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高崎市教育委員会８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８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。 

教育長（飯野眞幸） 

それでは、本日の議事に入ります。 

議案第１７号「部活動の推進について」を議題といたします。提案理由の説明をお願

いいたします。 

  （嶋村 健康教育課長 説明） 

教育長（飯野眞幸） 

 説明が終わりましたが、本件につきまして、ご質疑等ございますか。 

委員（乾宏行） 

 基本的な考え方としては大変良いと思いますが、実際どのような方をどのような形で

各学校へ配置していくのか、そのシステムを教えてください。 

健康教育課長（嶋村三城） 

 本市では、部活動指導協力員ということで、いわゆる外部指導者を本年度は５７名、

昨年度は６５名配置をしております。 

そのような方々と、公益財団法人日本スポーツ協会という日本のスポーツ競技連盟と

して各都道府県を統括する組織がございまして、コーチ資格や上級コーチ資格、指導員

や上級指導員などの公認スポーツ指導者資格の認定を行っており、資格を持っている方

は、子どもたちの指導ができますので、そのようなコーチや指導者の方々にもご協力を

いただいて、いわゆる人材バンクについて、現在検討を進めております。各学校には要

望に応じた対応ができるように考えていきたいと思っております。 
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教育長（飯野眞幸） 

 乾委員よろしいでしょうか。 

委員（乾宏行） 

 はい、ありがとうございました。 

教育長（飯野眞幸） 

 その他にいかがですか。 

委員（竹内一普） 

 採用方法について教えてください。 

健康教育課（嶋村三城） 

 採用に当たりましては、最終的には校長先生の推薦によりますが、技術力、人柄、今

までの指導経歴を含めて、学校へより良い人材を充てていけるよう対応していきたいと

思います。 

教育長（飯野眞幸） 

 よろしいでしょうか。 

委員（竹内一普） 

 ありがとうございます。 

教育長（飯野眞幸） 

 他にいかがですか。 

教育長職務代理者（木村めぐみ） 

 せっかく予算を組んで、お金の掛かるお話だと思いますので、スポーツ部と文化部の

質の向上のみならず、高崎市からオリンピック選手などが輩出できることを期待いたし

ます。ぜひ子どもたちに有益な教育がなされ、お金を無駄にしないよう、よろしくお願

いいたします。 

教育長（飯野眞幸） 

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

委員（清水久美） 

 私もとても良いプロジェクトだと思います。 

顧問の先生の多忙さは保護者も心配していましたので、このようなプロジェクトがあ

るということを、保護者にもきちんと説明してほしいと思います。 
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学校教育担当部長（星野順一郎） 

 今年度の予算の範囲内ですが、２学期に部活動指導員の配置を始めます。そのことは、

校長先生から保護者に伝えていただきます。また、地域に有能な人材がいたらご紹介い

ただくなどして、より充実したものになるよう取り組んでいきたいと思います。 

委員（清水久美） 

 ありがとうございます。 

教育長（飯野眞幸） 

 いろいろなご意見、ありがとうございます。他によろしいでしょうか。 

   （「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に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１７号は原案のとおり決しました。 

 続きまして議案第１８号「平成３０年度高崎市一般会計補正予算（９月議会提出分）

教育費見積書の提出について」を議題といたします。 

提案理由の説明をお願いします。 

（植原 教育総務課長 から秘密会の申し入れ） 

教育長（飯野眞幸） 

 ただ今、事務局から秘密会での審議の申入れがありましたが、よろしいでしょうか。 

  （「異議なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 ご異議なしということですので、秘密会といたします。 

（秘密会） 

教育長（飯野眞幸） 

 それでは、秘密会による審議を終了します。 

（秘密会終了） 

教育長（飯野眞幸） 

 続きまして、報告・連絡事項に移ります。 
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 「高崎市いじめ防止こども会議の開催結果について」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） 

会議を見学されたそうなので、木村職務代理者から一言お願いしたいのですが。 

教育長職務代理者（木村めぐみ） 

私は当日、保護者として会議を見学させていただきました。この会議に参加させてい

ただき、私が素晴らしいと思ったことは、「ピア・サポート」は新しい取組ということ

で、子どもたちがロールプレイング的に、いじめられている子、その子に声をかける子、

そして声をかけた子をサポートする子という３人の立場を経験して、どのようなところ

が難しかったか、どのようなアドバイスをするべきだったかを悩み、体感して、自分の

考えを活発に発言していたところです。 

各学校から代表者１名なので、みんな知らない子たちばかりですが、講義形式ではな

く、自分たちで考える方式の学習が、とても活発に繰り広げられていたと思いますので、

今後の学校教育の現場でも取り上げていくと、とてもおもしろいのではないかと思いま

した。 

教育長（飯野眞幸） 

 ありがとうございました。 

今回は、本当に手ごたえを感じたこども会議であったと思います。 

その他にも、夏休み中に英語のイベントなどをやらせていただきましたけれど、子ど

もたちの積極性が、去年と違う印象を強く持ちました。学んでいこうという気持ちが前

面に出てきている雰囲気を感じてきましたので、種をまいたことが、徐々に育ってきて

くれているという印象を持ちました。 

これからも、「いじめ防止こども会議」は続きますので、一生懸命取り組んでいきた

いと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

教育長（飯野眞幸） 

 その他に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） 

８月３０日、３１日、９月３日の３日間、県の教育センターで、教職員の採用試験の

面接官をさせていただきます。先ほど、小中学校の学力試験の結果について説明をして

いただきましたが、子どもたちの学力が伸びるということには、学校の先生の指導がと

ても大切なことだと思いますので、いかに良い教育が受けられるかということも考えつ

つ、どのような人に先生になってもらいたいかという保護者の視点からも、面接官をし

てきたいと思います。またご報告できる機会がありましたら、報告させていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 
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教育長（飯野眞幸） 

 今年も継続してお手伝いいただけるということですが、是非、高崎の教育にも貢献で

きそうな人を選んでいただけると有難いと思っております。 

その他にいかがですか。 

委員（竹内一普） 

 教育委員会の管轄ではないかも知れませんが、「高崎市安心ほっとメール」に関して

ご意見をいただきたいと思います。 

私は登録して１０年くらい経ちますが、情報が毎日のように入ってきます。人によっ

ては、タイムリー性のことを指摘する人もいまして、不審者情報なのに、そのエリアの

保護者に一日二日、経ってから配信されたりすることもあって、今、知りたい情報が入

ってこないことがあるようです。それはシステムの操作等の事情があってのことだと思

いますが、一方で、最近の「安心ほっとメール」の内容は、豪雨や熱中症の内容が多い

のですが、そのことはタイムリーに入ってきます。その辺りの情報共有が、校長先生や

学校の先生はタイムリーに行われているとは聞きますが、学校の中のメールなどが、ど

こまでしっかりと保護者が知るようにできるのか、もう少し一歩踏み込んで情報共有が

できれば、安全、安心ではないかと思います。昨日も都心でゲリラ豪雨があったように、

登下校中に自然災害が起こりうる時代になっていますので、まさに今その情報を知らな

いと意味がないということについて、数年前より危険度が高くなってきています。我々

としても、教育の現場に対して、子どもたちの安全のためにすぐに情報を提供して、保

護者に迎えに来ていただくとか、学校で保護するなどするべきなのではないかと思って

おります。 

教育長（飯野眞幸） 

「安心ほっとメール」の配信のあり方については、教育委員会だけではどうにもなら

ない部分もありますが、内容で子どもの安全に関わることなどは、学校としてどのよう

に受け止めて、子どもたちや保護者に還元していくかという課題があることは、常に感

じています。 

学校教育課長（真下雅徳） 

教育委員会では、「高崎市学校携帯メール連絡網」を行っております。 

先ほど竹内委員さんがおっしゃられた不審者情報に関しては、警察からの情報もあり、

確かな情報を把握しかねるケースもありますので、基本的に「安心ほっとメール」に委

ねるということはあります。ただし、発生現場が学校に近い時は、十分に注意喚起をし

ていくよう各学校へ連絡しています。 

先日、玉村町のコンビニで不審者情報がありましたが、その場合は高崎市の「安心ほ

っとメール」には情報は入ってきません。しかし、玉村町に隣接している京ケ島や高南

地域には情報を出していく必要があり、各学校へ情報提供して、学校から保護者へ発信

し、分かっている範囲内で情報を共有しました。 

ただ、子どもたちの安全を考え、不審者情報などを今までどおり「安心ほっとメール」
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だけに委ねていいのかということについては、今後、検討していきたいと思っています。 

気象に関するものについては、夜中に入ってくる場合もありますが、市の「安心ほっ

とメール」では、気象庁から入ってきた情報を、そのまま配信するようになっています。

各学校は、子どもたちの登下校の時間であるかどうか確認しながら、雷が来る時間で危

険な場合などは、学校で判断して保護者へ伝えるよう指示しております。 

いずれにいたしましても、子どもたちの安全、安心のために改めて検証しながら、ど

のように情報提供していくか研究していきたいと思っております。 

教育長（飯野眞幸） 

 よろしいでしょうか。 

委員（竹内一普） 

はい。時代が変化して来ていると感じたので、それに応じて、更新することは必要か

と思いました。ありがとうございました。 

教育長（飯野眞幸） 

不審者情報に加えて災害情報については、子どもたちが学校にいる時間帯、登下校の

時間帯といろいろな場面があるので、学校としても大変だとは思いますが、これからも

適切な対応をしていくよう、指導していただきたいと思います。 

他にはいかがでしょうか。 

委員（清水久美） 

 先日、新しく来られるＡＬＴのボランティアに、今年も参加させていただきました。 

今年は、ボランティアの負担が軽くなるよう、いろいろご配慮いただいていると感じ

ました。他のボランティアをされた方々からも、昨年よりもとてもやりやすくて、時間

も短くなり、楽しく活動できたというお話しも伺いました。しかし、その分、教育委員

会の職員の方が、アパートの手配や携帯電話の契約など、とてもご苦労されたのではな

いかと感じました。ありがとうございました。 

毎年感じることですが、ＡＬＴの方が入るアパートの初期費用に、とても差があると

思いました。まっさらな所に入る人と、ほとんど居抜き状態の所に入る人との負担の差

がすごくあるので、少し可愛そうなので、どうにかならないのかと感じています。 

学校教育課長（真下雅徳） 

 新しいＡＬＴが着任すると、毎年、委員さんのようにボランティの方に引き受けてい

ただき、われわれ職員では大変な部分のサポートや、ＡＬＴの安心を支えていただいて

います。日本に来たばかりで、まだ慣れていない生活の中で、ボランティアのみなさん

とＡＬＴがお話しできる環境を作っていただき、感謝しております。 

やはり、携帯電話の手続には２、３時間かかるので、そこは改良させていただきまし

た。また、アパートの件は、地域によっては全部揃っているアパートや、居抜き状態で

すが古いアパートなどもあり、その辺りはなかなか改善されないのですが、今回は学校
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の協力もあり、先生方に声をかけていただき、カーテンや炊飯器などを無償で提供して

いただきました。なるべくＡＬＴの負担が少ないよう、今後も考えていきたいと思いま

す。 

来年度以降も、新しいＡＬＴが着任するときは、ボランティアの方々にはお世話にな

ると思いますので、是非よろしくお願いいたします。 

教育長（飯野眞幸） 

 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） 

 以上で、予定していた議事の審査はすべて終わります。 

 事務局から何かありますか。 

   （「特になし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 それでは以上をもちまして、教育委員会８月定例会を閉会したいと思います。 

 本日は大変お疲れ様でした。 


