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高崎市教育委員会６月定例会会議録 

教育長（飯野眞幸） 

それでは、これより高崎市教育委員会６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、木村教育長職務代

理者と乾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。 

教育長（飯野眞幸） 

それでは、本日の議事に入ります。 

承認第１号「臨時代理の承認について（教育委員会の権限に属する事務を副市長に委

任する規則の一部改正）」を議題といたします。提案理由の説明をお願いします。 

  （植原 教育総務課長 説明） 

教育長（飯野眞幸） 

 説明が終わりましたが、ご質疑ありますでしょうか。 

   （「なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 よろしいでしょうか。それでは、承認第１号は原案のとおり決しました。 

続きまして、承認第２号「臨時代理の承認について（高崎市立高崎経済大学附属高等

学校平成３１年度使用教科用図書の採択）」を議題といたします。提案理由の説明をお

願いします。 

   （真下 学校教育課長 説明） 

教育長（飯野眞幸） 

 説明が終わりましたが、ご質疑ありますでしょうか。 

   （「なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 よろしいでしょうか。それでは、承認第２号は原案のとおり決しました。 

続きまして、議案第１１号「高崎市立幼稚園規則等の一部改正について」を議題とい
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たします。提案理由の説明をお願いします。 

    （植原 教育総務課長 説明） 

教育長（飯野眞幸） 

 説明が終わりましたが、ご質疑いかがでしょうか。 

委員（木村めぐみ） 

 この改正はとても前向きな改正だと思います。 

先日、性同一性障害をお持ちの方とお話する機会がありまして、その方がおっしゃる

には、小学生の頃から自分は他の人とは違う感覚を持っていたそうです。子どもの頃か

らそのような感覚があるのであれば、小学校にもそのような子どもたちがいるかもしれ

ないが、教育機関としてどのように接していきますか、という質問がありました。私達

もそのようなことは考えたことがなくて、改めて皆で考える機会になりました。ご一緒

していた先生も、咄嗟のことでもあり、これから考えて行きますとお話しをされました。 

 実際、わが子の友達にもそのような子がいてもおかしくない、いることが当たり前の

時代になってきているので、このような取り組みはとても大事だと思いますし、まだ始

まったばかりのことで、これからどんどん広がっていくべき時代に入っていくのではと

個人的に思いました。 

教育長（飯野眞幸） 

 ありがとうございました。他にはよろしいですか。 

    （「なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 それではお諮りいたします。本案は原案のとおり決することでご異議ございませんか。 

    （「異議なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 ご異議なしとのことで、議案第１１号は原案のとおり決しました。 

 続きまして、議案第１２号「高崎市社会教育委員の委嘱について」を議題といたしま

す。提案理由の説明をお願いします。 

    （小見 教育部長 説明） 

教育長（飯野眞幸） 

 説明が終わりましたが、ご質疑ございますか。 

    （「なし」との声あり。） 
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教育長（飯野眞幸） 

 それではお諮りいたします。本案は原案のとおり決することでご異議ございませんか。 

    （「異議なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 ご異議なしと認め、議案第１２号は原案のとおり決しました。 

 続きまして、議案第１３号「高崎市公民館運営審議会委員の委嘱について」を議題と

いたします。提案理由の説明をお願いします。 

    （小峰 中央公民館館長 説明） 

教育長（飯野眞幸） 

 説明が終わりましたが、ご質疑ございますか。 

    （「なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 それではお諮りいたします。本案は原案のとおり決することでご異議ございませんか。 

    （「異議なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 ご異議なしと認め、議案第１３号は原案のとおり決しました。 

 続きまして、報告連絡事項に移ります。最初は、「ミュージアムスタンプラリーにつ

いて」の説明をお願いします。 

    （角田 文化財保護課長 説明） 

教育長（飯野眞幸） 

 説明が終わりましたが、ご質問ございますか。 

（「なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 今回も色々と企画をしていただきましたので、これがきっかけとなって、さらに歴史

を探訪してもらえるような動きに繋がるといいと思います。 

 続きまして、「東小学校における漏水への対応について」の説明をお願いします。 

    （植原 教育総務課長 説明） 
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教育長（飯野眞幸） 

 説明が終わりましたが、ご質問ございますか。 

    （「なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 今回、２日間の臨時休校がありましたが、その後、中央公民館と北小学校にご協力い

ただきました。特に公民館につきましては、申し込みをしていただいていた団体に部屋

を使わせていただくようお願いしたところ、快く受けていただいたことで、本日まで順

調にこられたのだと思います。改めて、関係団体の方々に御礼を申し上げます。 

また、北小学校も、図書室等の教室を子どもたちが使えるように協力をしていただい

て、とても有り難く思います。そのようなことで、１年生から４年生までが明日から東

小に戻れるようになりました。教育委員の皆様にもご心配いただきましたが、とりあえ

ず、一歩踏み出せたのではないかと思います。ありがとうございました。 

委員（乾宏行） 

 給食のことで質問ですが、北小学校に行っている子どもたちは北小学校から出ると思

いますが、中央公民館に行っている子どもたちにはどのように対応されているのでしょ

うか。 

健康教育課長（嶋村三城） 

 中央公民館に行っている子どもたちは、１年生、２年生、３年生で、バスで東小まで

戻って、東小で作った給食を提供し、体育館で食べています。ただし、今後は東小の教

室で食べることになりますので、体育館での食事はなくなります。 

教育長（飯野眞幸） 

 給食室は被害を免れたので、作れる環境にあったのですが、教室では食べられません

でした。また、中央公民館はグラウンドがないので、午前中はグラウンドを使わない授

業をやっていただいて、グラウンドや体育館を使う授業は東小に戻って、午後、給食を

食べた後、活動してもらうスケジュールを組ませてもらいました。 

 学校教育課長、他に補足することありますか。 

学校教育課長（真下雅徳） 

 私も見に行かせていただきましたが、体育館には大型のクーラーを入れて、６学級の

子どもたちは体育館の中でも暑くない環境で給食を食べていました。少し、臨海学校で

食べているような雰囲気がありました。 
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教育長（飯野眞幸） 

 そのように給食の対応をさせていただきました。他にご質問はございますか。 

 北小の近くの方から、東小の子どもたちが通学する姿を見て、「昔の北小に戻ったよ

うだ」と、大変良いお話しをいただきました。周りの方々も応援してくださいました。 

竹内委員、いかがですか。 

委員（竹内一晋） 

 そうですね、子どもが多いのは良いことです。 

 早急な対応をしていただいて、良かったと思います。 

教育長（飯野眞幸） 

 ありがとうございました。他にはよろしいでしょうか。 

    （「なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 では、次の報告事項の「ブロック塀の緊急点検について」の説明をお願いします。 

    （植原 教育総務課長 説明） 

教育長（飯野眞幸） 

 今日の新聞にも、各地域でのブロック塀に関する記事が随分掲載されていました。 

この報道につきましても、教育委員さん皆様にはご心配をいただいておりますが、緊

急点検をして、できるだけ早く着工したいという報告をさせていただきました。 

この件について、ご質問、ご意見はありますか。 

委員（木村めぐみ） 

 報道で聞く限り、大阪では点検をしていたようですが、市の職員が点検していたよう

です。問題点は、資格のない方が見ても、安全かどうか判断できなかったということだ

ったのですが、点検していただいていることが、本当に有効なのかどうかが問題だと思

いますが、いかがでしょうか。 

教育総務課長（植原政美） 

 点検につきましては、現在、小・中学校を対象に行っておりますが、建築技師と事務

職員が組んで、きちんと見られる職員で対応しております。 

委員（木村めぐみ） 

 ありがとうございます。 
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教育長（飯野眞幸） 

 他によろしいですか。 

委員（竹内一晋） 

 学校の施設の中は対応していただいておりますが、通学路に対して調査をしていただ

いた次の段階として、保護者や子どもたちもある程度情報を知っておかないといけない

と思います。このエリアのあの塀が危険であるというようなことについて、個人情報の

兼合いもありますが、情報共有は必要だと思います。この辺の今後の計画はどのように

なっているのでしょうか。 

健康教育課長（嶋村三城） 

 緊急点検につきましては、各学校の５００メートル以内の所を行っております。特に、

地震が発生した際に道路上に倒壊する恐れがあるもの、または道路に落下する恐れのあ

る屋根瓦について実施をしております。また、建設部建築住宅課が、それ以外の地域も、

緊急点検ということで動き始めておりますので、それ連動して進めております。個人所

有のものがほとんどですので、注意喚起するとともに、高崎市から助成があるというこ

とをお伝えしていきます。 

学校につきましても、危険箇所の情報を寄せていただいておりますが、先ほどお話の

ございましたとおり、個人情報に関することなので、十分配慮しながら、子どもたちに

伝えて、指導するようにしていきたいと思います。 

委員（竹内一晋） 

 ありがとございます。完璧にというのは物理的になかなか難しいとは思いますが、そ

のような準備や対応をしていただいているということが大事だと思いますので、引き続

き、よろしくお願いします。 

教育長（飯野眞幸） 

 他にブロック塀について、ご質問はありますか。 

    （「特になし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 新聞でも特集されていましたが、学校に設置したもので何か瑕疵があれば、当然設置

者が責任をとるということになりますが、通学路は民家が圧倒的に多くて、そこでブロ

ック塀が倒れたときは、基本的にはその所有者が責任をとることとなります。しかし、

その所有者に対して、どのような形で注意喚起をして認識してもらうかというのは、非
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常に難しくデリケートな問題もあると思いますので、それにつきましても、高崎市の方

では考えながら、とりあえず当面はこのような形で進めて行くと聞いております。 

他にいかがでしょうか。 

   （「なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 では、ブロック塀に関しましてはこれで終了させていただきます。 

以上で予定した議案の審査は全て終了となりますが、事務局から他に何かありますか。 

   （「特になし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 この際、委員さんの方から何かありますか。 

委員（竹内一晋） 

 今日のニュースでもやっていましたが、富山市で起きた、犯人が学校の敷地内に入っ

て来て、警備員さんが撃たれて亡くなったという残念な殺人事件がありました。学校と

警察の連絡が上手くいっていなかったようで、包丁を持っているという情報だけで、先

生は箒とさすまたを持って待機していたということでしたが、もしかしたら大惨事にな

るかもしれなかったとのことです。このような、緊急時の連絡体制をシュミレーション

することは、ある程度必要だと思うのですが、今後、各学校内でしっかりと先生方がど

のように連携をとるか、確認の機会があればよいのではないかと思います。 

教育長（飯野眞幸） 

 私も昨日の事件に関しまして、当該学校の校長先生の説明を観させてもらいました。

校長先生は冷静に対応していたと思います。事件が起こった校庭を通らないよう体育館

に避難させたことや、拳銃を持っているという情報がなかったために、さすまたを準備

したという話しもありました。学校としては、入ってくる情報によって対応が変わるの

ではないかと思います。 

今、竹内委員さんから喚起していただいたように、どんな事件が学校に降りかかって

来るか分からないので、そのようなときに学校としてどのような体制を取りながら、そ

の危機に向かっていくかは、常に考えなければいけないことであると思います。拳銃を

持って、警備員を射殺する人間が校庭に入ってくるというようなことは、通常は想定し

ませんが、事件に対する注意喚起と同時に、毎日の体制を作っていくというこが非常に

大事なことであると思いました。 

学校での訓練について説明をお願いします。 
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健康教育課長（嶋村三城） 

 学校では、火災による避難訓練、地震による避難訓練、そして不審者進入による避難

訓練を実施しております。池田小学校の事件を元に、犯人に気づかれないよう、学校独

自の暗号での避難対応の放送を考えている学校もございます。それぞれの学校で、不審

者対応のマニュアルを作成しております。 

昨今、爆破予告への対応も迫られておりますが、ひとつひとつ確認しながら、拳銃に

ついても、避難時の経路などを考えていただく必要もありますので、今後、マニュアル

の確認及び避難訓練を実施して行くよう、お願いしていきたいと考えております。 

委員（木村めぐみ） 

 交通事故や地震等の災害、あるいは不審者など、子どもたちを取り巻く危険は数知れ

ないと思います。朝、「行ってきます」と言って出掛けたわが子が、元気に戻って来な

いなんていうことがあってはいけないと強く思います。学校の中だけでは対応しきれな

い部分があるのではと思っていて、地域住民や保護者等を巻き込んで、地域全体で子ど

もたちを守るという体制が重要だと思います。そのような体制ができている地域もあれ

ば、不十分な地域もあるように感じているので、学校から、保護者への注意喚起ですと

か、地域住民への協力の声掛けというのも改めてしていく必要があるのではないかと思

います。 

教育長（飯野眞幸） 

 ありがとうございました。 

中央小では、不審者の乱入という事件もありましたが、その対応は良くできたという

評価がされていました。不審者にしても、凶器を持っているか、そしてその凶器が何で

あるかということまで想定した訓練はなかなかできないと思いますが、交通事故を含め

て、子どもたちが被害に遭わないための備えは、地域一体となって取り組んで行く必要

はあるのではと思います。 

他にいかがでしょうか。 

委員（清水久美） 

 ただいま、木村教育長職務代理者がおっしゃられたような、地域全体で子どもたちを

守るということについて、先日、功労者表彰を受けた方がいらっしゃる浜尻小の旗振り

活動に参加させていただきました。その方は、ほぼ毎朝で、他の方は当番制で、地域の

方と学校とＰＴＡが協力して行っています。通学路は交通量が激しく、横断歩道もなく、

通勤の渋滞もあり、かなりの車がスピードを出すところに数名が立って、活動をしてい

ます。旗振りをする方も、大袈裟に言うと命がけでやっていますが、ピリピリした雰囲

気もなく、ひとりひとりのお子さんに声を掛け、子どもたちも元気に挨拶したり、旗振
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りの方の名前も覚え、お話しをしたり、とても良い感じでやっています。ですが、とて

も危ない場所だと実感して参りました。本当に学校だけでは子どもたちの安全は管理で

きないと思いましたので、先ほどお話しが出たように、地域全体で子どもたちの安全・

安心を守らなければいけないと思いました。 

教育長（飯野眞幸） 

 ありがとうございました。立て続けに事故や事件が起こっていますので、そのような

ときにこそ注意を喚起していくことが必要だなと思っています。 

他にいかがでしょうか。 

   （「なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 それでは以上を持ちまして、教育委員会６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。 


