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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

承認させていただきます。 

教育長（飯野眞幸） 

それでは、本日の議事に入ります。 

 承認第９号「臨時代理の承認について（訴えの提起）」を議題といたします。提案理

由の説明をお願いします。 

    （山﨑 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、ご質疑ございますでしょうか。 

    （「なし」との声あり。） 

委員（竹内一普） 

この件につきましては、個別に対応されているということで、大変な作業だと思いま

すが、その後の経過について、上訴になっているのか、和解になっているのか、それ以

外の対応となっているのか、一件一件全てではなくていいのですが、傾向としてどのよ

うになっているかをお聞かせいただければと思います。 

健康教育課長(山﨑幹夫) 

支払督促につきましては、まず、裁判所から高崎市の申立てとして支払の督促をしま

す。今回、その督促を申し立てた８名のうち１名は破産免責ということが判明して７名

になりましたが、その７名の方全てが、分割であれば支払うということで、つまり異議

を申し立てたことにより、裁判となりました。この後、口頭弁論が裁判所で行われて、

相手の事情等の話を聞き受けた中で、裁判所が判決を出します。 

 過去に１５件、高崎市は裁判を行っているのですが、その１５件全て、裁判所からは

一括払いという判決が出て、いわゆる勝訴という形になっております。 

委員（竹内一普） 

 この件は、過去を遡りますと相当の金額、件数であると理解していますが、このよう
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に第一線で取り組んでいただけるということが、大変大事であると思いますので、頑張

って継続していただきたいと思います。 

教育長（飯野眞幸） 

 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。 

 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、承認第９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１８号「高崎市立幼稚園保育料等徴収条例等の一部改正について」

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。 

    （大澤 教職員課長 説明） 

教育長（飯野眞幸） 

 説明が終わりましたが、本案に対し、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１８号は原案のとおり決しました。 

 続きまして、議案第１９号「令和元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） 

ただいま事務局から秘密会での審議の申し入れがありましたが、議案第１９号の審議

を秘密会と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） 

ご異議がないということで、秘密会といたします。 
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（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いたします。 

教育長（飯野眞幸） 

 続きまして、報告連絡事項に移ります。 

 「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。 

    （佐藤 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、ご意見等ございますでしょうか。 

 なお、かつては塚田委員さんから、この会議におきまして、ピアサポートを中心とし

た話もしていただいおります。 

 ご意見いかがでしょうか。 

委員(竹内一普) 

 私が市Ｐ連でこの会議に関わらせていただいたときは、第１回目の会議だったと思い

ます。その後、自分の子どもも出させていただいたこともあって、思い入れのある会議

なのですが、やはり、ある程度、児童会や生徒会に関わっているような子どもが集まっ

ている傾向があるのかなと感じています。いわゆる「いい子」が出ている感じです。 

 そこで、この子たちが学校へ戻ったときに、各学校でどのように、担当の先生を交え

てこの会議のことを広めていくのかということも大事だと感じていましたので、これか

らその辺を分かりやすく体系的に、保護者の方も理解できればいいかなと感じています。 

教育長（飯野眞幸） 

この後、この会議を踏まえてどのように学校側が対応するか説明をお願いします。 

学校教育課長（佐藤明彦） 

 今回も含めてですが「いじめ防止こども会議」には、ほとんどの学校で管理職の先生

方が一緒に参加していただいております。また、各小中学校の担当教諭も参加していた

だいております。 

 そのような中で、管理職を含めた先生方自身もこの会議を理解し、参加した児童や生

徒が必ず校内に戻って発表する場を設け、このような内容でこういうことが決まりまし

た、というようなことを各学校で発表する機会を持っていただき、先ほどご指摘もあり

ましたが、児童会や生徒会を担当している子どもたちが多いので、児童会、生徒会を動

かしながら、各学校において、今回の会議のことを基にして、それぞれの主体的な取り

組みに移って行くことを期待しております。 

教育長（飯野眞幸）

 当日ＮＨＫのテレビカメラが入りまして、テレビでも放送されましたので、また反響

があるのではないかと思っております。 

 ＮＨＫのテレビカメラが入るというのは、やはり非常に大きな効果がありまして、過
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去にも何度も入っていただきましたが、このような取組に報道各社が注目していただけ

るということは大変有り難いと思っております。 

 「いじめ防止こども会議」については、よろしいでしょうか。 

    （「特になし」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終了いたしましたが、事務局からその他、報告等

ありますか。 

    （「特になし」との声あり。） 

教育長（飯野眞幸） 

事務局からはないようですが、この際、委員の皆様から、ご意見、ご感想等ございま

すでしょうか。 

委員（清水久美） 

先ほど、小中学校の学力テストの結果をお聞きしましたが、特に英語は初めてのテス

トだったのですが、高崎市がトップの東京都と肩を並べるくらいであるということは、

大変喜ばしいことだと思います。 

 英語に関連して、今月の５日と１５日に、今年、新しく採用となるＡＬＴのお世話に

ボランティアで参加させていただきました。私が担当させていただいた４人は、子ども

たちに教える熱意や前向きな考えを持っていらして、とても素晴らしい方々でした。担

当させていただいた４人だけではなく、ＡＬＴ全体が前向きで、子どもたちに教えるこ

とが楽しみという方々が多いのではないかと思いました。 

 その結果が、今回、このような形できちんと数値的に現れていることは、とても喜ば

しいことだと感じます。 

ＡＬＴが各学校１名ずつという方針になって、最初の頃からボランティアをさせてい

ただいていて、携帯電話の契約からアパートの契約など、ボランティアの負担が大きか

ったのですが、年々改良して負担を軽減していただき、楽しくお手伝いをさせていただ

いております。ありがとうございます。 

教育長（飯野眞幸） 

ありがとうございました。ＡＬＴ全校配置ということも、教育委員会だけでできるこ

とではなくて、ボランティアの方々が最初から取り組んでいただいているということは、

本当に強みであると思っておりまして、有り難く思っています。 

 担当の課長から何かありますか。 

学校教育課長（佐藤明彦） 

ＡＬＴの配置に関しては、全校配置に限らず、随分前からも、新規のＡＬＴを迎えた

ときも、その対応が非常に大変だったという記憶があります。 

現在は、ある程度、業者に委託ができるようになり、その点は、すごく良くなってき

ていると思いますが、清水委員さんのようにボランティアとして支えてくださっている

方々のお陰で、全校配置が成り立っていると考えております。本当に感謝申し上げます。 

 先ほど「全国学力・学習状況調査」の結果についてのお話にふれていただきましたが、
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今の中学校３年生については、おそらく小学校５年生のときに高崎市が英語に力を入れ

始めたときの子どもたちになります。今後、英語は３年に一度の調査になるのではない

かと思いますが、ＡＬＴの全校配置は平成２９年度からですので、今、小学生の子ども

たちが中学３年生になったときに、持っている力を発揮してくれると良いかなと思って

おります。 

教育長（飯野眞幸） 

他にいかがでしょうか。 

委員（竹内一普） 

発信元は失念してしまいましたが、先日「安心ほっとメール」で「夏休み明けの家出

に注意」というような発信がありました。報告も聞いてないので、そういったことはな

いと思いますが、何か対策について議論されているのでしょうか。 

教育長（飯野眞幸） 

 夏休み明けはいろいろな問題が起こることが多く、特に今、新聞紙上で言われている、

命を絶つ子も非常に多いということを踏まえながら、ひとつの対策として、以前は９月

に開催していた校園長会を２学期の始業式前に行うようにしておりまして、明日、開催

する予定です。そこでは、気になる子への対策など、私自身から校園長にお願いをいた

しますが、その対応についての説明を学校教育課長からお願いします。 

学校教育課長（佐藤明彦） 

特に家出に限っての対策という訳ではありませんが、２学期が始まるこの時期は、毎

年の調査から、やはり不登校などが増える時期と把握しております。それに向けて、教

育長がおっしゃったように、定例校園長会議を８月に開催して、まず管理職に注意喚起

を行い、先ほどご報告させていただいた「いじめ防止こども会議」についても、不安を

抱えている子どもたちがこの時期多いということで、８月のこの時期に開催して、学校

に持ち帰って子どもたちの支援をしようという意味もあります。 

 また、子どもたちの不登校の原因というのは、報道等にありましたが、やはり学業に

関する不安が多いということです。そのため、小中学校とも夏休み中の宿題が問題にな

ってくるかと思いますので、夏休み中の宿題等については各学校の裁量に任せられてい

ますが、２学期に向けて生活のリズムを崩さないようにするとか、学校生活がスムーズ

にスタートできるようにという目的もありますので、子どもたち一人ひとりに合った、

それぞれに負担にならないような配慮を各学校で行っているところです。それらの対策

等の全体を含めて、２学期に子どもたちが元気な姿で登校してくれると嬉しいなと思っ

ております。 

教育長（飯野眞幸） 

いかがでしょうか。 

委員（竹内一普） 

理解いたしました。夏休みの宿題は学校ごとの裁量なのですね。 
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教育長（飯野眞幸） 

 私も、夏休みのスポーツで優秀だった子どもたちが挨拶に来てくれるのですが、その

子たちに直接、校長先生にもう少し宿題を減らしてくださいという陳情を受けたことが

あります。毎年宿題の量をめぐっては「もっと出した方がいい」というご意見と「これ

以上出さない方がいい」というご意見と、いろいろありまして、苦労している部分があ

るようです。 

その他にいかがでしょうか。 

教育長（飯野眞幸） 

先ほどお話ししたように、自殺を防止することに関する記事もたくさん出ていまして、

塚田先生から、この時期のことについて、何かありますか。 

委員（塚田展子） 

やはり現場のクリニック等で関わっている、不登校のお子さんを含めた子どもたちは、

ものすごく不安が強くなっています。課題が思いどおりにできていないことや、学校に

行って友達と会うことが非常に不安で、重たくて仕方がないという声を聞きます。 

学校でも家庭でも、学校に行けない状況をある程度、分かっている中でプッシュする

なら良いのですが、何が何でも行けというようなことになると子どもを追い詰める原因

にもなります。学校の方は随分おおらかになって、できなかったら、できないなりにま

た始まってからやっていけばいいよ、という感じにもなってきていますし、宿題ができ

ないことはどうってことないよと思うかもしれませんが、宿題がやれないということは、

学校で非常に目立つ行動なんですね。それで、はじかれてしまうのではないかという不

安があったりしますので、この時期はとても心配です。 

そういう面で、高崎市の「いじめ防止こども会議」がこの時期に開催される意味が分

かりますし、その後の学校の対応を意識的に見ていましたが、子ども達に丁寧に伝えて

行っている様子が伝わってきますので、ただ開催しているということではなく、丁寧に

していると感じています。 

今日、新任の教職員に不登校に関する講習でお話をしてきましたが、それも学校が始

まる前に講習を組み入れていて、先手先手で対応していると思います。 

それでも本当にハラハラする時期です。 

教育長（飯野眞幸） 

 子どもの不安に対して、どのように学校でサポートするかというところであるかと思

います。 

もうひとつ生徒指導上の問題とすると、「カッ」となって手を出してしまうような出

来事も多いので、学校教育課でリーフレットを作って「怒りを治める」という部分につ

いての注意喚起の準備をしておりますので、完成したら、また報告させていただきたい

と思います。 

 あと数日で２学期が始まりますが、乾教育長職務代理者から、お医者様の立場で休み

明けの注意点がありましたらお願いします。 

教育長職務代理者（乾宏行） 

先日、夜間診療に行って来ましたが、その日の昼間は、湿度は低かったですが、気温
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が高かったです。午前中にサッカーをやっていた子どもと野球をやっていた子どもが、

もちろん水分はしっかり摂っていたと思いますが、頭痛と気持ち悪さが取れないという

ことで、３人くらい受診に来ました。一時期涼しくなってきて、このまま涼しくなるか

と思っていましたが、また気温が３４度といった高温になるようです。新学期が始まる

と、運動会の練習が始まります。以前より運動会が前倒しになっていますので、時間が

なかなか取れなくて一生懸命練習したいというところがあるのかもしれませんが、もち

ろん水分を摂るようにということはやっていると思いますが、練習の時間帯や長さなど、

かなりきめ細かく配慮してあげるといいのではないかと思います。 

教育長（飯野眞幸） 

運動会が始まるという話ですが、健康教育課長、何かありますか。 

健康教育課長(山﨑幹夫)  

教育長職務代理者のご指摘のとおりで、残暑が厳しいことが予想されます。明日、医

師会の方と各学校の代表の方が集まり、学校保健委員会が開催されますが、その資料の

中に「今年度の熱中症の状況」というものがあります。資料にはＷＢＧＴ（暑さ指数）

と熱中症の出現についての相関図を作成し、掲載しておりまして、客観的にそのような

指数から各学校でも予測を行い、未然に防ぐ対応がこれからは求められるという話をし

て、各学校に持ち帰ってもらい、運動会の練習等で未然に防げるよう指導して行きたい

と考えております。 

教育長（飯野眞幸） 

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。ないようですので、以上をもちまして、教育委員会８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。 


