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令和元年上尾市教育委員会１０月定例会 会議録 

１ 日  時  令和元年１０月１８日（金曜日） 

開会 午前９時３０分 

閉会 午前１０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 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 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 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５０号 平成３１年度教育に関する事務の管理及び執行の状況について 

議案第５１号 上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程の一部を改正する訓令の制定

について 

日程第５ 報告事項 

報告事項１ 令和元年上尾市議会９月定例会について 

報告事項２ 第６１回上尾市民体育祭の結果について 

報告事項３ 第３２回２０１９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 令和元年９月 いじめに関する状況について 

報告事項５ 令和元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 台風１９号被害状況報告について 

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１０月定例会を開会いたします。本日、

傍聴の申出はございますか。 

 

（森泉洋二 教育総務課長）１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。ご案内をお願いします。 

 

～傍聴人入場～ 

 

（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定例会会議録の承認 

（池野和己 教育長）「日程第２ ９月定例会会議録の承認」についてでございます。９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、修正等がございましたら、

ここでお伺いしたいと思いますが、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、承認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、１０月定例会会議録については、細野委員にご署名をいた

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 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、中野委員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」でございますが、本日は２件の議案が提

出されております。はじめに、「議案第５０号 平成３１年度教育に関する事務の管理及び執行の状

況について」説明をお願いします。 

 

（小林克哉 教育総務部長）議案第５０号につきましては、森泉教育総務課長が説明申し上げます。 
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○議案第５０号 平成３１年度教育に関する事務の管理及び執行の状況について 

（森泉洋二 教育総務課長）議案書１ページをお願いします。「議案第５０号 平成３１年度教育に関

する事務の管理及び執行の状況について」でございます。提案理由でございますが、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、教育に関する事務の管理及び執行の状況に

ついて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を上尾市議会に提出するとともに、公表したい

ので、この案を提出するものでございます。「記」の部分をご覧ください。はじめに「評価の対象」

につきましては、８月定例会の協議の際にも説明させていただきましたが、「第２期上尾市教育振興

基本計画」に掲げた７つの基本目標を達成するために実施した３１の施策についてでございまして、

この３１の施策について「平成３０年度上尾市教育行政重点施策」に定めた主要事業の実施結果を踏

まえて行うものでございます。次に、「評価の結果」につきましては、「点検及び評価の結果に関す

る報告書」の最終原案として、別冊としてお配りさせていただいております。評価につきましては、

令和元年８月教育委員会定例会における協議でいただきました委員の皆様からのご意見、ご指導を反

映させていただいたものとなっております。また、３人の学識経験者からいただいたご意見、ご助言

も記載しております。次に、「市議会提出日時」につきましては、令和元年上尾市議会１２月定例会

開会の日とし、「報告書の公表」につきましては、その後速やかに、図書館、情報公開コーナーにお

ける閲覧と、上尾市Ｗｅｂサイトへの掲載により、公表するとい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）ありがとうございました。ただ今議案第５０号につきまして、説明いただきまし

たが、質疑、意見はございますか。 

 

（大塚崇行 委員）この度、３名の方の学識経験者の意見、提言ということでいただいておりまして、

それぞれの項目に対する意見、提言というのが載っておりますが、いただいた意見、提言に関してこ

ちらから返すというか、答えるといったことはあるのでしょうか。それというのは２７、２８ページ

になるのですが、「施策４」の「ＩＣＴ教育の推進」という中での２８ページの中段ぐらいにあるの

ですが、「無線ＬＡＮの環境整備に伴う授業の変化や成果を知りたい。」というような文が入ってお

りまして、こういったものに教育委員会として答えられるということであれば、どういうふうに答え

るのかなというのも伺いたいなと思いまして、質問させていただきます。 

 

（森泉洋二 教育総務課長）大塚委員さんから頂きましたただ今のご質問、こちら無線ＬＡＮにつきま

して授業の変化や成果を知りたいということで、こちらの点検評価に関しまして、評価をいただきま

した学識経験者の方に回答という形の機会というのは持ってございませんが、こちら意見と致しまし

ていただいたものでございますので、どういった状況であるかということをご報告をさせていただき

たいと思います。以上でございます。 

 

（大塚崇行 委員）それではどういうふうに答えられるのかというのを教えていただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。以上です。 

 

（中野住衣 委員）点検評価報告書に係るいくつかの施策事業について、私自身の質問意見を提出いた

しましたところ、丁寧に対応してくださり回答をいただきました。ありがとうございます。今回の内

容を改めて読んでみて、２５ページにコミュニティスクール推進事業というのがありますが、今年度、

運動会や体育祭に出席させていただいて、その時に感じたことを言わせてください。学校に行ったと
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ころ、校庭には小学校・中学校の児童生徒席にテントがずらっと張ってありました。そのテントは、

町内会の名前が入っているものだとか色々あり、いろんなところから調達されたものだとわかりまし

た。お聞きしたところ、やはり学校運営協議会で議題に上がり、そこに関わる区長さんであったり委

員さんであったり、おやじの会の方達の協力で、朝早くから設置くださったということで、校長先生

が大変ありがたいとおっしゃっていました。その光景を見て、そんなふうにしてコミュニティスクー

ルの運営協議会で議題に上がったことが地域の皆さんの協力で形になっていくのだということ、そう

いうことがだんだん増えていくのかなと思ったのです。報告書のここに成果と課題がありますが、ぜ

ひ、今後に期待したいと感じました。ありがとうございました。以上です。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）丁寧な報告書ありがとうございました。２点ほど質問というか述べさ

せていただきたいと思います。まず１点目、大塚委員が意見を述べられていましたが、学識経験者の

意見というところなんですけれども、３名の方に貴重なお時間を割いていただいて、この意見と提言

をいただくということになっていますけれども、根本は評価をするというのは新しいことの始まりに

相当するわけですので、したがって、昨年度はどうこうだったと、でこういう問題点がありました。

したがって今年はこう改善をしましたというのが結論ですよね。もう一つは昨年度はこうで、こうい

う問題点がありました。ただ改善できませんでした。ということになると思うのですが、せっかく僕

は学識経験者の方に、意見を頂戴をするということであれば、特に課題、課題は何なのかというのを、

上げていただきたいというようなことを言うことは可能なのかどうかと、即ちこの点検評価報告書に

ついて、意見、提言をお願いしますということ、お願いしているのか、または特に課題についてあげ

てくださいというふうにお願いしているのかをちょっと伺いたいと思いました。学識経験者の方にそ

ういう言い方をするのは失礼かどうなのかもわからないですけれども、まずどういうふうに学識経験

者の方に、お願いをしているかを伺いたいと思います。 

 

（森泉洋二 教育総務課長）３名の学識経験者の方には、教育委員会の事業に関しまして、中身の確認

をしていただきまして、ご意見等いただく形式をとっておりますが、特に課題に関して、意見を出し

ていただきたいという、特定した形でのお願いをしているわけではございません。全体を見ていただ

いてご意見をいただく形式になっております。細野委員さんから頂きましたご意見のように、この点

検評価で大切な部分、今後の改善に合わせて、事業の方向性だとか、課題を見据えて、今後どうして

いくかという部分がとても大切な部分になりますので、依頼の仕方に関しましても、実際にこの点検

評価の掲載に関しましても、今後検討しなければいけない部分ではございますので、来年度学識経験

者の方に依頼する時点で、その辺りも検討していきたいと思います。以上でございます。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）ありがとうございました。それからもう１点なんですけれども、実は

これは今回台風がありまして、本宮市が大変被害を受けましたので、これをちょっと気になって見て

いたら、本宮市もこのような点検評価をやっておりました。それも含めてなんですけれども、以前か

ら気になっていたのですが、後程、話も出てきますけれども、不登校の部分があって、不登校という

のが大変、今問題になっていて、文科省の方で調べているんですけれども、不登校の原因というのが、

本人に係る原因の中の大変大きい一つが、不安なんですよね。不安。それからもう一つ大きな無気力

というのがあるのですが、そのひとつの不安という要素にポイントを置くと、１５ページ。これも僕

も今までそういうふうに見て来たのですけれども、各論になって申し訳ないのですが、学校適応指導

事業というのがありますけれども、これは果たして、こういうことなのかなと、これは１７ページの

一番最後の、施策の評価の上の方、「不登校児童生徒の学校適応指導教室で」という一文ですが、教
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室への復帰、次の行の「全員が復帰」、その次の行「児童生徒とその保護者が安心して学校へ復帰」

ということで、「復帰」という文字が３つ出てきます。僕がずっと以前から思っていたのですが、不

登校というのが果たして学校に、復帰をさせるということがポイントなのか。それとも今の社会情勢

から、学校ということではなくて、その学校に行けない子ども達が教育を受ける機会を得る、新しい

ものを作る必要があるのかという議論はあると思うんです。現在２２プラス１１校の小中学校に、子

供達が通っていると、いうことを前提とすると、「復帰をさせる」ということで、教育委員会を含め、

いろいろと事業をやっていただいていると思っています。そうすると学校適応指導ということは、学

校に適応するように指導するんだよということになるのですが、この不安があるという子供達にとっ

ては、学校に復帰をできるように支援をして欲しいという事業じゃないのかなと、そうなるとその事

業というのは、学校復帰支援事業じゃないかと、いうことで全てを見ると、不登校ということに対し

て、ちょっと見方が変わってくるのかなというふうに思いました。従って、今更ということも思うん

ですけれども、もし可能であれば、来年以降、この辺のことももし、検討していただければなという

ふうに思いまして、今日は施策のことなんですけれども、意見を述べさせていただきました。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「なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）他にないようですので、これより採決をいたします。「議案第５０号 平成３１

年度教育に関する事務の管理及び執行の状況について」原案どおり可決することにご異議はございま

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。 

 

（池野和己 教育長）次に、「議案第５１号 上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規

程の一部を改正する訓令の制定について」説明をお願いします。 

 

（小林克哉 教育総務部長）議案第５１号につきましては、柳川スポーツ振興課長が説明申し上げます。 

 

○議案第５１号 上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程の一部を改正する訓令の

制定について 

（柳川忠明 スポーツ振興課長）議案書の２ページをお願いします。「議案第５１号 上尾市教育委員

会の権限に属する事務の決裁に関する規程の一部を改正する訓令の制定について」でございます。提

案理由ですが、上尾市立東小学校屋外運動場夜間照明施設を廃止したことに伴い、所要の改正をした

いので、この案を提出するものです。議案資料の１ページをご覧ください。上尾市教育委員会の権限

に属する事務の決裁に関する規程、別表第２ 教育総務部スポーツ振興課の表１の項中第５号、当該

施設の使用料の徴収、減免、還付に関する事務を削り、以下の各号を繰り上げるものでございます。

以上説明とさせていただきます。 
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（池野和己 教育長）ありがとうございました。ただ今議案第５１号につきまして、説明いただきまし

たが、質疑、意見はございますか。 

 

（池野和己 教育長）よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）特にないようですので、採決をいたします。「議案第５１号 上尾市教育委員会

の権限に属する事務の決裁に関する規程の一部を改正する訓令の制定について」原案どおり可決する

ことにご異議はございませんか。 

 

～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。 

 

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」でございますが、本日、報告事項が１件追

加され、報告事項は６件でございます。順次報告をお願いします。 

 

（小林克哉 教育総務部長）上尾市教育委員会１０月定例会報告事項のご用意をお願いいたします。

「報告事項１ 令和元年上尾市議会９月定例会について」は、全体概要を西嶋教育総務部次長より、

一般質問につきましては両部の部長より報告申し上げます。その後、「報告事項２ 第６１回上尾市

民体育祭の結果について」及び「報告事項３ 第３２回２０１９上尾シティマラソンの参加申込状況

について」は柳川スポーツ振興課長が、とびまして「報告事項６ 台風１９号被害状況報告について」

は森泉教育総務課長が報告申し上げます。 

 

○報告事項１ 令和元年上尾市議会９月定例会について 

（西嶋秋人 教委育総務部次長）恐れ入ります。報告事項１ページをお願いいたします。「報告事項１ 

令和元年上尾市議会９月定例会について」ご報告いたします。会期は、令和元年８月３０日から９月

２０日までの２２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１６号「平成３０年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定について」につきましては、決算特

別委員会において閉会中、継続審査となり、１２月議会で議決をいただくこととなります。議案第２

２号「平成３１年度上尾市一般会計補正予算（第４号）」につきましては、賛成多数で原案が可決さ

れました。この議案は、１０月１日から幼児教育・保育の無償化が始まることに伴い、平方幼稚園の

利用者負担額が、１０月からゼロとなることから、当初予算歳入額を減額し、財源内訳を変更するも

のでございました。つづきまして、議案第３１号 上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、議案第３２号 上尾市立東小学校屋外運動場夜間照明施設使用料

条例を廃止する条例の制定について、議案第４２号 工事請負契約の締結について、議案第４６号 

損害賠償の額を定め、和解することについて、以上４件の議案につきましては、全会一致により、原

案のとおり可決となりました。続いて、議案第５０号「教育委員会委員の任命について」につきまし

ては、全会一致で原案が同意されました。１１月１９日で任期満了となる中野委員の再任について、

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、
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市政に対する一般質問につきましては、両部長から御報告いたします。 

 

（小林克哉 教育総務部長）別冊の「令和元年上尾市議会９月定例会 市政に対する一般質問 答弁要

旨」をお願いいたします。教育総務部関連では、８人から質問がありました。５ページ上から５つ目

の●ですが、浦和三郎議員から、「自校方式の給食調理室への冷暖防設備設置について」の中で、

「冷房設備設置に至らない大きな課題は何か」などの質問がありました。冷房設備設置は、学校施設

整備全体の中で検討しており、児童生徒の安心・安全な教育環境の確保を念頭に、緊急性や安全性、

衛生面を優先して施設整備を行っていること。給食調理室への冷房設備の整備は、一般的な教室と比

べ、エアコン設置に大きな費用が掛かることが課題であることなどを答弁しました。６ページをお願

いします。前島るり議員から、「学習の遅れや生活に困難を抱える子どもへの支援について」の中で、

３つ目の●ですが、今年度から本市で実施している放課後子ども教室の中で小学生の学習支援も可能

と聞いているが、実施予定はあるかとの質問がありました。上尾市では、大石公民館・原市公民館を

会場に放課後子供教室を開催しているが、放課後子供教室の課題は、子供たちにとって適切な居場所

を確保することであるが、ここで学習支援を行う場合には、人材の確保を含めた学校・家庭・地域の

協力体制の整備も課題となると考えていると答弁しました。また、「体育館へのエアコン設置につい

て」の中で、３つ目の●ですが、学校生活における体育館エアコン設置の必要性をどうとらえている

かとの質問がありました。体育館は、体育等の学習やクラブ活動、学校行事など、様々な教育活動を

行う場所であり、中学校においては、夏休みも部活動で使用していること。現在、エアコン未設置の

特別教室もあることから、体育館、特別教室等へのエアコン設置については、学校施設整備全体の中

で検討していきたいと答弁しました。７ページをお願いします。戸口佐一議員から、「上尾の歴史を

伝える取り組みを」の中で、４つ目・５つ目の●になりますが、尾山台団地で行われているような遺

跡展示会は他の地域でも行われているのか、また、上尾市の資料館設置構想について質問がありまし

た。「尾山台遺跡と周辺の遺跡展」の他、毎年、自然学習館を会場に、地域振興公社と共催で行う文

化財展を、また、不定期で市民ギャラリーや市役所ギャラリーで特別展を開催しており、昨年度は市

役所ギャラリーで市制施行６０周年記念「写真・映像で振り返る上尾のあゆみ」展を開催したこと。

また、現在、上尾市に資料館の設置構想はないことを答弁しました。８ページをお願いします。渡辺

綱一議員から、「上尾市の文化財について」の中で、一番下の●ですが、出土品の常設展示場の設置

を考えているかについて質問がありました。教育委員会としても、その必要性については十分に認識

しているところであり、上尾の文化財を効果的に保存・活用できるよう、今後も検討していくと答弁

しました。９ページをお願いします。池田達生議員から、「安心して小中学校生活が送れるために」

の中で、体育館にエアコンの入っている小中学校はどこか。また、エアコンを入れる必要性について

の見解と予定について質問がありました。市内の小中学校で、体育館にエアコンが設置されている学

校はないこと。体育館のエアコン整備については、学校施設整備全体の中で検討していきたいと答弁

しました。１１ページをお願いします。糟谷珠紀議員から、「図書館行政の充実を」と題し質問があ

りました。３つ目の●ですが、第３次図書館サービス計画の策定に向けて今年度行っている実務や作

業については、との問いに、今年度は、今後の上尾市図書館の目指すべき姿を描き、多くの市民にと

って魅力的な図書館となるよう、図書館の基本的な方針となる「上尾市図書館の在り方」の検討に着

手し、現在、上尾市図書館協議会での審議に向けた準備を進めていること。また、審議の参考とする

ために、図書館を利用したことのない方も含めた図書館に関する市民アンケートを既に実施しており、

今後、この結果の検証作業を進めるほか、利用者アンケート等の実施も検討していると答弁しました。

１３ページをお願いします。平田通子議員から、「非核平和活動の推進を」の中で、社会教育におけ

る平和教育の実施状況について質問がありました。今年度、大谷公民館主催の高齢者学級のなかで、
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６月に歴史講座として『上尾の戦中・戦後を知ろう』という講座を実施したことを答弁しました。１

５ページをお願いします。大室尚議員から、「スポーツ推進について」の中で、オーストラリア柔道

チームとどのような交流をしているのかについて質問がありました。今年１月にオーストラリア代表

のジュニアチーム１５名が来日し、上尾市主催の柔道教室において、オーストラリアでの練習方法を

ともに行うなどの交流稽古をしたこと。８月には、オリンピック選手を擁する代表チーム１４名が来

日し、県立武道館の少年柔道教室において、交流稽古を行ったことを答弁しました。教育総務部関連

は以上でございます。 

 

（伊藤潔 学校教育部長）学校教育部に関係する一般質問は、１４名の議員から頂きました。「答弁要

旨」資料の１ページを、お願いいたします。尾花議員から、主権者教育についてご質問をいただきま

した。早い段階で当事者意識を醸成していくことは重要であると認識しており、先進的な取組につい

て、各小・中学校に情報提供していくことを答弁いたしました。星野議員から、学校の諸問題につい

てと、子宮頸がん予防ワクチン接種についてご質問をいただきました。働き方改革に向けた各学校及

び教育委員会の取組の現状について答えるとともに、保護者・地域の理解と協力を促進し、教職員が

心身共に健康な状態で子供たちの指導に専念できる環境を整えていくことが課題であると答弁いたし

ました。また、現在学校では、がん予防啓発冊子「やさしいがんの知識」を中学２年生全員に配布し

ていることを答弁いたしました。２ページを、お願いいたします。戸野部議員から、医療的ケア児の

支援状況についてご質問をいただきました。現在、小・中学校で受け入れている医療的ケア児はいな

いこと、また、就学相談については、関係施設や幼稚園、保育所等から情報が入ってきた段階で、市

の関係機関等と連携しながら、早期から進めていることを答弁いたしました。田中議員から、学校の

諸問題について、何点かご質問をいただきました。熱中症予防について、暑さ指数が３１℃を超え、

警報が出された際は、原則として運動は中止し、また、熱中症の疑いのある場合には、水分補給、身

体の冷却、病院への搬送等適切な処置を行うことを答弁いたしました。水泳指導については、見守る

教員の人数は３人以上が望ましいこと、児童生徒の習得目標等について答弁いたしました。不登校児

童生徒について、学校では、学期のスタートの際には、新学期への心の準備や、不安などを解消でき

るように、電話連絡や家庭訪問等を行っていること、また、担任、学年の職員、部活動顧問、養護教

諭等が連携して対応しており、さわやか相談室相談員等の協力を得て相談を進めるケースもあること

を答弁いたしました。４ページを、お願いいたします。浦和議員から、自校方式の給食調理室への冷

暖房設備設置についての中で、「給食調理において、何が一番の問題点と認識しているか」との質問

をいただき、衛生管理と作業安全の確保に課題があると認識していると答弁いたしました。６ページ

を、お願いいたします。前島議員から、学習の遅れや生活に困難を抱える子どもへの支援についてご

質問をいただきました。県の「中学生学力アップ教室事業」を上尾市が実施することについて、学習

支援員及びボランティアや活動場所・予算の確保、学校・家庭・地域の協力体制の構築などが課題で

あることを答弁いたしました。７ページを、お願いいたします。戸口議員から、上尾の歴史を伝える

取組についてご質問をいただきました。民具・農具を資料室等に保管してある小学校は４校あり、他

の学校からの見学会はないが、１校が、学校公開の際に保護者や地域に公開していることを答弁いた

しました。新藤孝子議員から、主権者教育についてご質問をいただきました。児童生徒が、社会の中

で自立してたくましく生き抜く力を育み、よりよい社会を実現するため、他者と連携、協働できる資

質を身に付けることが重要であると答弁いたしました。９ページを、お願いいたします。井上議員か

ら、若者支援についてご質問をいただきました。不登校の児童生徒数、高等学校等進学者数、進学率

について答弁いたしました。海老原議員から、子供支援についてご質問をいただきました。米飯給食

が、現在、全体の約６割となっていること、和食の取組については、ご飯を主食とした主菜、副菜、



- 10 - 

汁物の献立や季節ごとの行事食、地域の郷土料理を積極的に取り入れていることを答弁いたしました。

また、上尾市産の食材は、米やトマトの他、じゃがいも、玉葱、ブロッコリー、にんじんなど、小学

校ごとに活用しており、引き続き、地産地消の観点から、関係機関及び生産者との連携を深めていく

旨答弁をいたしました。池田議員から、安心して小中学校生活が送れるためにとして、何点かご質問

をいただきました。プログラミング教育は、情報活用能力の育成を目的とし、算数、理科、総合的な

学習の時間などで、論理的思考力を身に付けるための学習を行うこと、英語教育は「進んで英語を話

せる 上尾の子を育てる」ことを目指して、９年間を見通した英語力向上プランを実施しており、今

年度は、小学校に２名の専科教員を配置している旨答弁いたしました。１２ページをお願いいたしま

す。平田議員から、すべての子供たちの学びの保障をについてご質問をいただきました。スクールソ

ーシャルワーカーについて、今年度４人を配置しており、家庭訪問、児童生徒・保護者との面談、関

係機関とのネットワークづくりを支援するなど、児童生徒の置かれている環境への働きかけを行って

おり、児童生徒２５人を支援したことを答弁いたしました。また、今年度、日本語指導職員が対応し

ている児童生徒は、小学生２４人、中学生７人であり、多様な言語環境や個々の言語能力に応じて対

応していくことが課題であると答弁いたしました。１３ページをお願いいたします。小川議員から、

小中学校へのタブレット導入後の状況についてご質問をいただきました。導入ソフトについては、主

体的、対話的で深い学びの視点に立った授業を展開するために効果があると判断したものを入れたこ

と、毎日１コマ分、４５分から５０分程度、無線ＬＡＮ環境下においてタブレットを利用できるよう

にすることを目標としている旨答弁いたしました。１５ページをお願いいたします。新道龍一議員か

ら、拉致問題についてご質問をいただきました。拉致問題についての指導案には、国が作成した授業

の実践例や、埼玉県が作成した学習指導案があり、学校では、社会科の教科書や啓発アニメ「めぐみ」

などを活用している旨答弁いたしました。学校教育部からは以上でございます。 

 

○報告事項２ 第６１回上尾市民体育祭の結果について 

（柳川忠明 スポーツ振興課長）「報告事項２ 第６１回上尾市体育祭の結果について」ご報告いたし

ます。報告事項２ページをお願いします。１０月１３日（日）、上尾運動公園陸上競技場において、

第６１回上尾市民体育祭を開催する予定でございましたが、台風１９号の接近により中止いたしまし

た。関東地方には体育祭前日の１２日（土）に最接近し１３日未明まで暴風雨となり、その後、朝に

は晴天となる予報でしたが、台風が通過した後も、引き続き強風圏内である可能性が高いことから、

市民の安全を最優先に考え判断したものでございます。教育委員の皆様にも、開会式にご参列いただ

く予定でしたが、ご理解いただければと思います。 

 

○報告事項３ 第３２回２０１９上尾シティマラソンの参加申込状況について 

（柳川忠明 スポーツ振興課長）続きまして、３ページをお願いします。「報告事項３ 第３２回２０

１９上尾シティマラソンの参加申込状況について」ご報告いたします。１０月７日（月）現在の申込

み者数は８，４１０人で、内訳につきましては記載のとおりございます。なお、人数は確定数字でご

ざいます。また、招待選手の川内優輝さんにつきましては、ハーフの部を走っていただき、ゲストの

上尾市出身の岡田久美子さんには、ランナーの見送りや、表彰の授与など行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。 

 

○報告事項６ 台風１９号被害状況報告について 

（森泉洋二 教育総務課長）「報告事項６ 台風１９号被害状況報告について」でございます。１０月

１２日から１３日にかけて、各地で大きな被害をもたらした台風１９号でございますが、１２日午後
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から１３日の未明にかけて上尾市に影響をおよぼしました。最大時間雨量は、１２日の１０：００か

ら１１：００に２５．０ｍｍ、最大瞬間風速は、１２日の２２：００から２３：００に毎秒３１．３

ｍでした。台風１９号に対し、市では、１２日昼１２：００に 警戒態勢１号配備の職員配備態勢を

取り、緊急対策会議を設置しました。そして、同日１５：００に非常態勢１号配備とし、市長を本部

長とする災害対策本部を設置しております。また、１２日午前１０：００に小・中学校８か所を含む

１３か所の避難所を開設しました。さらに、１７：００には、小・中学校１５か所を含む避難所１７

か所を開設し、合計３０か所の避難所を開設しました。最大避難者数は、３９１世帯で９９９名でし

た。台風接近に伴う、避難に関する情報では、１２日１３：００に荒川・江川沿い１４地区、鴨川沿

い８地区、芝川沿い８地区に対し、警戒レベル３の避難準備・高齢者等避難開始を発令しております。

そして、同日１６：００に荒川・江川沿い１４地区に対し、警戒レベル４の避難勧告を発令しており

ます。市の被害状況でございますが、道路冠水が３７件で、うち交通止めが３３件でした。また、床

上・床下浸水が、平方上宿、平方南区で２９件ございました。なお、停電被害はありませんでした。

教育委員会施設の被害状況につきましては、小・中学校３３校、平方幼稚園で雨漏りが２３校、倒木

が４校、樹木の大きな枝折れが３校、その他に６校で、体育館窓ガラスの破損、プール常設テントの

破損等などがございました。その他、図書館本館、分館３館、公民館４館、畔吉集会所で、雨漏りが

あり、平方野球場では、小屋の床上浸水、防護ネットの破損がありました。報告は以上でございます。 

 

（伊藤潔 学校教育部長）「報告事項４ 令和元年９月 いじめに関する状況について」及び「報告事

項５ 令和元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」は太田副参事兼指

導課長が報告申し上げます。 

 

○報告事項４ 令和元年９月 いじめに関する状況について 

（太田光登 指導課長）４ページをお開きください。「報告事項４ 令和元年９月 いじめに関する状

況について」でございます。５ページの資料をご覧ください。新規認知は、小学校１７件、中学校１

０件。解消に向けて取組中が小学校６３件、中学校４８件。解消は、小学校６件、中学校２件となっ

ております。 

 

○報告事項５ 令和元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 

（太田光登 指導課長）続きまして６ページ「報告事項５ 令和元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。各種目の結果は、本日お配りいたしました別紙の

資料のとおりでございます。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。ただ今、６件の報告事項につきまして説明をいただき

ました。委員の皆様の方から、質問、ご意見等ありましたらお願いいたします。 

 

（内田みどり 委員）５ページのいじめについて質問させていただきます。いじめの状況ということで、

本年９月、かなり増えてきていると思いますが、どのぐらいの間隔のものを上げてきているのかとい

うのが不明なのですが、保護者としては、やはり小さないじめを小さなうちに無くして欲しいという

ことがやはり一番大切だと思います。小学校、中学校でも保護者としていた時に結構いじめがあった

と感じたのですが、この数で言いますと小学校２２校、中学校１１校ありますが、まだ上げてきてい



- 12 - 

ない学校があると思うんです。全部の学校で数が上がってきているかどうか、全く無い学校というの

はあるのでしょうか。 

 

（太田光登 指導課長）全く無い学校もありますが、この報告につきましては、被害を受けた子の立場

に立って、その子が嫌な思いをしたものについては、身体的、心理的、そういったものを含めて全て

報告上げるようにしています。報道では、陰湿ないじめ等報道されているところではありますが、悪

口やからかい、冷やかし、そういったものも全て報告としてあげるようにしています。以上です。 

 

（内田みどり 委員）その場合ですと、全く無いという学校の場合は、全然そういう悪口関係がないと

いうことでしょうか。親的には悪口を言われるということもいじめの一つだと感じるんですね。それ

が全く無いというのが不思議だなと思います。 

 

（太田光登 指導課長）その辺の認識もやはり被害を受けた子の立場にたって、くれぐれも見逃しをゼ

ロにして報告を上げるように、校長会議等を通して、各学校に指導しているところであります。 

 

（内田みどり 委員）是非、大きくなってからのいじめというのは解決が凄く難しい気がします。小さ

いうちになるべく子供達が傷つかないうちに解決していただけるように、是非よろしくお願いいたし

ます。 

 

（大塚崇行 委員）上尾シティマラソンについて質問させていただきます。今回、前回と比べると３０

０人強のマイナス、人数が減っているということですが、去年の資料を調べさせていただきましたら、

減っているのが３ｋｍの部、小学生が３００人以上減っているという、３６４人減っているというこ

とです。前年度は９８５名で今年度６２１名ということで、３分の１の数が減っているということで、

何か要因があるのでしょうか。 

 

（柳川忠明 スポーツ振興課長）大塚委員さんのおっしゃる通り、ハーフの部と５ｋｍの部につきまし

ては、ほぼ例年通りでございます。３ｋｍの部が約３６０人程減となっております。これにつきまし

ては、これまではで小学校の学校の先生を通して、取りまとめをしておりましたけれども、今はです

ね、インターネット、又はコンビニ等での申し込み、支払い等が可能になったことから、学校の先生

の働き方改革もありまして、個人の申し込みということで、若干減っております。 

 

（伊藤潔 学校教育部長）その理由もあり、それから児童、生徒数そのものが、今毎年どんどん減って

いて、因みに昨年度と、今年との比較で言うと、３００人人口が減っています。そういった様々な要

因が考えられます。 

 

（大塚崇行 委員）はい。わかりました。 

 

（中野住衣 委員）先ほども出ていましたいじめに関する状況の内容に係るものです。本日の議案にあ

りました事務に関する点検評価を読んでいきますと、いじめ対策事業の中に、ＳＳＷの活用というの

があるんですね。いじめの報告が上がったその事例にＳＳＷがどのように具体的に関わっていくのか

わからないので、それについて教えていただきたいと思います。以上です。 
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（太田光登 指導課長）ＳＳＷの関わりについてはですね、児童、保護者との面談を通して、気持ちを

和らげ、また学校と関係機関を結ぶ、そのネットワークづくりを支援しているところでございます。 

 

（中野住衣 委員）スクールソーシャルワーカー、ＳＳＷというのは、不登校の小学生を対象に支援を

するものと捉えています。それがこのいじめに対してもＳＳＷが活用されているとなると不登校の対

応といじめの対応というのが、両方をスクールソーシャルワーカーの職務として内容が入ってきてい

るということで捉えて良いのでしょうか。 

 

（太田光登 指導課長）ＳＳＷはあくまで、不登校対策のものでありまして、いじめにかかるものとい

うのは、いじめに関わって、不登校になりつつある子供達への支援になります。 

 

（中野住衣 委員）いじめが発端になって、不登校になったケースのような場合にはＳＳＷが対応する

ということでよろしいですね。わかりました。 

 

（池野和己 教育長）他にございますか。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）ありがとうございました。それでは、報告につきましてはこれで終了したいと思

います。 

 

日程第６ 今後の日程報告 

（池野和己 教育長）続いて「日程第６ 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、１１月の主な日程をご案内させていただきます。生涯学習に関

する分野では、第３５回上尾市文化芸術祭が１１月２日から４日まで、上尾市コミュニティセンター

で開催されます。１０日には、第４６回上尾市民音楽祭（合唱祭）が上尾市文化センターで開催され

ます。スポーツ振興の分野では、第３２回２０１９上尾シティマラソンが１１月１７日に開催されま

す。１１月定例教育委員会は、１１月２２日、午前９時３０分から開催予定でございます。日程は、

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。日程に関して何か質問等ございますか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）最後に、全体を通して、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～ 

 

（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～ 

 

日程第７ 閉会の宣告 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。それでは、本日予定されておりました日程は以上です

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。たい

へんお疲れ様でございました。 

 

令和元年１１月２２日   署名委員 中野 住衣 

 


