全ての方が、上尾も不登校が

２００人もいるんだというふうに理解をされると思います。その辺は何か良い表現の仕方というのが

ないものかというのを常々思っていて、関係者はこの数字のからくりが分るのですが、本当はどうな

んだということをやはりちゃんと表現する必要があるのかなと思います。ぜひ検討していただければ

と思います。以上です。 

 

（池野和己 教育長）この件については、校長会議で毎年度、教育センターからデータをもらい、分析

して校長には示しています。というのは、今までの捉え方が、年度末の不登校数をただ比較している

ということでは、実態はわからないからです。一番重要なのは、どれだけ新しい不登校が発生したの

かということと、どれだけ先生方のご努力によって、教育センターとの連携も含めて、各学校の校長

先生はじめ先生方のご努力によって本当に戻っている子ども達の人数、ここが重要なので、この二つ

を含めて少し検討させていただきたい。ただ単に年度末の数値だけをホームページに出すというのは、

私も誤解を生むだけで本当の実態をわかっていただけませんので、それは検討させていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（池野和己 教育長）他にありますでしょうか。大変沢山の質問、それからご意見いただきましてあり

がとうございました。以上を持ちまして報告事項については、終了したいと思います。 

 

日程第６ 今後の日程報告 

（池野和己 教育長）それでは、続いて今後の日程報告をお願いいたします。 

 

（森泉洋二 教育総務課長）それでは、６月の主な日程をご案内させていただきます。６月２６日（水）

９時３０分から、教育委員会６月定例会の開催を予定しております。その他、イベントの予定といた

しまして、６月１日、２日には上尾公民館まつり、６月８日、９日は大石公民館まつりが予定されて

おります。日程につきましては、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。それでは、全体を通して委員の皆様からご意見、ご要

望等ございましたら、お願いします。 

 

（内田みどり 委員）先日、原市南小学校の運動会に行かせていただきました。とても暑い日で、先生

方かなりご苦労されておりまして、生徒さんのところに近隣学校からタープですとかそういったもの

をお借りして、とても準備、手際よくされていました。開会式では、生徒を座らせて話を聞かせる、

種目と種目の間は、一度教室に戻らせるとか、一般の方用に図書室を控室に使ってくださいというよ

うなご指導がございました。その中で、原市南小学校さん、周りの木々がかなり茂っておりまして、

先生にいくらか木があるから涼しいですかとお話をさせていただきました。反対に先生からは、その

木が問題になっているというお話をいただきました。高木になってきますと上の方で折れた木が、引

っ掛かってまして風の時にその木が落ちてくる可能性があるそうです。周りは住宅地の中でして、そ

れを切るにしても切れない、どんどん木は大きくなるものですから、防犯的にも良くないなという気

がしました。それから電線にも絡みついていまして、風が強く吹いた時に切ってしまう可能性ですと

か、時には落雷ですとかそういった心配も感じられました。これは多分、原市南小学校さんだけでは

なく、どうしても木というのは１年毎に大きくなるものですから、そういったところの点検もしてい

ただけないかなというのが提案としてございます。ご検討いただけたらなと思います。 



- 17 - 

 

（森泉洋二 教育総務課長）ご連絡ありがとうございます。原市南小学校の樹木に関しましては、教育

総務課でもご連絡いただいておりまして、また、ほかの学校からも樹木に関しまして、ご連絡をいた

だいております。現在年度の初めに、各学校を訪問させていただきまして、樹木もそうですが、学校

施設等の修繕が必要な箇所の点検、また、樹木に関しましては、大きく影響があるところに関して、

確認させていただきまして、樹木の伐採、枝の選定等含めてやっておりますが、なかなか全てに手が

回らないという状況もございます。ただ、安全が第一ですので、危険な箇所等、学校と連絡を密にと

りまして対応等させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

（内田みどり 委員）よろしくお願いいたします。以上です。 

 

（池野和己 教育長）よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

日程第７ 閉会の宣告 

（池野和己 教育長）それでは本日予定をされておりまし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５月定例会を閉会いたします。 

 

令和  年  月  日   署名委員   

 


