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令和４年上尾市教育委員会４月定例会 会議録 

１ 日  時  令和４年４月２０日（水曜日） 

開会 午前９時３０分 

閉会 午前１０時３２分 

２ 場  所  上尾市役所 ７階教育委員室 

３ 出席委員  教育長 西倉剛 

教育長職務代理者 大塚崇行 

委員 内田みどり 

委員 小池智司 

委員 谷島大 

委員 矢野誠二 

４ 出席職員  教育総務部長 小田川史明 

         教育総務部次長 清水千絵 

学校教育部長 太田光登 

学校教育部次長 加藤浩章 

学校教育部副参事 兼 学務課長 田中栄次郎 

学校教育部副参事 兼 指導課長 兼 教育センター所長 瀧澤誠 

教育総務部 教育総務課長 池田直隆 

教育総務部 生涯学習課長 角田広高 

教育総務部 図書館長 山内正博 

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 松木ヒロシ 

学校教育部 中学校給食共同調理場所長 小林正和 

書記  教育総務課副主幹 上山英樹 

教育総務課主査 田中輝夫 

教育総務課主事 斎藤文香 

５ 傍 聴 人  ５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 ３月定例会会議録及び令和４年第２回臨時会会議録の承認 

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１８号 上尾市スポーツ推進審議会委員の任命について 

議案第１９号 上尾市学校運営協議会委員の任命について 

議案第２０号 上尾の摘田・畑作用具保存活用検討委員会委員の委嘱について 

日程第５ 報告事項 

報告事項１ 令和４年上尾市議会３月定例会について 

報告事項２ 令和５年上尾市成人式（仮称）について 

報告事項３ 令和４年度の文化芸術関係催事について 

報告事項４ 住民監査請求に係る監査結果について 

報告事項５ 令和３年度上尾市図書館事業実績の概要について 

報告事項６ 令和４年度研究委嘱について 

報告事項７ 令和４年度上尾市立小・中学校運動会及び体育祭日程について 

報告事項８ 上尾市学校運営協議会委員の任命について 

報告事項９ 令和４年３月 いじめに関する状況について 

報告事項１０ 産業医の委嘱について 

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 

（西倉剛 教育長）ただ今から、令和４年上尾市教育委員会４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。 

 

（池田直隆 教育総務課長）５人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いたします。 

 

（西倉剛 教育長）傍聴を許可いたします。ご案内をお願いします。 

 

～傍聴人入場～ 

 

（西倉剛 教育長）傍聴者の皆様に申し上げます。傍聴にあたっての注意事項を傍聴券の裏面に記載し

ておりますので、お読みいただき会議の進行にご協力をいただきますようお願いいたします。それで

は、日程に従いまして、会議を進めます。 

 

日程第２ ３月定例会会議録及び令和４年第２回臨時会会議録の承認 

（西倉剛 教育長）それでは、「日程第２ ３月定例会会議録及び令和４年第２回臨時会会議録の承認」

についてでございます。３月定例会会議録及び令和４年第２回臨時会会議録につきましては、事前に

お配りして、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お伺いしたいと存じますが、

いかがでしょうか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（西倉剛 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～ 

 

（西倉剛 教育長）異議ないものと認め、３月定例会会議録については小池委員に、令和４年第２回臨

時会会議録については谷島委員に、それぞれご署名いただき、会議録とします。 

 

日程第３ 会議録署名委員の指名 

（西倉剛 教育長）続いて、「日程第３ 会議録署名委員の指名」を行います。本定例会の会議録署名

委員は、矢野委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

（矢野誠二 委員）はい。 

 

日程第４ 議案の審議 

（西倉剛 教育長）続きまして、「日程第４ 議案の審議」でございます。本日は３件の議案が提出さ

れております。それでは、「議案第１８号 上尾市スポーツ推進審議会委員の任命について」説明を

お願いいたします。 
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（小田川史明 教育総務部長）議案第１８号につきましては、柳川スポーツ振興課長よりご説明申し上

げます。 

 

（柳川忠明 スポーツ振興課長）「議案第１８号 上尾市スポーツ推進審議会委員の任命について」で

ございます。議案書１ページをお願いいたします。初めに提案理由ですが、委員に欠員が生じたため、

上尾市スポーツ推進審議会条例第４条の規定により、その後任として任命したいので、この案を提出

するものです。これは、３号委員であります上尾市小学校体育連盟の会長が退職により当該身分を失

い欠員が生じたために任命するものです。なお、任期は令和４年１０月３１日までです。説明は以上

でございます。 

 

（西倉剛 教育長）ありがとうございました。ただいま、議案第１８号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、ご意見等ありましたらお願いいたします。 

 

（西倉剛 教育長）よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

（西倉剛 教育長）特にないようですので、これより採決いたします。「議案第１８号 上尾市スポー

ツ推進審議会委員の任命について」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～ 

 

（西倉剛 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。続きまして、「議案第１９号 

上尾市学校運営協議会委員の任命について」説明をお願いいたします。 

 

（太田光登 学校教育部長）議案第１９号につきましては、瀧澤指導課長よりご説明申し上げます。 

 

（瀧澤誠 指導課長）「議案第１９号 上尾市学校運営協議会委員の任命について」でございます。議

案書２ページをお願いいたします。これは、各校に設置される学校運営協議会の委員について、上尾

市立平方東小学校において１名追加して任命したいので、この案を提出するものでございます。委員

の任期は、令和５年３月３１日までとなっております。説明は以上でございます。 

 

（西倉剛 教育長）ありがとうございました。ただいま、議案第１９号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、ご意見等ありましたらお願いいたします。 

 

（西倉剛 教育長）よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

（西倉剛 教育長）特にないようですので、これより採決いたします。「議案第１９号 上尾市学校運

営協議会委員の任命について」原案どおり可決することにご異議ございませんか。 
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～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（西倉剛 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。続きまして、「議案第２０号 

上尾の摘田・畑作用具保存活用検討委員会委員の委嘱について」説明をお願いいたします。 

 

（小田川史明 教育総務部長）議案第２０号につきましては、角田生涯学習課長よりご説明申し上げま

す。 

 

（角田広高 生涯学習課長）「議案第２０号 上尾の摘田・畑作用具保存活用検討委員会委員の委嘱に

ついて」でございます。議案書３ページをお願いいたします。上尾の摘田・畑作用具保存活用検討委

員会の委員に欠員が生じたため、上尾の摘田・畑作用具保存活用検討委員会条例第３条第２項の規定

により、その後任の委員を委嘱したいので提出するものでございます。今回委嘱する山田良平氏は上

尾市観光協会の事務局長で、前任の町田洋一委員が３月３１日付で上尾市観光協会事務局長の職を離

れたため、後任として委嘱するものでございます。任期は令和５年７月３１日まででございます。説

明は以上でございます。 

 

（西倉剛 教育長）ありがとうございました。ただいま、議案第２０号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、ご意見等ありましたらお願いいたします。 

 

（西倉剛 教育長）よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

（西倉剛 教育長）特にないようですので、これより採決いたします。「議案第２０号 上尾の摘田・

畑作用具保存活用検討委員会委員の委嘱について」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～ 

 

（西倉剛 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。 

 

日程第５ 報告事項 

（西倉剛 教育長）続きまして、「日程第５ 報告事項」に移りたいと存じます。本日予定されている

報告事項は１０件でございます。それでは、各報告事項について、説明をお願いします。 

 

（小田川史明 教育総務部長）「報告事項１」につきましては、会期及び市長提出議案については清水

教育総務部次長より、また市政に対する一般質問につきましては両部部長より、「報告事項２」及び

「報告事項３」につきましては角田生涯学習課長より、「報告事項４」につきましては柳川スポーツ

振興課長より、「報告事項５」につきましては山内図書館長よりご説明申し上げます。 

 

○報告事項１ について 

（清水千絵 教育総務部次長）「報告事項１ 令和４年上尾市議会３月定例会について」報告いたしま

す。報告事項１ページをお願いいたします。会期は、令和４年２月１８日から３月２３日までの３４
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日間で開催されました。市長提出議案のうち、教育関連についてご報告いたします。「議案第１号 

令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１４号）」につきましては、全会一致にて原案のとおり可決

となりました。教育関係の歳入予算の補正額は、全体で１億４,８４９万８千円の減額となっておりま

す。歳出予算の補正額は、全体で３億４,５０１万円の減額などとなっております。また、繰越明許費

の補正額は、４３２万３千円となっております。続きまして、「議案第５号 令和４年度上尾市一般

会計予算」につきましては、全会一致にて原案のとおり可決となりました。教育費の歳出予算の額は、

５６億４,２２３万６千円となっております。次に「議案第１２号 上尾市不登校対策推進委員会条例

の制定について」は、全会一致にて原案のとおり可決となりました。また、「議案第１７号 上尾市

民体育館条例の一部を改正する条例の制定について」は、賛成多数にて原案のとおり可決となりまし

た。「議案第１８号 上尾市平塚サッカー場条例の一部を改正する条例の制定について」は、全会一

致にて原案のとおり可決となりました。「議案第３８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。これは令和４年３月３１日で退任となる中野委員に変わ

り、矢野氏の任命について、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。「議案第３９号 教育委員会教育長の任命について」につきましては、全会一致で

原案が同意されました。これは令和４年３月３１日で退任となる池野教育長に変わり、西倉氏の任命

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。

私からは以上でございます。続きまして、市政に対する一般質問につきましては、両部部長からご報

告いたします。 

 

（小田川史明 教育総務部長）別冊の「令和４年上尾市議会３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。２ページをお願いしま

す。一番下の●ですが、田中一崇議員から、「学校運営について」の中で、平方幼稚園の今後の方針

や条例案の否決後に検討した事項についての質問がありました。昨年６月議会における条例案の否決

後、教育委員会では「少人数による教育の影響」、「市内の私立幼稚園の設置状況」、「市民全体に

対する税の配分の公平性」などの理由により、当分の間、園児募集の停止を判断したこと。現在の園

児が無事に卒園することができるよう努めるとともに、令和４年度当初予算に、施設の維持管理等に

必要な経費を予算計上していること。今後とも引き続き、市長部局ともしっかりと情報共有を図り、

市全体のこと、地域の課題などを踏まえた施設の有効活用など、様々な方策を検討していく、と答弁

しました。 

６ページをお願いします。下から３つ目の●になりますが、鈴木茂議員から、「シティズンシップ

教育について」の中で、クロームブックの１人１台所持をまず実現するべきだ。理由は、平等に教育

を受ける環境を整えてほしいと考えたからだ。」との提案が東中学校の生徒から出されています。ク

ラスの生徒数に応じたクロームブックがないとの事です。市が説明しているＧＩＧＡスクール構想と

矛盾していると思うのですが如何でしょうか、との質問がありました。端末は令和２年度のＧＩＧＡ

スクール構想の推進による国庫補助金を活用して、当時の生徒数に合わせて、端末を整備したこと。

学校によっては、多様な授業形態に対応するために、学習者用端末をパソコン教室に配置し、端末を

生徒間で共有しながら授業を展開する学校もあるが、端末の数は充足している状況であると答弁しま

した。 

１２ページをお願いします。下から４つ目の●になりますが、樋口敦議員から、「アーバンスポー

ツについて」の中で、スポーツ科学拠点施設の整備における県への要望について、市はどう考えてい

るか、との質問がありました。地元市としては、スポーツ科学拠点施設を中心に、上尾運動公園エリ

アが新たな魅力を発信し、賑わいのあるエリアとなるよう、県への要望に当たっては、園内へのスケ
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ートボードや３Ｘ３などのアーバンスポーツ施設の設置についても要望していく旨を答弁しました。 

続きまして、１６ページをお願いします。荒川昌佑議員から、「新型コロナの各種対応について」

の中で、上から２つ目の●ですが、小中学校の学習支援端末について、配備状況や、全生徒数分同仕

様の端末が用意されているかとの質問がありました。端末は、令和２年度のＧＩＧＡスクール構想の

推進による国庫補助金を活用して、当時の児童生徒数に合わせて整備したこと。端末の仕様は、平成

３０年度に中学校、平成３１年度に小学校のパソコン教室に整備したウィンドウズタブレットと、令

和２年度に整備したクロームブックの２種類があると答弁しました。 

１７ページをお願いします。上から２つ目の●ですが、戸口佐一議員から、「ゼロカーボンに向け

実効ある政策を」の中で、市内小学校においてどのような省エネの取り組みが行われているか、との

質問がありました。富士見小学校及び中央小学校に、屋上太陽光パネルによる太陽光の利用、トイレ

洗浄水等に雨水の利用をしていること。また、夏季の節電対策の一環として、緑の募金緑化事業交付

金を活用した、緑のカーテンの整備を進めると共に、学校節電対策マニュアル等に基づき、日頃の節

電に努めている、と答弁しました。 

２０ページをお願いします。下から３つ目の●になりますが、轟信一議員より、「プール更新計画

について」の中で、民間スイミングスクールを活用した、他市視察の結果についての質問がありまし

た。各施設ともにバスの停車場所から施設までの移動についての安全性が確認でき、児童生徒の動線

は分かりやすく、非常時の安全管理体制についても整っていること。また、民間のプール施設につい

ては、季節に左右されずに通年利用ができ、更衣室やプール室について、２から３クラス程度の児童

生徒が利用する広さ及び用具が確保されていることが確認できた、と答弁しました。 

２７ページをお願いします。下から２つ目の●になりますが、平田通子議員より、「子ども・地域

にとって最善の学校を」の中で、学校施設更新計画の見直しにあたり、地域コミュニティを大切にし

ながら、小学校１２学級、中学校９学級以下は認めない方針である適正規模・適正配置を見直すこと

が必要と考えるが見解を伺う、との質問がありました。教育長より、小規模校においては、児童生徒

一人一人の個別の活動機会を設定しやすいなどのメリットがある一方で、クラス替えができず、人間

関係が固定化しやすいなどのデメリットもあることから、学校規模の適正化が必要と考えていること。

学校施設更新計画の見直しにあたっては、学校施設の地域の拠点としての役割を十分考慮した上で、

学校の適正規模・適正配置について検討していく、と答弁しました。 

２９ページをお願いします。一番上の●ですが、大室尚議員より、「上尾市学校施設更新計画につ

いて」の中で、更新計画についての市長の見解を伺う、との質問がありました。市長より、現在、市

内学校施設の耐用年数が迫る中で、更新の検討を先送りすることはできないものであること。ご指摘

のとおり、魅力ある街づくりを進め、定住促進を図る観点からも、公共施設の複合化や良質な教育環

境の整備は非常に重要な要素であると考えていること。今後の学校施設更新計画の見直しや学校再編

を進めるに当たっては、市長として、上尾の将来を担う子ども達のために、安心安全な教育施設と複

数クラスを基本とした適切な教育環境の実現を見据えて、しっかりと見直していく、と答弁しました。

教育総務部関連は以上でございます。 

 

（太田光登 学校教育部長）学学校教育部関連では、１７人から質問がありました。いくつか抜粋して

報告いたします。 

別冊資料の答弁要旨１ページをご覧ください。一番上の●ですが、小池佑弥議員から、「新型コロ

ナウイルス感染症に係る学級閉鎖の対応」について質問がありました。各学校では、教育委員会から

の通知、「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラ

イン」に基づき対応しており、教育委員会では、学校の情報を基に学級閉鎖等の可否及び期間の判断
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を行っている旨を答弁しました。 

２ページをご覧ください。上から２つ目の●になりますが、田中一崇議員から「オンライン授業の

履修扱い」について質問がありました。文部科学省が示すオンライン授業の二つの要件を満たし、再

度指導する必要がないものと判断される場合は、学習内容を履修したものとなる旨を答弁しました。 

３ページをご覧ください。下から２つ目の●ですが、田島純議員から「通学路の危険個所の点検」

について、質問がありました。学校は、学校安全計画に基づき、危険個所の把握に努めるほか、毎年

通学路の安全点検を実施しており、保護者や地域の方と合同で実施している学校もある旨を答弁しま

した。 

４ページをご覧ください。下から２つ目の●ですが、海老原直矢議員から、「不登校傾向がみられ

る児童生徒に対する初期段階での保護者支援や福祉部門との連携」について、質問がありました。保

護者からの相談については、担任や養護教諭のほか、スクールカウンセラーやさわやか相談室相談員

などが連携しながら学校全体で対応していること。様々な事情で登校できない児童生徒やその保護者

に対しては、初期段階から家庭訪問、電話連絡、教育相談等を実施する中で、ケースの状況に応じて、

関係福祉機関、教育センターの学校適応指導教室、スクールソーシャルワーカーによるアウトリーチ

支援等を紹介し、連携しながら対応に努めている旨を答弁しました。 

８ページをご覧ください。上から２つ目の●ですが、鈴木茂議員から、「全国的に教師の不足が問

題となっており、上尾市ではどうなっているのか」という質問がありました。代替教職員は、県教育

委員会への登録者からその候補者を探すことになっており、その登録者が年間を通して少ないため、

全県的に代替教職員を確保することが非常に困難な状況であり、本市においても同様である旨を答弁

しました。 

１１ページをご覧ください。下から３つ目の●ですが、浦和三郎議員から、「就学援助制度と、学

校給食費の多子世帯補助制度との違い」について、父・母・子供３人の世帯を例として質問がありま

した。就学援助制度は、経済的な理由から就学が困難と認められる児童生徒の保護者へ必要な経費の

一部を援助する制度で、対象児童生徒の給食費は３人とも支給される制度であり、一方、多子世帯補

助制度は、多子世帯の経済的負担を軽減し、子育て環境のさらなる充実を図るための制度で、第３子

以降に限定した支援である旨を答弁しました。 

１４ページをご覧ください。一番上の●ですが、戸野部直乃議員から、「幼保小連携推進事業の事

業内容」について、質問がありました。幼児教育推進協議会の運営、上尾市幼・保・小連携合同研修

会の実施及び幼児教育研究委嘱などである旨を答弁しました。 

１５ページをご覧ください。上から２つ目の●ですが、荒川昌佑議員から、「小学校休業等対応助

成金の周知」について質問がありました。教育委員会では、「新型コロナウイルス感染症による小学

校休業等対応助成金・支援金」について、県の通知に基づき複数回通知していること、その対象とな

る小学生の保護者及び中学校の特別支援学級に在籍する生徒の保護者には、連絡メールで周知してい

る旨を答弁しました。 

２１ページをご覧ください。下から２つ目の●ですが、轟信一議員から、「上尾市の小・中学校で

は、どのようなオンライン学習が行われているか」という質問がありました。各学校では、感染不安

や学級閉鎖等やむを得ず学校に登校できない児童生徒に対する学習保障の一環として、家庭と連携を

図り、オンラインドリル等の学習課題を提示したり、授業をライブで配信したりしている旨を答弁し

ました。 

２３ページをご覧ください。一番上の●ですが、池田達生議員から、「教員の長時間労働の原因と

対策」について、質問がありました。原因としては、学校を取り巻く環境が複雑化・多様化する中で、

学校の担う役割が拡大していること、働き方改革の対策としては、各学校において、学校行事や会議
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を精選するとともに、ICT機器を活用して校務を効率化したり、教材を共有したりするなどの業務改善

に努めていること、また、教育委員会として、アッピースマイルサポーター、スクールサポートスタ

ッフなどの配置やスクールソーシャルワーカーの派遣、及び教育センターにおける教育相談員の強化

並びに学校閉庁日の設定などにより、教職員の負担軽減を図っている旨を答弁しました。 

２９ページをご覧ください。下から２番目の●ですが、大室尚議員から、登下校時の安全を図る取

組について、質問がありました。現在児童に防犯ブザーを配布するほか、保護者や地域のボランティ

アの皆様に見守りの協力をいただいており、新たな手法については今後研究していく旨を答弁しまし

た。その他の質問につきましては、答弁要旨をご覧ください。学校教育部関連は以上でございます。 

 

○報告事項２ 令和５年上尾市成人式（仮称）について 

（角田広高 生涯学習課長）「報告事項２ 令和５年上尾市成人式（仮称）について」でございます。

２ページをお願いいたします。令和５年の成人式は、１月８日（日曜日）を予定しております。今年

と同様、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、３回に分けて実施します。１回目が午前１

０時２０分から１１時１５分まで、対象は太平中、大石中、南中、大谷中の各学校区、２回目が午後

０時２５分から１時２０分まで、対象は上平中、西中、大石南中、瓦葺中の各学校区、３回目が午後

２時３０分から３時２５分まで、対象は上尾中、原市中、東中の各学校区でございます。会場は上尾

市文化センターの大ホール、サテライト会場として小ホール、内容はアトラクションと式典の２部構

成でございます。対象は平成１４年４月２日から平成１５年４月１日の間に生まれた人で、平成２９

年度に中学校３年生だった方でございます。式の模様は、別途オンラインで対象者に限定配信する予

定でございます。ただし、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、式の実施そのものについて

あらためて検討いたします。なお、４月１日の民法の一部改正により、成年年齢が１８歳に引き下げ

られましたが、上尾市では令和５年以降も２０歳を迎える人を対象に式典を実施することを、令和２

年に決めております。しかしながら、民法の規定する「成年」という名称と、成人式の「成人」とい

う名称が混乱を生じやすいことから、現在、新しい名称を市民の方から広く募集しているところでご

ざいます。そのため、報告事項のタイトルを「令和５年上尾市成人式（仮称）」としております。報

告事項２の説明は以上でございます。 

 

○報告事項３ 令和４年度の文化芸術関係催事について 

（角田広高 生涯学習課長）「報告事項３ 令和４年度の文化芸術関係催事について」でございます。

３ページをお願いいたします。上尾市美術展覧会、上尾市民音楽祭につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症のため、令和２年度、令和３年度と２年連続で中止となりましたが、今年度は３年ぶりに

実施する予定でございます。日時と会場は記載のとおりでございます。説明は以上でございます。 

 

○報告事項４ 住民監査請求に係る監査結果について 

（柳川忠明 スポーツ振興課長）「報告事項４ 住民監査請求に係る監査結果について」でございます。

４ページをお願いいたします。東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業につい

て、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監査結果を報告します。 

「１．上尾市監査委員への請求書の提出日及び受理日」は、令和４年１月２７日でございます。 

「２．請求の内容」でございますが、パラリンピックイベントへ出演したオリンピアン所属の事業

者からの請求書に基づき支出負担行為票兼支出命令票を起票し、上尾市の公金として１００,０００円

を支出したことは「不当な公金の支出」であるため、教育委員会及び支出に責任を有する決裁者に対
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し、支出した額の返還措置を求めるというものでございます。 

「３．監査対象事項」としまして、令和３年８月１９日に実施予定でありました「東京２０２０パ

ラリンピック聖火ビジット」に伴うパラスポーツ競技体験イベントが中止されたにもかかわらず、イ

ベントゲスト出演料として報償費を支出したことは、不当な公金の支出に該当するかでございます。 

「４．監査対象部」としましては、教育委員会事務局教育総務部でございます。 

「５．監査結果」でございます。（１）令和３年８月１９日は、「聖火ビジット」に伴うイベント

として聖火展示、パラスポーツ競技体験イベント及び懇談の三つを予定していたところ、パラスポー

ツ競技体験イベントが中止になったが、残る二つのイベントを実施している。（２）支出は、これら

二つのイベントに出演したことに対するものであり、イベントの内容が当初の予定と異なるとしても

オリンピアンの時間を拘束したという事実は存在し、その対価として支出したと考えるのが相当であ

る。（３）報償費の額については、過去の実績等を勘案しており、社会通念上も高額とまではいえな

く、財務手続きについても市規則等に従っており、違法又は不当は見当たらない。以上のことから、

請求人が求める措置については理由がないことから、本件請求は棄却すると結果が出たところでござ

います。説明は以上でございます。 

 

○報告事項５ 令和３年度上尾市図書館事業実績の概要について 

（山内正博 図書館長）「報告事項５ 令和３年度上尾市図書館事業実績の概要について」でございま

す。１３ページをお願いいたします。上尾市図書館規則第２０条の規定に基づき、令和３年度におけ

る「事業実績の概要」を報告するものでございます。 

別冊「令和３年度 上尾市図書館 事業実績の概要」をお願いいたします。 

１ページをご覧ください。「１ 図書館資料の状況」ですが、上尾市図書館の視聴覚資料を含む資料

点数は、表の最下段の合計欄の一番右列、５９０,４５５点でございます。 

２ページをご覧ください。「２ 館別利用者数及び資料貸出数」ですが、表の最下段合計欄の、利用

者数は左から３列目３７６,４１２人、また、貸出合計は一番右列１,１５０,４７４点でございます。

昨年と比べ、利用者数、貸出総数ともに３割程度増加しておりますが、これは、コロナ対策としての

休館を行わなかったことが主な要因でございます。 

３ページをご覧ください。「３ 主な事業」ですが、「(１)電子図書館サービス」は、非来館型サー

ビスとして昨年９月１日に正式サービスを開始し、令和３年度実績は、タイトル数３１,７２３点、新

規利用者数１,１９８人、貸出数７,６２１件でございます。 

「(２)図書館まつり」は、令和３年度は例年通り、秋の読書週間に合わせ、埼玉県立近代美術館と

のコラボ企画「モネとピカソのひみつ」などの講座やイベントを実施し、合計約２００人の市民が参

加されました。 

「(３)ブックスタート事業」は、４か月健診で乳幼児と保護者に絵本の読み聞かせと、絵本の配布

を行う事業で、令和３年度はコロナ対策として読み聞かせを行わない形で実施しております。 

「(４)セカンドブック事業」は、小学校１年生を対象に絵本の読み聞かせと、読書手帳である「読

書パスポート」を配布する事業で、令和３年度はコロナ対策として説明動画を作成するなど工夫しな

がら実施しております。また、読書パスポートコンクールについても、例年通り実施しております。 

「(５)レファレンスサービス機能強化」は、図書館の情報サービスの充実を図るため、令和３年度

は、一般レファレンスデスクの設置のほか、夏休み児童・青少年レファレンスタイムを実施しており

ます。 

「(６)青少年サービス強化事業」は、通常の事業に加えて電子書籍の積極的な収集や、高校生によ

るおはなし会を企画・実施しております。 
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４ページをご覧ください。「(７)施設の改善・更新」は、コロナ対策として書籍消毒器やサーマル

カメラの設置、自動照明・自動水栓による非接触化工事、環境改善として本館１階の学習席の設置な

どを実施したほか、図書館本館の更新方針の策定にも着手しております。 

「４ 図書館協議会」ですが、令和３年度は、２回の協議会を開催し、「第３次上尾市図書館サービ

ス計画」の開始年度であることを踏まえ、主に進捗管理の運営方法や評価等について審議いただいて

おります。 

「５ 子どもの読書活動推進事業」ですが、子どもの読書活動支援センターが中心となり、家庭・地

域・学校と図書館が連携して、子供の読書活動の推進に資する講座やおはなし会のほか、講師派遣等

の支援を実施しております。説明は以上でございます。 

 

（太田光登 学校教育部長）「報告事項６」から「報告事項９」までにつきましては瀧澤指導課長より、

「報告事項１０」については松木学校保健課長より、ご説明申し上げます。 

 

○報告事項６ 令和４年度研究委嘱について 

（瀧澤誠 指導課長）１４ページをお開きください。「報告事項６ 令和４年度研究委嘱について」、

１５ページの委嘱研究校一覧のとおり報告いたします。今年度は発表日を６日設定しており、各日１

から２校の開催となっております。１６ページには、現在委嘱している小中学校の研究主題等が掲載

されておりますのでご確認ください。報告事項６の説明は以上でございます。 

 

○報告事項７ 令和４年度上尾市立小・中学校運動会及び体育祭日程について 

（瀧澤誠 指導課長）１７ページをお開きください。「報告事項７ 令和４年度上尾市立小・中学校運

動会及び体育祭日程について」でございます。１８ページの日程一覧をご覧ください。現時点で今年

度、春の開催を予定している学校が小学校で７校ございます。なお、運動会及び体育祭における教育

委員の訪問につきましては、今年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から行わないことと

いたしますので、よろしくお願い申し上げます。報告事項７の説明は以上でございます。 

 

○報告事項８ 上尾市学校運営協議会委員の任命について 

（瀧澤誠 指導課長）１９ページをご覧ください。「報告事項８ 上尾市学校運営協議会委員の任命つ

いて」でございます。こちらは、大石南小学校において１名、大石中学校において２名を追加して委

員に任命することをお諮りするものでございましたが、この２校におきましては、本定例会よりも前

の期日に第１回学校運営協議会が実施されるため、会議を招集する時間的余裕がないことから、上尾

市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第４条第１項の規定により、教育長が臨時に

代理して任命の処理をしましたので、ご報告するものでございます。報告事項８の説明は以上でござ

います。 

 

○報告事項９ 令和４年３月 いじめに関する状況について 

（瀧澤誠 指導課長）２０ページをご覧ください。「報告事項９ 令和４年３月いじめに関する状況に

ついて」でございます。令和４年３月は、小学校では認知件数４８件、解消１２９件、継続が今月の

認知分も含まずに１７５件、中学校では、認知件数４件、解消４９件、継続が３３件となっておりま

す。令和３年度の解消率は、小学校で７７.３％、中学校は７８.１％、合わせますと７７.４％となっ

ております。継続としているものは、いじめの事象自体は解決しているものの３か月という見守り期

間が経過していない、または保護者からの見守りの継続の要望があり、経過観察をしているものでご
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ざいます。報告事項９の説明は以上でございます。 

 

○報告事項１０ 令和４年１月 いじめに関する状況について 

（松木ヒロシ 学校保健課長）報告事項２３ページをお願いいたします。「報告事項１０ 産業医の委

嘱について」でございます。４名の医師を委嘱しましたのでご報告いたします。５０人を超える教職

員が在籍します、大石小学校、東小学校、上尾中学校及び大石中学校の４校について、労働安全衛生

法の規定に基づき、産業医の選任をいたしました。４名の産業医の氏名、所属、勤務校、新任・再任

の区別については、報告書のとおりでございます。また、４名の任期については、令和４年４月１日

から令和５年３月３１日まででございます。説明は以上でございます。 

 

（太田光登 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。 

 

（西倉剛 教育長）ありがとうございました。各報告事項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、ご意見等ありましたらお願いいたします。 

 

（矢野誠二 委員）報告事項７の小・中学校運動会及び体育祭の日程について、中学校は秋の同一日で

あり、小学校は春から秋の日程となっています。この日程の設定の際の取り決めなどがあるのか伺い

ます。 

 

（瀧澤誠 指導課長）小学校の日程につきましては各学校で適切な時期の検討を行っております。中学

校の日程につきましては、学校ごとに決定していたこともありましたが、生徒指導が大変な時期に日

程を統一することとなり、この統一した開催の形は現在まで継続している状況でございます。 

 

（谷島大 委員）報告事項１の市議会の一般質問の中で、報告資料２３ページで、教員の働き方改革に

関連する質問がありました。この問題に対しては答弁にもありますように、様々な対策が講じられて

いて、今後の成果が待たれるところだと思っています。そのような中で、現場の学校の先生と話す機

会が先日あり、その会話の中で、今様々な対策により作業内容の負担や時間的な負担が軽減されてい

てありがたいという話とともに、やりたいことに時間を取りづらくなっている雰囲気や、あるいは休

日の行事などに参加しづらくなっているような雰囲気があるというような話を伺いました。教職員の

勤務時間数や、その人数の確保などで数字の目標を達成するため取組も重要であると思いますが、現

場の先生方の意欲ややりがいを損ねるようなことがあってはいけないなと感じています。そこで、教

育委員会として、働き方改革などについて現場の先生方から直接意見や希望を吸い上げるような仕組

みや機会があるのか伺います。また、現場からの声としてこの取組に対する課題などを把握している

ことがありましたら伺います。 

 

（田中栄次郎 学務課長）教職員からの声という部分については、教職員を集めて意見を聴取するとい

う機会は現在特段設けておりませんが、校長会等を通じて、そのような件の話をしながら、意見を出

していただいているところでございます。なお、上尾市の働き方改革基本方針が８月３１日で現行の

期間が終了しますので、それを更新する過程において、そういった直接職員から意見を聴取する機会

を設けていきたいということで、検討しているところでございます。 

 

（内田みどり 委員）３点伺います。１点目は、市議会の方で市政に対する一般質問の１１ページの中
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の、第３子のお子さんがいらっしゃる世帯に対して第３子の給食費を全額補助するということについ

て、中学生までのお子さんが対象ということですが、一番上のお子さんが高校生になったときには、

第３子の給食費の援助はなくなってしまうのか伺います。 

 

（松木ヒロシ 学校保健課長）小・中学校に通っている中で３人目以降という数え方になりますので、

内田委員のおっしゃるとおり、小・中学校で３人のお子さんがいらっしゃる世帯が、翌年度、一番上

のお子さんが高校生に進学した場合はそのお子さんは１人目とカウントされず、３人目のお子さんの

給食費の補助はなくなる形となります。 

 

（内田みどり 委員）意見として、高校生になった方が家計的な負担が大きくなると思います。せめて

一番上のお子さんが高校を卒業するまでは、第３子以上いる世帯の負担を考えていただくような検討

をお願いしたいと思います。 

２点目は、市議会の方で市政に対する一般質問の中の１４ページの中の、幼稚園を含めた幼保小の

連携についてですが、幼稚園から小学校へ入学する子どもたちに対して進学する小学校を訪問するよ

うな機会がありますが、保育所と小学校との連携的について、具体的な取組について伺います。 

 

（瀧澤誠 指導課長）学校によって取組は様々ですが、保育所の職員と連携してお互いの活動を見合う

ような取組をしている小学校もございます。 

 

（内田みどり 委員）就学前に、学校の先生が近くの保育所を訪問するなど、子どもたちが安心して小

学校に通えるような取組をしていただければと思います。 

 続いて、３点目は、教育委委員会からの委嘱研究について、昨年度は学校への訪問ではなく、配信

された動画を視聴して各学校の授業を視聴することができました。動画視聴という形で全部の授業を

見ることができ、大変良かったと思います。その中には、例えば授業を全部そのまま流すのではなく、

途中で改めて解説を入れる編集がされた動画もあり、とてもわかりやすい授業でした。できましたら

今年度も同様に公開の方法等の検討を進めていただきますようお願いします。 

 

（小池智司 委員）市議会の市政に対する一般質問の中の３ページ、平方幼稚園の令和４年度の職員配

置についてという質問の中で、市採用の３名の幼稚園教諭について令和４年度には在園児がゼロとな

ることから、本人の意向を聴きながら職種換えを行いと答弁していますが、実際に令和４年度になり、

その３名の方の職種換えについてはどのようになったのか伺います。 

 

（池田直隆 教育総務課長）昨年度中の時点で園児が今年度いなくなることが見込まれましたので、事

前に幼稚園教諭にヒアリングを行い、幼稚園教諭のままの職種では任用が難しいということで、事務

職や保育士免許を持っている場合にはあっては保育士職等の選択肢を示して確認を行いました。それ

を受けまして、市長部局の人員配置の担当課と調整をした結果、３人とも保育士職に職種換えを行っ

て、年度当初に配置換えが行われたところでございます。 

 

（小池智司 委員）市議会の市政に対する一般質問の中の１６ページ、学習支援端末の配置状況や全生

徒数分同仕様の端末が用意されているかという質問の中で、平成３１年度に小学校パソコン教室整備

したウィンドウズタブレットと令和２年度がＧＩＧＡスクール構想で整備したクロームブックの２種

類があるということで、実際に現在使っている児童生徒は、クロームブックを使っている場合もいれ
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ば、ウィンドウズを使っている場合もあるということなのか伺います。 

 

（瀧澤誠 指導課長）実際にそのような形もございますし、クロームブックを使っていない学級の端末

を共有するなど工夫をしながら使っている形もございます。いずれにしましてもウィンドウズタブレ

ットもクロームブックもグーグルアプリを使っておりまして、そのアプリについてはブラウザ上で動

きますので、キーボードの配列や細かいところで違いはありますが、両者で同様の操作が可能となっ

ています。 

 

（小池智司 委員）ウィンドウズでは、ＯＳの更新やセキュリティ対策の更新など費用もかかってくる

一方で、クロームブックではそのようなものがないと思いますが、今後ウィンドウズタブレットを入

れ替える際に、クロームブックとしていくという考えはあるのか伺います。 

 

（池田直隆 教育総務課長）学校の先生方の話を聞いている中で、やはり統一のＯＳを使った方がやり

やすいというご意見もあります。今回、クロームブックが導入された経緯といたしましては、契約や

入札の関係もございまして、ウィンドウズやクロームブックについては指定ができませんでした。結

果的には価格が安いという点でクロームブックの端末が落札されたということになりました。今回多

くのクロームブックを購入しているということもありますので、今後、ウィンドウズタブレットのリ

ースが満了する際には、導入されている機器の多くがクロームブックになっておりますので、そのよ

うな事情を踏まえた上で、ＯＳの指定ができるのかということを入札の際には契約担当課に確認しな

がら、また学校のご意見を聞きながら同一のＯＳにするか検討していきたいと思います。 

 

（大塚崇行 教育長職務代理者）４点程伺います。まず市議会の市政に対する一般質問の中の３ページ、

アスベストに関する質問がありますが、現在も学校の中でまだアスベストは残っているのか伺います。 

 

（池田直隆 教育総務課長）この質問については、直接学校の工事に関するものではなく、近隣の工場

の解体の関係で出てきた質問でございます。ご質問の学校のアスベストの状況は、まだ存在している

状況であります。ただし、それが飛散しないような防御措置を行っており、巻き散らないようにして

安全性を確保したうえで、毎年空気中の濃度を測ったりしております。 

 

（大塚崇行 教育長職務代理者）十分気をつけてほしいと思います。２点目は、一般質問の２５ページ、

ヤングケアラーの件について、社会的な問題になっていますが、このヤングケアラーの把握について、

教育委員会もしくは学校として行っている取組があるのか伺います。 

 

（瀧澤誠 指導課長）関係課との連携をしながら進めていくこととなりますが、学校の中でも児童生徒

の生活の状況や家庭と連絡を行いながら、そのような状況にあると判断されましたら適切な支援に努

めているような状況でございます。 

 

（大塚崇行 教育長職務代理者）表面化しにくい問題ということもありますので、ぜひ気をつけていた

だきたいと思います。３点目は、一般質問の２６ページ、学校施設更新計画に関して、この見直しの

ために業務を委託することについて条件付きの一般競争入札を行うとありますが、どのような業務を

委託するのか伺います。 
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（池田直隆 教育総務課長）現段階としては、計画を見直すという段階でありますので、その広い業務

を全般的に委託することとなりますが、具体的には、統計的な数字の分析や、予定している市民から

の意見聴取の場としてワークショップなどの会議の運営支援、アンケート調査を実施する予定なので、

アンケートの実施の支援など見直しにあたっての全般的な業務の支援を委託する予定です。あくまで

も業務委託は支援であって、我々がどのような方向で進めていくかをよく考え、その方向性を伝えて

その業務を支援していただくような形で進めてまいります。 

 

（大塚崇行 教育長職務代理者）中心的な方向性は教育委員会また上尾市全体の中で進めていかなけれ

ばいけないと思いますし、例えば建物の問題や予算の問題など様々なことを総合的に考えなければい

けない問題であると思います。委託するのもいいですし、それ以上に私どもも熱心に取り組まなけれ

ばいけない問題であると思いますので、よろしくお願いします。４点目は図書館の関係になります。

事業実績の概要資料の中の１ページ、資料の数が前年度と比較すると約４,２００件減っているという

状況にあります。これは、資料の整理をしたからということだと思いますが、減っている資料もあれ

ばおそらく増やしている資料もあるかと思いますが、その内訳がわかれば伺います。 

 

（山内正博 図書館長）この数字は視聴覚資料と書籍になります。令和３年度からは、電子図書館サー

ビスを開始し、そちらの拡充を図るために予算を充てているという側面がございます。そのような資

料数も含めれば合計としては従前の資料数程度かそれを上回る資料数となっています。 

 

（内田みどり 委員）新型コロナウイルス感染症の状況について、１学期のスタート時点の状況を伺い

ます。 

 

（松木ヒロシ 学校保健課長）春休みが明けて、学童保育所で増えている状況があり、学級閉鎖もすで

に実施している学校もございまして、本日時点で４校６学級ございます。陽性者数の人数では、今月

で一番多かったのが４月１日の２８人で、４月９日までは２８人から１０人くらいの人数で推移して

おり、それ以降は一桁の人数であることも多くなっており、減ってきている状況にあります。 

 

（西倉剛 教育長）他にはよろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

日程第６ 今後の日程報告 

（西倉剛 教育長）それでは続きまして「日程第７ 今後の日程報告」をお願いします。 

 

（池田直隆 教育総務課長）次回の定例会は、５月２５日水曜日午前９時３０分から、場所は教育委員

室での開催となります。また、５月１７日に埼玉県市町村教育委員会連合会総会が本庄市で予定され

ています。説明は以上でございます。 

 

（西倉剛 教育長）委員の皆様から全体を通してのご意見ご質問等あれば承りますがいかがでしょうか。 

 

（西倉剛 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 

（西倉剛 教育長）それでは、以上で本日予定されておりました日程は全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４月定例会を閉会といたします。お疲れ様でした。 

 

 

令和４年５月２５日   署名委員 矢野 誠二 

 


