
平成２８年度第２回松伏町総合教育会議議事録 
開 催 日 時 平成２８年１０月２１日（金） 

午後３時５０分から午後４時３０分まで 
会 議 会 場 松伏町役場本庁舎３階 第２会議室 

出

席

者

氏

名 

構 成 員 

松伏町長               田  重 雄 
松伏町教育委員会教育長        佐藤  哲 士 
松伏町教育委員会教育長職務代理者   若盛  正 城 
松伏町教育委員会教育委員       田口  嘉 則 
松伏町教育委員会教育委員       谷ケ﨑由紀子 
松伏町教育委員会教育委員       渡邊  淳 子 

事務局等 

企画財政課長             石川   敏 
教育総務課長             魚躬  隆 夫 
教育文化振興課長           中川 由美子 
企画財政課主幹            目黒  健 二 
企画財政課主任            末次 雄一郎 
企画財政課主事            鈴木  陵 平 
教育総務課主幹            渡辺  武 志 
教育総務課副主幹           岡本  正 央 

欠 席 者 なし 
傍 聴 人 なし 

次  第 
（協議又は調整が

行われた事項） 

１ 開会 
２ 町長挨拶 
３ 教育長挨拶 
４ 協議・調整事項 

（１）平成２９年度当初予算編成スケジュールについて 

（２）平成２８年度上半期における町内小中学校のいじめの発生

状況について 

（３）その他 

５ その他 
６ 閉会 

 
 
 
 
 

配布資料 

・平成２８年度第２回松伏町総合教育会議次第 
・平成２８年度第２回松伏町総合教育会議出席者名簿 
・資料１ 平成２９年度当初予算編成・査定等スケジュール 
・資料２ 平成２８年度 第１回生徒指導に関する調査結果のグ

ラフ 
・資料３ 子ども・子育て支援事業計画と松伏町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略との関係について 
 
 
 
 

議事録作成者 企画財政課総合政策担当 主任 末次雄一郎 



協議又は調整の要旨 
議事 発言者 発言内容・決定事項 

１ 開会 事務局 会議の開会を宣言 
２ 町長挨拶 町長 町長の挨拶 
３ 教育長挨拶 教育長 教育長の挨拶 
４ 協議・調整事項   
会議録署名人の確認 事務局 会議録の署名人は、招集者である町長と教育委

員会側で会議ごとに出席者名簿の順に従って、

１人ずつ署名いただくこととなっているため、

署名人は、町長と渡邊委員となる旨報告する。 
（１）平成２９年度

当初予算編成スケジ

ュールについて 

 

事務局 協議・調整事項の進行は、会議招集者である町

長に依頼する。 
町長（議長） 次第 ４ 協議・調整事項の（１）平成２９年

度当初予算編成スケジュールについて事務局よ

り説明を求める。 
事務局 ・資料１平成２９年度当初予算編成・査定等ス

ケジュールを用いて、平成２９年度当初予算の

議会上程までのスケジュールを説明 
町長（議長） 質問等を求める。 
教育長職務代

理者 
町が進めているまち・ひと・しごと創生の考え

方を踏まえて、教育委員会でも予算を要求して

いくことで良いか。 
事務局 そのように考えている。 
町長（議長） その他意見等を求める。 
構成員 【意見・質問なし】 

（２）平成２８年度

上半期における町内

小中学校のいじめの

発生状況について 

 

町長（議長） 次に、４ 協議・調整事項の（２）平成２８年

度上半期における町内小中学校のいじめの発生

状況について事務局より説明を求める。 

事務局 ・埼玉県で実施している「生徒指導に関する調

査結果」を基に説明 
・調査では、暴力行為、いじめ、不登校の３類

型を調査対象としている。 
・平成２８年度上半期の松伏町内小中学校の暴

力行為は１件、中学校での生徒同士の喧嘩 
・平成２８年度上半期の松伏町内小中学校のい

じめは３件あった旨で県に報告した。 
・いじめに該当するかどうかの基準は、生徒指

導会議や学年会議等で報告があったものを報告

している。 
・内容は、いずれも中学校での案件で、靴を隠

す、トイレに悪口を書く、部活の部員に対して、

繰り返しちょっかいを出すといった内容であっ

た。 



・部員に対する案件については、校長、教頭、

担任、生徒指導主任、保護者、加害生徒、被害

生徒と話し合い、現在関係者は問題なく学校生

活を送っているとの報告を受けている。 
・平成２８年度上半期の松伏町内小中学校の不

登校は、中学校で９件あった旨で県に報告した。 
・保護者が、生徒を学校に行かせようと思って

も、登校することができない生徒は不登校とし

て報告しているが、保護者に話をしても保護者

が何も対応しない、反応がない場合は、その他

として県に報告している。 
町長（議長） 不登校の生徒のうち、その他に分類される生徒

は、子どもが学校に行かないことに対して保護

者が何も対応しないということか。 
事務局 学校が連絡をしても、保護者は何もしないとい

う場合がある。 
町長（議長） 子どもを教育させる義務は保護者にあると思う

が、保護者が義務を果たしていないということ

か。行政としてそういった家庭の生徒に学校へ

来るよう促す手立てはないのか。 
事務局 学校からは、電話連絡や家庭訪問等を行ってい

るが、対応する気配がない家庭がある。 
教育長職務代

理者 
義務教育の意識が低い家庭への対応は課題であ

る。不登校の生徒指導に携わっている構成員の

方もいらっしゃると思うが、現場ではどのよう

状況なのか。 
谷ケ﨑委員 私が知っている案件では、保護者が何も対応し

ないということはないが、友達や部活の先輩が

不登校の生徒の居場所を作るために一生懸命か

かわっている。こうした取り組みにより、生徒

は少しずつ変わってきている。 
町長（議長） 松伏町以外の市町村でも、保護者が無理解等の

状況はあるのか。 
事務局 他の市町村でも同様の案件があることを伺って

いる。 
教育長 松伏町は、県平均からすると不登校が少ない傾

向にあるが、別の自治体では、９年間、保護者

が子どもを学校に通わせていない例もあった。 
そういった保護者に対しては、督促という制度

で対応するが、督促を自宅に持って行っても出

てもこない家庭もある。また、そういった家庭

が徐々に増えつつある。 
町長（議長） 保護者がそういった考えだと子どもに影響を与



えてしまう。次の世代になった時、義務教育に

対する無理解な保護者が増えてしまうのではな

いかと危惧する。松伏町だけの問題ではなく、

日本全国の問題でもある。 
教育長 そういった家庭は、家庭状況が複雑な場合や保

護者が疾病等を患っている場合等があり、福祉

部局や児童相談所、医療機関などとも連携を図

っていく必要がある。 
町長（議長） 学力テストの点数も大事だが、次の世代にひず

みが出ないよう社会全体で学校に通えない子ど

も達の対策に取り組むことも大事である。調査

結果からみる数字だけでは読み取れない部分が

あるので、状況をよく分析する必要がある。 
教育長職務代

理者 
こういった議論が総合教育会議の中でできるの

はとても良いことだと思う。議論を重ねながら

検討し、生かしていければ良いのではないか。 
町長（議長） その他意見等を求める。 
構成員 【意見・質問なし】 

（３）その他 

 
町長（議長） 次に、４ 協議・調整事項の（３）その他につ

いて事務局より説明を求める。 

事務局 ・第１回総合教育会議の中で、松伏町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略のうち、子育て・教育

分野に係る取り組みについて説明した。その際、

２点質問をいただき、本会議で資料を提示する

こととなっていたことから、資料３を用意した。 
・１点目は、松伏町まち・ひと・しごと創生総

合戦略に掲載された事業と、子ども・子育て支

援法に基づく、地域子ども・子育て支援１３事

業との関係性についてのご質問で、資料３の１

枚目の資料を作成した。 
・２点目は、周辺自治体がどのような子育て施

策に取り組んでいるかを比較できる資料の提示

についてのご質問で、資料３の２枚目と３枚目

の資料を作成した。 
・松伏町のまち・ひと・しごと創生総合戦略に

は既存事業の掲載はないが、他市では、既存事

業も併せて掲載しているところが多く、事業数

に差がある。これはあくまでも既存事業をま

ち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付けたか

位置付けてないかの違いであって、松伏町で行

っている事業が少ないということではない。 
町長（議長） 質問等を求める。 
教育長職務代 福祉健康課が所管している、子ども・子育て審



理者 議会が近々開催されることになっている。その

中で、都道府県、市町村が同審議会で決定した

子育て施策を実践していけるように進めていく

こととなっている。 
同審議会では、子育て施策に対して幅広い議論

をしていただく予定であるが、子育てという分

野からすると総合教育会議にも関係する案件が

出てくるかもしれないことから、その際はよろ

しくお願いしたい。 
町長（議長） その他意見等を求める。 
構成員 【意見・質問なし】 

５ その他 事務局 次回の日程については、平成２９年６月又は７

月の定例教育委員会の日程に併せて開催する。

具体的な日程等は決まり次第文書で通知する。 
６ 閉会 事務局 会議の閉会を宣言 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 上記記載事項は、平成２８年１０月２１日松伏町役場本庁舎第２会議室において開催

した、平成２８年度第２回松伏町総合教育会議の内容を記録したものに相違ないことを

認め、ここに署名する。 
    
         平成２８年１１月２５日 
 
 
           署名人の職・氏名   町  長    田 重雄    
 
 
           署名人の職・氏名   教育委員    渡邊 淳子    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


