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高崎市教育委員会９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９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、乾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。 

承認第３号「臨時代理の承認について（高崎市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の一部

を改正する規則）」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。 

  （熊井 教職員課長 説明） 

教育長（飯野眞幸） 

 説明が終わりましたが、本案につきまして、ご質疑等ございますか。 

   （「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、承認第３号は、原案のとおり決しました。 

 続きまして、議案第１９号「平成３０年度教育委員会の点検・評価報告書の決定について」

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。 

   （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（竹内一普） 

 日々感じていることですが、直接実施している事業以外にも、教育委員会が共催、後援、

協賛や協力をしている事業が非常に多くあると思います。 
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 相手先の方が、教育委員会の名前を出して関係性を構築して行くことは、非常に理解でき

ますが、今回のように直接実施している事業に関しては報告書がある一方、共催等について

は、私たちが全てを知ることができないこともあります。 

１年間にどのくらい教育委員会の名前が協力団体等の行事に出ているのか知りたいと思っ

ているので、今後、毎月でも構いませんが、書類にまとめていただくと有り難いと思います。 

教育長（飯野眞幸） 

 いちばん関連があるのは、社会教育課だと思いますので、年間どのくらい申請があって、

どのようなシステムになっているか教えてください。 

また、他の課でもあれば聞かせてください。 

社会教育課長（土谷真由美） 

 共催に関する取扱要綱に基づいて、各種団体や企業などの実施する教育、学校、文化など

の行事で、目的や内容等が教育全般の進展に貢献するものや、大きな効果が得られるものに

ついて、共催、後援、協賛を認めております。国や地方公共団体またはその他の公共団体に

準ずる機関や、学校教育や社会教育に関する研究団体、公益法人またはこれに準ずる団体、

民間企業等の団体について、要綱に基づいて後援等を行っております。 

教育長（飯野眞幸） 

 過日、高崎市少年少女合唱団の定期演奏会がありましたが、教育委員会の後援でした。 

今度行われるマーチングもそうですね。 

委員（竹内一普） 

 マーチングは常にそうですね。また、先日から行われていますサーカスも新聞に記載され

ていました。時々名前が出ているので、お知らせいただくと有り難いと思います。 

教育長（飯野眞幸） 

 そうですね。 

時期的にまとめて、報告できると良いですね。 

社会教育課長（土谷真由美） 

 全体の件数ですが、平成２９年度は１６６団体でした。 

教育長（飯野眞幸） 

 他に関わっているのは、学校教育課ですかね。 

学校教育課長（真下雅徳） 

 学校教育課では、主に子どもたちの活動に関わるものに対して後援等をしております。 

 社会教育課と同様に、目的、団体の事業概要、さらには規約等も見させていただき、営利

目的ではないと判断した上で後援等を許可しております。基本的に協賛することはほとんど

ないのですが、後援は、マーチングフェスティバルや村上鬼城の俳句、環境教育に関わるも

の、最近ではプログラミング学習に関わる大学と連携した事業について行っております。 

 現在手元に詳細の数はないのですが、一覧にしておくことは重要だと思いますので、今後



- 3 -

はまとめて、ご報告できるようにしておきたいと思います。 

教育長（飯野眞幸） 

 代表的な２つの課から説明していただきましたが、よろしいでしょうか。 

委員（竹内一普） 

 はい、ありがとうございました。 

教育長（飯野眞幸） 

 その他はいかがでしょうか。 

   （「なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 よろしいでしょうか。それでは議案第１９号は、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） 

 異議なしと認め、議案第１９号は原案のとおり決しました。 

教育長（飯野眞幸） 

 続きまして、議案第２０号「高崎市教育機関の適正配置及び設置に関する審議会委員の委

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。 

   （熊井 教職員課長 説明） 

教育長（飯野眞幸） 

 団体等の役職員の変更があったことによる提案です。 

 ご質疑ございますでしょうか。 

   （「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ないでしょうか。 

   （「異議なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 ご異議なしと認め、議案第２０号は原案のとおり決しました。 

教育長（飯野眞幸） 

続きまして、議案第２１号「平成３０年度末県費負担教職員人事異動方針について」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。 
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    （熊井 教職員課長 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） 

 ご異議なしと認め、議案第２１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。「平成３０年度各種音楽コンクール等の実績 

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） 

 これは義務教育だけですね。 

最近、高崎経済大学附属高校の吹奏楽部が実績を上げています。事務長から報告をお願い

します。 

高崎経済大学附属高等学校事務長（神宮義子） 

９月１６日に「西関東吹奏楽コンクール」が前橋のベイシア文化ホールで開催され、高校

Ｂの部で金賞をいただき、１０月１４日に仙台市で開催される「東日本学校吹奏楽大会」の

代表に選ばれました。 

教育長（飯野眞幸） 

 追加して報告をいただきました。 

 「各種音楽等コンクールの実績について」ですが、ご質問やご意見ございますか。 

    （「なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 よく頑張ったと思います。 

 では、続きまして「平成３０年度中体連総合体育大会の結果について」の報告をお願いい

たします。 

（嶋村 健康教育課長 説明） 

教育長（飯野眞幸） 

今の報告の中で、全国中学校体育大会の個人で１位を取った生徒たちは、先日こちらへ報

告に来ていただき、その模様が新聞にも取り上げられました。 

 この件につきまして、ご意見等ございますか。 
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教育長職務代理者（木村めぐみ） 

 最近、錦織選手や大阪なおみ選手が大活躍されていますが、お二人とも硬式テニスです。

中学校では、昔からソフトテニスですが、硬式テニスを導入しない理由は何故か教えてくだ

さい。 

健康教育課長（嶋村三城） 

現在、各学校ではソフトテニス部が主流となっております。硬式テニス部はございません

が、県でチームを組んで、関東大会等には出場しているようです。 

 各学校の部活動の数や環境の実態があり、対応が難しい状況が見られます。 

教育長（飯野眞幸） 

硬式テニスをやっている中学生はいますが、実際に部活動として設置している学校は、中

学校にはない状況です。しかし、高校になると逆転して、硬式テニスが主流になっているよ

うです。スペースや指導者の問題も当然あると思いますが、全国的に中学校まではソフトテ

ニスが主流のようです。 

 他にいかがでしょうか。 

    （「なし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

 よろしいでしょうか。 

 以上で予定しておりました審査が終わりましたが、事務局の方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） 

 では、委員さんの方から、ご質問ご意見等があればお願します。 

教育長職務代理者（木村めぐみ） 

 前回の定例会でお話しさせていただきました教職員の採用面接試験で、８月末から３日間、

面接官を行って参りました。今年で３回目なのですが、真面目で勉強ができそうな方が多く、

若者のやる気をすごく感じました。 

 私からは教員になったときのことを想定した質問をしました。現場に立ったことのない学

生さんは戸惑う方が多く、一生懸命考えて答える方もいれば、「その時に先輩の先生方と考

えたいと思います。」と答える学生さんもいて、様々でしたが、咄嗟の臨機応変な対応力は、

少し弱いのかなと感じました。優秀な用意された答えもありましたが、少しつまらなく感じ

た部分もありまして、光るものを持っている方がいいなと思いながら面接を行いました。 

 これから社会に出て、現場対応力はとても大事だと思いますし、素養もあると思いますが、

教育現場でそのような事も教えていってもらいたいと思っています。詰め込み学習だけでな

く、突拍子もないことを言っても、何か面白い考えを持っている子どもたちが大人になって

いったら、素敵なのではないかと思いました。そういった目で採点させていただきました。 

教育長（飯野眞幸） 

 ありがとうございました。 
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 今年は大卒の初任者が何人いて、今の指摘に対してどのような研修を行っているか、佐藤・

教育センター所長からお答えいただけますか。 

教育センター所長（佐藤明彦） 

 細かい数値は今持ち合わせておりませんが、高崎市では、県内でも市町村別に見ると大変

多く、６０名くらい初任者として採用しております。 

 初任者研修を１年間行っており、センターに来ていただいたり、学校で指導主事が１日の

子どもたちの接し方や授業等を見て、たくさんのアドバイスをしております。 

 初任者研修が充実しているということは、逆に言えば初任者には、授業の進め方などで、

まだまだ分かっていない部分があることが見受けられるということでもありますので、今後

は、引き続き初任者研修の充実を図りながら、子どもたちに迷惑が掛からないよう、また保

護者にご心配を掛けないような学級経営と授業指導ができるよう配慮していきたいと思いま

す。 

 私が見ている限りでも、初任者はまだまだ教員としては未熟です。しかし、学校での初任

者に対する支援も行われており、学年の他の先生や、学校の管理職がしっかり指導しており

ますので、ご安心いただければと思います。 

教育長（飯野眞幸） 

 毎年６０人台の新採用がいますが、感覚的には何割ぐらい大学、大学院卒業直後くらいの

採用ですか。 

教育センター所長（佐藤明彦） 

 大学新卒で入って来ているのは、およそ４割くらいだと思います。あとは１年から２年、

多い方だと１０年くらい臨時職員などで経験を積んでいます。 

教育長（飯野眞幸） 

 まったく経験のない方が４割程度いるということですね。 

教育長職務代理者（木村めぐみ） 

 数年前に、横浜の教育委員会のメンターチームの視察に行きました。民間では、新入社員

研修が充実していると思いますが、学校の先生は、１年目で、先生になったその日から教壇

に立つとなると、少し不安な面がありますので、先生が先生を教えるようなシステムが、高

崎市でもどんどん普及するといいのではないかと思います。 

教育長（飯野眞幸） 

 佐藤所長から、校内でベテラン教諭が新しく入って来た人を指導するシステムについて説

明をお願いします。 

教育センター所長（佐藤明彦） 

 高崎市では、初任者の数が多いので、ここ数年、初任者だけでなく経験日数が少ない教員

が、メンターチームを作りまして、様々な実践的な研修を学校現場で行うシステムが整えら

れています。 

 そのメンターチームでは、経験豊富な先生方がサポートチームとして、講師になったり、



- 7 -

悩み事をいつでも相談できるような体制が非常に充実して来ていて、群馬県内では高崎市が

１番進んでいるのではないかと私は思っています。 

教育長（飯野眞幸） 

 発展途上にある若い職員ですので、温かく、時には厳しく見て行かなければいけないと思

っています。ありがとうございました。 

 他にいかがでしょうか。 

委員（清水久美） 

 先生になりたての先生は、授業をしたり、子どもと接するのは、とても楽しく充実感があ

るそうですが、今は保護者との対応がものすごく大変で、それがとてもストレスであるとい

うお話を聞いたのですが、そのような先生方をサポートする体制はあるのでしょうか。 

学校教育担当部長（星野順一郎） 

 保護者対応のノウハウというのは、ベテランの先生でも難しいと思いますが、例えば学校

でお子さんが怪我をしたときなどの保護者への対応は、どこの学校も連携を図ることによっ

て、とても上手に対応できていると思います。 

 しかし、その後、怪我が治って学校に来たときに元気な子どもの姿を見ると、先生も安心

して、家庭に連絡することもなくなってしまうことがあるかもしれませんが、親は学校での

様子を心配していると思うので、そのようなところを一歩進んで丁寧に対応してほしいとい

う話を、先日の校長会でさせていただきました。 

 ベテランも若手も含めて、お子さんがどのような状態で、保護者はどのような気持ちでい

るかを、常に考えながら対応していかなければいけないと思っています。その意味では、学

校では、職員室の担任役である教頭先生が要だと思います。教頭先生は、１日、学校であっ

たことをほとんど掌握していますので、若い先生方に声を掛けたりしてもらいます。 

また、担任が１人しかいないような小規模な学校には初任者は配置しないようにしており

まして、学年にスタッフが数人いる学校に配置しております。その中で、学年主任の先生を

中心に、学年内の問題を相談しながらやっていくよう、常に組織やチーム体制で対応するよ

うにしております。 

委員（清水久美） 

 そのサポートはとても素晴らしいと思います。 

最近の保護者から来るクレームが、教育的なものや子どもの健康面ではないものもあるよ

うですので、保護者も気をつけなければいけないと感じております。 

教育長（飯野眞幸） 

 この件につきましては、永遠の課題でありまして、国では、保護者クレームにも対応でき

るよう、スクールロイヤーということで、学校教育の中にも弁護士に入ってもらったらどう

かという話も出てきています。 

 個人の枠で努力できる部分と、そうできないで面を合わせながら対応していかざるを得な

いと思います。 

 他にいかがでしょうか。 

    （「なし」との声あり。） 



- 8 -

教育長（飯野眞幸） 

ここで、本日の定例会が木村・教育長職務代理者の教育委員としての任期中の最後の定例

会となりますので、木村・代理者から一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

 木村・代理者、よろしくお願いします。 

教育長職務代理者（木村めぐみ） 

 大変楽しい４年間でした。最初は教育委員会に馴染みもなく、緊張しながらやっていこう

と思っておりましたが、今ではこんなに仲良く、和気あいあいとさせていただきまして、皆

さんに大変感謝しております。 

 私が教育委員になって良かったのは、自分が大変成長できたことです。子育てに関しても

そうですし、仕事面に関してもそうですが、いろいろなことを多面的に見られるようになっ

たということを感じています。教育委員会の視点や取組、いろいろなことが条例等に基づい

て行われていることなど、何となく分かってはいてもピンと来なかった部分が、自分の中で

も明確になっていきました。保護者の中でクレームを言おうという動きがあったときも、ど

のような視点に対してのクレームであるかを考えるようお話することもあって、そのような

視点を皆さんにお伝えすることができたことも良かったことではないかと思っています。家

庭では、子どもに大丈夫かと心配されていましたが、最近では貫禄が出てきたというような

ことも言われて、その影響もあってか、子ども自身も人前で堂々と話ができるようになって

きたようで、子どもに対してもいい影響があったのではないかと思っています。 

 今日の議題を振り返ってみても、点検評価報告書にあるような高崎市の取組は立派だと思

いますし、合唱や吹奏楽で子どもたちが良い成績を収めていますし、部活動では部活動指導

員を導入されるお話もありましたが、高崎市の子どもたちが良い成績を収められるように協

力して行くことができればいいなと思っています。私もこれから自分の分野で頑張っていこ

うと思いますが、高崎市の子どもたちが日本、そして世界を牽引していける教育であれるよ

うに、また皆さんと頑張っていきたいとも思っております。 

 いろいろとありがとうございました。 

教育長（飯野眞幸） 

 それでは、私の方から皆さんを代表して御礼を申し上げたいと思います。 

 私も教育委員になられる前から存じ上げておりましたので、本当に良い方が入ってくださ

ったと思っております。また、税理士という大変忙しくシビアな本業を持ちながら、この教

育行政に関わってくださったことを大変ありがたく思っています。何よりも保護者の目線で

の言葉を定例会でお話いただいたことをありがたく思います。考えなくてはいけないことに

ついて問題提起をしていただいたこともありますし、素直にそのとおりだと感じる部分がご

ざいました。 

 私自身、長く教育行政に携わって参りましたが、手前味噌ではなく、高崎市の教育委員会

の組織は非常にいい組織だと思っております。良いこともありましたが、悪いこともあり、

この場で記者会見をしたこともありました。そのときも事務局職員だけでなく、当時の教育

委員長が同席してくださって、大変な記者会見に対応することができました。そのように高

崎市の教育委員会に一体感の強さを感じておりまして、そういった一体感を木村・教育長職

務代理者もずっと維持してくださっていたのだと思っております。各方面で活躍されている

方々を委員としてお迎えして、我々の仕事は完璧ではなく、時に問題点が出てくることもあ
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りますが、それを埋め合わせたり、後押しをしていただいたりしていることは、大変大きな

ことであると思っています。 

 本当に４年間お世話になりました。ありがとうございました。 

教育長（飯野眞幸） 

 それでは以上をもちまして、教育委員会９月定例会を閉会したいと思います。 

 大変お疲れ様でした。 


