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高崎市教育委員会４月定例会会議録 

教育長（飯野眞幸） 

 本日は平成３０年度最初の定例会になりますので、会議に先立ちまして、人事異動に

伴う職員の紹介を、事務局からお願いします。 

（職員紹介：小見教育部長） 

教育長（飯野眞幸） 

 続いて最初の定例会ですので、教育委員さんからも改めて自己紹介をお願いできたら

と思います。それでは、木村教育長職務代理者からお願いします。 

教育長職務代理者（木村めぐみ） 

 こんにちは。木村と申します。早いもので教育委員４年目となりました。子どもが小

学校６年生です。保護者目線で携わっていきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

教育委員（乾宏行） 

 教育委員３年目の乾です。職業は小児科医なので、そちらの面から子どもを見て支え

ていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

教育委員（竹内一普） 

こんにちは。教育委員の竹内と申します。２年目になります。保護者の視点、地域の

視点で関わらせていただいております。よろしくお願いいたします。 

教育委員（清水久美） 

 教育委員の清水久美と申します。よろしくお願いいたします。 

教育長（飯野眞幸） 

 それでは、これより高崎市教育委員会の４月定例会を開会いたします。 

 議事日程に従いまして、議事を進めさせていただきます。 

 日程第１ 会期の決定といたしまして、会期は、本日１日といたします。 

 日程第２ 会議録署名人の指名といたしまして、会議録署名人に、竹内委員と清水委

員を指名させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 日程第３ 会議録の承認といたしまして、前回の会議録を事前に送付させていただき

ましたが、内容について何かございますか。 

   （「なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 「なし」とのお声をいただきましたので、会議録は、ご異議なしと認め、原案のとお

り承認いたします。 
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教育長（飯野眞幸） 

 本日の議事に入ります。本日の議事は、現在のところ報告事項１件のみとなっており

ます。 

 「平成３０年度子供の読書活動優秀実践図書館文部科学大臣表彰の受賞について」の

説明をお願いします。 

    （秋山 中央図書館次長 説明） 

教育長（飯野眞幸） 

 説明が終わりましたが、本件に対しまして、ご質問等ございますか。 

教育長職務代理者（木村めぐみ） 

 私も小学校で読み聞かせのボランティアをしていて興味があるのですが、読み語りと

いうのは、読み聞かせと違うのですか。 

中央図書館次長（秋山美和子） 

 基本的には同じなのですが、読み聞かせというと、聞かせるというような印象を受け

るということで、こちらの会の方々は、読んで語る、語るように読むということで、読

み語りという言葉を使っております。また、昔話の語りをする方がたくさんいまして、

語るという文化を大切にするということで、このような名称を使っております。 

教育長（飯野眞幸） 

 語りというところに、意味があるんですね。 

 他にどうでしょうか。 

委員（竹内一晋） 

細かいところに気付いたのですが、表彰の題名の「子供」という字と、一般的に我々

が最近使用している「子ども」という字の統一性がどうなのか、この題名は意図的なの

か、そうでないのか質問したいと思います。 

教育長（飯野眞幸） 

竹内委員より、標記についての質問が出ましたが、秋山次長、何かありますか。 

中央図書館次長（秋山美和子） 

「こども」といいますと、「ども」を平仮名で書くというのが一般的かと思いますが、

この題名につきましては、文部科学省からの通知などで、漢字表記の「子供」となって

おりますので、今回はこのようにさせていただきました。 

教育長（飯野眞幸） 

 文科省からのいろいろな文書との関係もありますので、真下学校教育課長、補足をお

願いします。 
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学校教育課長（真下雅徳） 

 高崎市におきましては、教育長が就任した時より、「全ては子どもたちのために」と

いう言葉の「ども」は、「供える」より平仮名の方が良いのではということで、そのよ

うにしております。ただ、文科省から市町村教育委員会や県教育委員会へ発出される文

書は、当用漢字の規定により「子供」にされております。 

教育長（飯野眞幸） 

 使い分けをしているということですね。 

委員（竹内一晋） 

 誰かに言われたら、そのように言うようにしてみようと思います。 

教育長（飯野眞幸） 

 個人的にも漢字より平仮名の方が柔らかく感じますので、支障が生じない限りは、そ

のような表記を使おうという発想があります。ご理解、宜しくお願いします。 

教育長（飯野眞幸） 

 他にいかがでしょうか。 

文部科学大臣表彰の件については、これでよろしいでしょうか。 

    （「なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 他に何か事務局からありますか。 

では、植原総務課長、お願いします。 

教育総務課長（植原政美） 

資料はございませんが、前橋市教育委員会のネットワーク不正アクセスの報道を踏ま

えまして、高崎市の状況につきまして報告させていただきます。 

 始めに前橋市の事案についてご説明いたします。前橋市教育委員会のネットワークに

不正アクセスがあり、児童・生徒の個人情報が約２万５,０００件、外部に持ち出され

た可能性が高いというものです。その原因としましては、ネットワーク上のホームペー

ジ公開用サーバーに脆弱性があり、そこから不正アクセスを受けたというものです。ま

た、ファイアウォールやセキュリティ対策措置の設定にも不備があったために、通常で

は入れないネットワーク内部に侵入され、個人情報が外部に持ち出されたものです。 

次に本市の状況ですが、本市では情報政策課が、教育委員会のネットワークにつきま

しても市のネットワークとして、一体的に管理しております。今回の事案を受けまして、

すぐに専門業者に依頼をして、セキュリティ対策措置の設定の再確認をいたしましたが、

設定の不備は確認されませんでした。 

また、前橋市教育委員会の公開用サーバーは、４年間、セキュリティの更新がされて

いなかったようですが、本市は随時更新を行っているということです。更に、本市では

公開用サーバーにアクセスをする際に、必ずウィルス対策サーバーを経由するような仕
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組みになっていて、でき得る限りの対策をとっており、ネットワークが不正アクセスを

受ける可能性は極めて低いと考えております。 

 職員に対しましても、情報政策課が主体となり、内部監査や研修、群馬県警と合同の

緊急時対応訓練などを実施し、絶えず注意喚起を図っております。教員につきましても、

教育センターが中心となりまして、同様の研修を行っております。 

教育長（飯野眞幸） 

 前橋市も本格的な分析と対応を始めたという記事が、今日の新聞に出ていました。基

本的には、前橋のシステムと、現在の高崎のシステムは違うというところもありますが、

やはり、危険性は同じです。 

植原教育総務課長より説明がありましたが、教職員のセキュリティの問題は、教育セ

ンターが行っておりますので、佐藤教育センター所長から説明をお願いします。 

教育センター所長（佐藤明彦） 

 教職員の研修につきまして、補足をさせていただきます。 

教職員の研修につきましては、毎年４月当初、市教育センターにおいて、新任の管理

職、転入教員及び新規採用教員を対象に実施し、高崎市の情報セキュリティポリシーに

ついて徹底を図っております。また各学校においては、教職員用コンピューターの使用

規定を示した「教職員用コンピューターの運用について」というものを活用して、情報

管理研修を毎年実施しております。その中で特に、個人情報の持ち出しの禁止や個人情

報の保管場所等を確認するなど、市内全ての教職員が、情報の取扱及び管理について、

適切に行えるようしております。今後も、教職員の人為的ミス等により、子どもたちや

保護者に迷惑をかけることがないよう取り組んで参りたいと思います。 

教育長（飯野眞幸） 

 それから、前橋市の問題に関して通知が文部科学省から発出されましたので、そのこ

とについて、真下学校教育課長から説明をお願いします。 

学校教育課長（真下雅徳） 

 お答えいたします。前橋市の事案を受けまして、「教育の情報化に対応した情報セキ

ュリティの確保について」という通知が、文科省より発出されました。通知先は、各都

道府県の教育長と政令市の教育長のほか、各都道府県の県知事、国立大学の附属学校長

と大学法人の理事長などとなっていて、かなり重い文書となっております。 

文書中に「群馬県前橋市において、サーバーの脆弱性やファイアウォールの設定の不

備等により、教育委員会ネットワークに対する不正アクセスがあり」という文章があり

まして、通常では、具体的な事例については、都道府県までの記載止まりになるのでは

ないかと思いますが、具体的に前橋市を記載した上で、各自治体において、情報セキュ

リティの確保について再度徹底を図られたいという指示がありました。また、教職員の

個人情報の管理や情報の持出しについても定めている国のガイドラインを徹底するよ

うに指示がありましたので、各小中学校へ通知し、改めて徹底をさせていただきたいと
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思います。併せて、校長会等の中でも改めて徹底を図りながら、他市で起きた事案では

ありますが、高崎市で問題が起きないよう進めていきたいと思います。 

教育長（飯野眞幸） 

 小中学校とのことでしたが、高校も対象にしますか。 

学校教育課長（真下雅徳） 

 高校も対象にいたします。 

教育長（飯野眞幸） 

一連の、前橋市教育委員会への不正アクセスの問題について、説明していただきまし

たが、何かご質問ありますか。 

    （「なし」との声あり。）

教育長（飯野眞幸） 

 よろしいでしょうか。 

 たくさんの情報が一度に外に出てしまい、その中には知られたくない情報も含まれて

いるということが大きな問題になっていますので、必要以上に、これからもきちんと対

応していきたいと思います。 

教育長（飯野眞幸） 

事務局から、その他に何かありますか。 

 では、嶋村健康教育課長お願いします。 

健康教育課長（嶋村三城） 

 中学校と高等学校の部活動につきまして、国のガイドラインや県の方針への本市の対

応につきまして、ご報告させていただきます。 

健康教育課長（嶋村三城） 

 中学校・高等学校の部活動は、生徒の学習意欲の向上や責任感・連帯感の涵養、互い

に協力し合って友情を深めたり、好ましい人間関係の形成など、その教育的意義は、大

変大きいものがあります。しかしながら一方で、行過ぎた指導や勝利至上主義など、生

徒や教職員の負担過重になっている点も指摘されております。 

委員の皆様も報道等で既にご承知のことと思いますが、この３月にスポーツ庁から、

運動部活動のあり方に関する総合的なガイドラインが発出されました。更に４月には、

県教育委員会から適正な部活動の運営に関する方針が示されました。今回示された国の

ガイドラインや、県の方針の趣旨は、いずれも部活動を生徒や教職員の負担過重になら

ないよう適正に推進するというところにあると捉えています。このような意味では、本

市ではもともと生徒の負担過重にならないよう、各学校や生徒の実態を踏まえて、校長

会と中体連で作成した申し合わせ事項に基づいて、部活動を推進してきておりまして、

４月当初にも校長会において確認していただいたところです。このようなことから、本
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市においてはこれまでどおり、生徒や教職員の負担過重とならないように、各学校や生

徒の実態を踏まえて、部活動の教育的意義が十分生かされるよう、部活動を推進して参

りたいと考えております。 

教育長（飯野眞幸） 

 最近話題になっています、中学校・高等学校の部活動につきまして、所管する健康教

育課長から報告いただきましたが、この件につきまして、ご意見ありますか。 

委員（竹内一晋） 

昨年、教育大綱の中で、部活動を積極的に推進していこうと付け加えていただいたと

思います。それに対して、今、国からの通知は逆方向のニュアンスがあるという印象を

受けているのですが、これは教職員多忙化の軽減対応と理解はしております。しかし、

すでに今年度も始まっている段階でのそのような話であるとすると、資料も拝読しまし

たが、県の方針の方は、やや軽いかなと感じます。 

適切にというところで、校長先生の指導の下、各学校が判断していくのが良いのでは

ないかと、私は感じました。杓子定規に型にはめてしまうよりは、各学校の事情に合わ

せた対応をしていただきたいなと感じました。 

教育長（飯野眞幸） 

 竹内委員さんより、杓子定規に型にはめなくてもいいのではないかという懸念が出ま

したが、ほかの委員さんから何かございますか。 

教育長職務代理者（木村めぐみ） 

 私も近い意見なのですが、人生の中で何かに打ち込む時期というのは必ず必要なので

はないかと思っています。スポーツや勉強に打ち込む時期であったり、受験であったり、

それを乗り越える時期に、いかに頑張れるかというのが、その後の人生にも大きな影響

を与えると思うので、教師の多忙化の問題や、体を壊さない程度にということはありま

すが、私も竹内委員さんと同じ意見です。 

教育長（飯野眞幸） 

 ありがとうございます。 

他にいかかですか。 

委員（清水久美） 

 私もみなさんと同じ意見なのですが、保護者の皆さんからは、新聞や報道等では数字

がどんどん出てきていていますが、高崎市はどうなっているのか、とよく聞かれます。

高崎市としての方針まだ決まっていないと答えるのですが、やはり保護者はとても気に

しているのを感じます。顧問の先生にも、今のままでは練習が足りないという先生と、

もう少し負担を減らしたいという先生もいらして、温度差を感じます。各学校の校長先

生の方針というのもあるのですが、管理職と教職員の温度差を感じる面もあるので、学

校全体として臨機応変に対応していただきたいと感じます。 
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 また、保護者からは、子どもに時間ができてしまうと、逆に手持ち無沙汰になって、

非行や悪い方向にはエネルギーを発散してしまうのではないかという心配の声も聞き

ます。 

教育長（飯野眞幸） 

 ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

 まとめで星野部長お願いします。 

学校教育担当部長（星野順一郎） 

貴重なご意見をありがとうございます。 

 部活動につきましては、先ほど健康教育課長から説明がありましたが、大変大きな教

育的意義があるかと思います。その中で、子どもたちや教職員の負担過重になっている

ところを考えながら、適切に進めて行くのが大事かと思います。 

先ほど委員さんからもありましたが、これをこのまま当てはめるのではなく、各学校

の実態、あるいは子どもたちの実態を踏まえて、特に大会やコンクールを控えた、子ど

もたちが頑張りたいという時に、十分に時間を設けるようにする。また一方で、スポー

ツ医学の立場からも休養日の必要性も言われておりますので、それを踏まえて柔軟に対

応させていただき、方針等を定めていきたいと考えております。 

教育長（飯野眞幸） 

 事務局からは、不正アクセスの問題、中学校・高等学校の部活動につきまして、報告

させていただきましたけれど、委員さんの方から何かご質問等あれば出していただきた

いと思います。 

委員（清水久美） 

 質問ではないのですが、４月１２日に高崎市の「学力アップ大作戦」のボランティア

コーディネーター説明会に、コーディネーターとして参加させていただきました。発足

当時から、参加させていただいていますが、今回が一番良かったと感じました。なぜか

と言うと、受付のところから、どこに座るかなどの手順が、初めての人でも分かりやす

い誘導の仕方でしたし、配布された資料も、とても分かりやすくまとまっていました。

また、情報交換会も、中学校、小学校で別々にまとめられ、とても情報交換がしやすか

ったです。また、どこのテーブルに行ったらいいかという数字の目印も、手作りの色画

用紙で色分けされて各テーブルに置かれていて素敵でした。時間としては、わずか１時

間なのですが、この中に、運営手続や規律についての説明や保険の説明など、短い時間

の中にコンパクトにまとまっていて、かつ情報交換も充実していて、今回とてもすばら

しい会だったと感じました。ありがとうございました。 

教育長（飯野眞幸） 

 お言葉をいただきまして、心強いですね。かなり工夫して進行してもらいましたけれ

ど、良い意味で評価されたことは有難い話しだと思います。今年６年目に入りましたの

で、更に充実させていきたいと思っています。 



- 8 -

他にいかがでしょうか。 

委員（竹内一晋） 

 この時期は歓送迎会シーズンだと思いますが、例年、飲酒の問題に注意しなさいとい

うような発信をされていますが、今年もされるんですか。 

教職員課長（熊井正裕） 

 例年、歓送迎会等の宴席がある時期には、呼びかけをするとともに、通知をださせて

いただいております。今回も県から通知が出るとともに、市の方からも呼びかけを行っ

ております。各学校でも、校長先生がことあるごとに教職員に指導をしております。間

違いがあっては困ることなので、ないように努めて参りたいと思っております。 

教育長（飯野眞幸） 

 先週、離任式が行われて、その後に歓送迎会というパターンが多いのですが、過去、

高崎市では飲酒運転により、懲戒免職という例があったということと、先月、県内の高

校の教員が、飲酒運転で事故を起こして、その処分で懲戒免職ということがありました

ので、そのようなことを踏まえながら、部長からの注意を喚起していただきたいと思い

ます。学校からすると、また来たかという感じがするかも知れませんが、私が教育長に

なってから、二つ飲酒運転の不祥事がありましたので、再度の確認をさせていただきま

した。 

この後も、ＰＴＡの歓送迎会や各種団体の歓送迎会など、いろいろありますので、竹

内委員がご心配いただいたような問題を、学校教職員が起さないように、備えをきちん

とやっていきたいと思っています。教職員課長も是非、そういう部分をまた注意喚起し

て欲しいと思います。よろしくお願いします。 

他にはいかがでしょうか。 

教育長（飯野眞幸） 

 この間、教頭会議をやりましたら、教職員でインフルエンザで来られない教頭先生が

おりましたが、今はほとんど終息していますか。 

委員（乾宏行） 

 だいぶ減りましたが、週に１人ぐらいです。 

教育長（飯野眞幸） 

 子どもたちの方は治まりましたか。 

委員（乾宏行） 

 あるところでは、親子でなった人もいますが、ほとんど治まりました。 

教育長（飯野眞幸） 

 では、これから流行ることはなさそうですね。安心いたしました。 
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委員（竹内一晋） 

 今日、テレビで、はしかの話しをしていましたが、急に流行ってくるというようです

が、乾委員、いかがですか。 

委員（乾宏行） 

 日本のはしかはもうないのですが、海外から持ち込まれることがほとんどです。今は

ワクチンを２回接種していますので、大流行するということはないと思います。今まで

は、世の中に出回っていると、適度に免疫の刺激を受けて抗体が上がっていましたが、

段々抗体がなくなってしまうので、しっかりワクチンを打っておかないと発症してしま

います。ですが、大部分の人は受けているので、大流行はないと思います。 

委員（竹内一晋） 

 とりあえず、様子を見てみます。 

委員（乾宏行） 

 感染力は強いです。はしかも水疱瘡も１５分くらい一緒に遊んだら移りますよ。 

教育長（飯野眞幸） 

 感染力が強いのでは、学校も随分気を遣っているかもしれないですね。 

 他にいかがですか。 

    （「なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 ないようですので、以上をもちまして、教育委員会４月定例会を閉会させていただき

ます。本日は大変ご苦労様でした。 


