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高崎市教育委員会１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１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、清水教育長職務代

理者と神宮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。 

 議案第１号「高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校管理運営規則の一部改正につ

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けれども、ご質問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に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１号は原案のとおり決しました。 

 続きまして、議案第２号「中学校副読本（令和３年度～令和６年度使用）の採択につ

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。 

    （橋爪 学校教育課長 説明） 

 

教育長（飯野眞幸） 

 説明が終わりましたけれども、ご質問等ございますでしょうか。 

    （「なし」との声あり。） 
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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２号は原案のとおり決しました。 

 続きまして、議案第３号「高崎市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関

する規則の制定について」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。 

    （真藤 教育総務課長 説明） 

 

教育長（飯野眞幸） 

 説明が終わりましたけれども、ご質問等ございますでしょうか。 

 

委員（重田誠） 

 これは、行政改革の一環で押印はいらないという事ですね。特例としたのはどうして

でしょうか。 

 

教育総務課長（真藤要一郎） 

 本来ですと、規則の形式として申請書のそれぞれに押印することを定めているわけで

すが、規則ごとに押印を廃止する場合は、１つ１つの規則改正が必要になります。市全

体で相当数ございますので、こういった特例の規則を定めて、簡易な方法で押印を廃止

しようという事になります。実際に廃止する場合は、事後処理的にそれぞれの規則等を

改正する必要があるのですが、速やかに改正する手段として、こういった特例のやり方

をさせていただきたいという内容でございます。 

 

委員（重田誠） 

 とりあえずこの特例でしておいて、徐々に規則ごとに廃止するということですか。 

 

教育総務課長（真藤要一郎） 

 そうです。一旦、それぞれの押印の要否を検討いたします。押印不要としたものにつ

いては、この規則でも「教育長が別に定めるもの」としておりますが、決裁をして、市

民の皆様に公示する手続きをもって廃止してしまいます。ただ、それぞれの規則ごとに

は「押印をする事」という規定が残り続けてしまうので、それは事務的に１つ１つ改正

していく事になります。取り急ぎ、迅速な対応をしたいという事で、特例の取り扱いで

お願いしたいと思います。 

 

教育長（飯野眞幸） 

 よろしいでしょうか。 

 

委員（重田誠） 

 ありがとうございました。 
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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３号は原案のとおり決しました。 

続きまして、議案第４号「令和３年度高崎市一般会計予算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いたします。 

    （真藤 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４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。「令和２年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰等

の受賞について」の説明をお願いいたします。 

    （土谷 社会教育課長 説明） 

 

教育長（飯野眞幸） 

 ２つの受賞について説明がありましたが、ご質問等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。続きまして、『令和２年度文部科学大臣表彰「学校保健及び学

校安全」等の受賞について』の説明をお願いいたします。 

    （山﨑 健康教育課長 説明） 
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教育長（飯野眞幸） 

２つの学校の受賞の報告がございましたが、昔から高崎市の学校保健は大変定評があ

りまして、国も一目置いてくれているという話があります。そういう伝統が確実に根付

いているのかなという感じがします。 

 

委員（重田誠） 

 本当に各県から見ても、高崎市の学校保健の活動は素晴らしいですから、今後とも取

組を続けていただきたいと思います。 

 

教育長（飯野眞幸） 

 ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

    （「なし」との声あり。） 

 

教育長（飯野眞幸） 

 続きまして、「第２０回佐藤太清賞公募美術展等における結果について」の説明をお

願いいたします。 

    （神宮 高崎経済大学附属高等学校事務長 説明） 

 

教育長（飯野眞幸） 

 説明が終わりましたが、ご質問等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。続きまして、「令和２年度小・中・特別支援学校卒業式の日程

について」の説明をお願いいたします。 

    （橋爪 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、ご質問等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。 

以上で、予定しておりまし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、ご質問等はござい

ますでしょうか。 

 

委員（神宮嘉一） 

 教育行政に直接関わる話ではないかと思いますが、先日無事に成人式が執り行われた
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と伺いました。本来であれば、我々も成人式に出席できていたかと思います。二十歳に

なった方々が立派な姿で出席し、そして代表の人が二十歳の誓いを言って、厳かに執り

行われたことと思います。その数日前、桐蔭学園が高校ラグビーの全国大会で優勝しま

したが、そのチームのキャプテンが、小学校時代は高崎に住んでいたと聞きました。も

しかしたら、県外、世界で活躍している高崎市出身の子どもが数多くいるのではないか

と思いますので、是非、そういう子どもたちを紹介する場を設けていただきたいと思い

ます。地元を出て頑張っている子どもたちは、今の小中学校の児童生徒の目標や励みに

もなると思いますので、スポーツだけに限らず、もちろん学習面、芸能面、音楽など、

全国レベルで活躍をしている子どもたちを紹介してあげるのは、高崎市にとってもいい

ことではないかと思います。今後、何かの機会がありましたら検討、実施していただけ

たらと思います。 

 

教育長（飯野眞幸） 

 先輩たち、郷里出身の頑張っている姿を後輩に見せていくのは、大変良いことだと思

います。 

 

委員（神宮嘉一） 

 学校単位では、ＯＢとして来校してもらって、交流の場を設けてもらっていることも

過去にはあるようです。ご紹介いただける機会があればお願いします。 

 

教育長（飯野眞幸） 

 ありがとうございました。他にはいかがですか。 

 

委員（重田誠） 

 コロナ関係について、他の医師からのお話ですが、コロナで学校閉鎖や学級閉鎖にな

っている状況について、医院に情報提供いただけたらというお話がありまして、個人情

報に関わってしまうことでもあるので、なかなか難しい点もあるとは思いますが、例え

ばその周辺の医院にだけでも情報提供をいただけるといいかなと思います。 

 

教育長（飯野眞幸） 

 ありがとうございました。他にはいかがですか。 

 

教育長職務代理者（清水久美） 

 重田委員のお話に関連しますが、医院だけでなくできれば近隣の歯科医院にも報告い

ただけるようになっていると有難いと思います。実際に、「学校に関わっている者です

が、今日治療に伺ってもよろしいですか。」といった連絡がありました。事前に分かっ

ていれば、それなりの対応もできると思いますので、情報提供いただけると有難いです。 

 

教育長（飯野眞幸） 

 お二人のご意見については、高崎市の保健医療部が中心となっていますので、健康教

育課からそちらに繋いで、委員さんにお返事するようにお願いします。 

 他にはいかがですか。 
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委員（塚田展子） 

 年明け早々、コロナの対応で非常に大変な思いをされていると思います。かなり人数

が増えてきていますが、感染後、無事に復帰されているか、とても気になっています。

以前にもお話したことですが、自分がもし感染した後に学校に戻る時に、恐らくためら

いや人の目が気になるだろうと思います。先生方や学校は、非常に丁寧な対応をされて

いると思いますので、よく見ていてくださっていると思うのですが、「無事に復帰でき

ているのか」とか、「大丈夫だろうか」という思いがありますので、是非とも教えてい

ただけたらと思います。 

 

学校教育課長（橋爪幸雄） 

 先週の動向を確認しましたら、幸いな事に子どもたちは全員出席していまして、学校

としても丁寧な対処をしていただいているのではないかという感じを受けております。 

 

教育長（飯野眞幸） 

 学校閉鎖になった学校の校長と最近話をしましたが、子どもたちは元気に登校をして

いて、保護者からも嫌な思いをしたという声は、１つも聞いていないという話がありま

した。その学校は複数人出ましたので、そういう部分もあると思いますが、逆に１人の

学校であれば、また条件が変わってくると思いますので、より細かく見て行かなければ

いけないのかなという感じはします。自分がうつしたのではないかと悩んでいますので、

そういう部分のケアを今後はしていかなければと思っています。橋爪課長、教員といじ

め防止担当とリーダー研修会の様子を報告していただけますか。 

 

学校教育課長（橋爪幸雄） 

 先日、１月１５日に、いじめ防止担当教諭の研修を、教育センターで実施いたしまし

た。教育長にも出席していただき、オンラインで、それぞれの小中学校の先生が一同に

画面上でグループに分かれて行いましたが、非常に活発に出来たなと思います。また、

次の週には、中学校のリーダー研修会を実施いたしまして、２５校の生徒会役員が参加

し、新聞に取り上げていただいたのですが、「敵はウィルスで人ではない」「理解と正

しい知識」「普通の思いやり」という３つのキーワードを作り、発信する予定でいます。

先生方も子どもたちも非常に活発に良く出来たなと思います。 

 

教育長（飯野眞幸） 

 ２つとも新聞に大きく取り上げていただいていますし、共通のテーマは、「コロナい

じめ防止」だったので、１つの学校全体の取組にプラスになったのではないかと思って

います。ただ、安心しないで見ていきたいと思います。 

 

委員（塚田展子） 

 ありがとうございます。複数人感染者が出た学校は、みんなで力を合わせてという事

も出来ると思いますが、１人の場合は、やはり心細く思うと思いますので、その辺のと

ころ、高崎市は色々動いてくださっているので良かったなと思っています。 

 

教育長（飯野眞幸） 

 教育センターの方には、特にそのような相談は来ていますか。 
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教育センター所長（永井智） 

 現在、それに関わった相談は来ておりません。 

 

教育長（飯野眞幸） 

 では、引き続きよろしくお願いします。その他にいかがですか。 

 

教育長職務代理者（清水久美） 

 公民館の利用状況をお聞きしたいと思います。聞いたところですと、前橋市のほとん

どの公民館では、現在、活動を自粛している状態と伺ったのですが、高崎市の公民館の

現在の利用状況はいかがですか。 

 

中央公民館長（藍美香） 

 前橋市は全ての公民館で活動を自粛していると聞いております。高崎市は４５館の公

民館がございますが、感染症対策を万全にいたしまして、利用者の皆様方に安全にご利

用いただけるように努めて開館をしております。しかし、県の警戒度が４に変わり、他

県で緊急事態宣言が出されたという事もございますので、やはり利用者の皆様方も不安

を感じているようです。活動を見合わせているサークルも多いように感じております。

全体的には、飛沫が飛ぶような合唱やカラオケという活動をしているサークルは、活動

を見合わせているような状況でございます。 

 

教育長（飯野眞幸） 

 中央公民館長が言ったように、感染対策をしっかりして活動する必要があるのかなと

思います。高齢者にとってみると、生きがいのようです。その生きがいと感染リスクの

両立を図るという事が必要なのかなと思っていますので、よろしくお願いします。 

 

教育長（飯野眞幸） 

 他にはいかがでしょうか。 

    （「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１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。 


