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令和３年11月 教育委員会定例会 会議録 

 

１ 開催年月日 令和３年11月９日（火） 

２ 開催場所  神奈川県庁新庁舎９階議会第８会議室 

３ 開会時刻  ９時32分 

４ 閉会時刻  10時50分 

 

５ 出席した教育長及び委員 

        桐谷 次郎  教育長 

下城 一   委員（第一教育長職務代理者） 

        河野 真理子 委員（第二教育長職務代理者） 

        吉田 勝明  委員 

        笠原 陽子  委員 

        佐藤 麻子  委員 

 

６ 出席職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 提出議題  次葉のとおり 

  

８ 会議録作成者 書記 中村 怜 

 

教育局長 田代 文彦 

県立高校改革担当局長 杉山 正行 

教育監 岡野 親 

副局長 落合 嘉朗 

総務室長 篠田 寛 

行政部長 大場 勇人 

指導部長 濱田 啓太郎 

支援部長 宮村 進一 

生涯学習部長 髙梨 信行 

企画調整担当課長 市川 秀樹 

管理担当課長 星 孝樹 

行政課長 松西 孝子 

参事兼教職員人事課長 羽鹿 直樹 

厚生課長 信太 雄一郎 

参事兼高校教育課長 増田 年克 

保健体育課長 富澤 桂子 

子ども教育支援課長 古島 そのえ 

特別支援教育課長 萩庭 圭子 

生涯学習課長 河田 貴子 

文化遺産課長 菅原 一郎 
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教育委員会11月定例会 会議日程 

 

日時 令和３年11月９日（火） 

                                                  ９時30分から                                                         

場所 神奈川県庁新庁舎９階 

議会第８会議室      

１ 議事 

日程第１ 

定教第37号議案 神奈川県立高等学校の管理運営に関する規則等の一部を改正

する規則 

定教第38号議案 令和３年度神奈川県教育委員会表彰（教育功労者表彰）につ

いて 

定教第39号議案 令和３年第３回県議会定例会への提案に係る意見の申出につ

いて 

 

日程第２ 

報第８号 令和３年度神奈川県教育委員会表彰（永年勤続職員表彰）に

ついて 

 

２ 協議・報告事項 

報告１ 新型コロナウイルス感染症への県教育委員会の対応について 

報告２  県指定重要文化財の指定の諮問について 
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教育委員会11月定例会 会議録 

 

 

教育長     ただいまから教育委員会11月定例会を開会します。 

        本会議は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第14条第３項に定める定足

数に達しており、有効に成立しています。 

        では、会議録署名委員に河野委員を指名いたしますので、よろしくお願いします。 

 

河野委員    （了解）  

  

教育長     本日の議題といたしましては、日程第１として「神奈川県立高等学校の管理運営に

関する規則等の一部を改正する規則」ほか２件の付議案件がございます。 

        また、日程第２として「令和３年度神奈川県教育委員会表彰（永年勤続職員表彰）

について」の報告案件がございます。 

        さらに、協議・報告事項として「新型コロナウイルス感染症への県教育委員会の対

応について」ほか１件の報告がございます。 

        お諮りいたします。本日の日程のうち、日程第１の定教第38号議案は、人事に関す

る案件、また、定教第39号議案は、知事に意見を申し出る案件、さらに、協議・報告

事項の報告２は、関係機関との協議等を必要とする案件であります。よって、地教行

法第14条第７項ただし書及び神奈川県教育委員会会議規則第35条第１項に基づき、会

議を非公開にしたいと思いますが、ご異議はございませんか。 

 

全委員     異議なし。 

 

教育長     ご異議がないものと認め、そのように決しました。 

        それでは、非公開案件は後で審議することとし、先に公開の案件に入りたいと思い

ます。 

        それでは、会議規則第22条の２の規定により、ここからの進行を下城委員にお願い

いたします。 

   

下城委員    それでははじめに、日程第１の定教第37号議案に入ります。 

 

 

 

定教第37号議案       神奈川県立高等学校の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則 

              説明者  松西行政課長 

 

 

行政課長    青のインデックス、定教第37号議案をご覧ください。提案理由ですが、県立の高等

学校、特別支援学校及び中等教育学校における事故防止会議に関し、神奈川県立高等
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学校の管理運営に関する規則外２規則について所要の改正をいたしたく提案するもの

です。次のページをご覧ください。１ページ及び２ページが規則案、３ページ及び４

ページが新旧対照表となっています。 

        具体的な内容について、青のインデックス、定教第37号議案関係で説明させていた

だきます。「１ 改正の趣旨」です。県立学校では、平成11年度から事故防止会議を

設置し、研修等を実施してきましたが、学校内でわいせつ事案をはじめとした不祥事

の未然防止、早期発見及び再発防止に取り組む体制を強化するため、現行の事故防止

会議について見直しを行い、所要の改正を行うものです。なお、今回の改正は、わい

せつ事案防止対策有識者会議の提言を踏まえた、今年度の不祥事防止の取組方針にお

ける「学校内で不祥事を未然防止・早期発見するための体制づくり」の取組として行

うものです。 

        次に「２ 改正の内容」です。まず、「(2)」会議の目的です。これまで、事故防止

会議は職員による事故の発生を未然に防止する体制の確立に資するため設置するもの

としていましたが、「未然防止、早期発見及び再発防止に取り組むため」と、目的を

より具体的に規定するものです。「(3)」ですが、校長のリーダーシップの下、学校の

不祥事防止の取組を推進するため、会議の招集及び主宰を新たに校長とします。また

「(4)」の会議の構成員ですが、校長等の管理職、事務長、総括教諭などと規定し、学

校として不祥事防止に取り組む体制を整備するものです。最後に「(1)」に戻ります。

会議の名称の改正です。平成19年に、神奈川県職員等不祥事防止対策条例が制定され

たことに伴い、現在委員会に設置している会議についても「事故防止会議」から「不

祥事防止会議」としています。現在、「事故」という言葉が「不祥事」という言葉で

使用されていることもあり、今回他の改正と併せて、学校に設置する会議の名称につ

いても改正するものです。なお、名称を「事故防止会議」から「不祥事防止会議」に

改正することで、扱う事故の範囲等には変更はありません。また、今回の改正です

が、資料記載のとおり、校種ごとにある三つの管理運営に関する規則を一括改正しま

す。 

        「３ 施行期日」ですが、令和３年12月１日と考えています。 

        説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

下城委員    それでは、質問がありましたらお願いいたします。笠原委員。 

 

笠原委員    今、課長のご説明にあった「事故防止会議」と「不祥事防止会議」というのは、取

り扱う内容、範囲は変わらないというお話だったのですが、確認ですが、具体的にこ

の「不祥事」という中に含まれるものについて、教えていただけますか。従前とは、

その内容は変わらないという理解でよろしいですか。 

 

行政課長    そうです。条例上の「不祥事」ですが、定義としては「法令等に違反する行為」、

それから「職務上の義務に違反し、又は職務を怠る行為」、「県民全体の奉仕者たる

にふさわしくない非行」、「その他職務の遂行の公正さに対する県民の疑惑や不信を

招くような行為」ということで規定されています。従前と、特に対象とする事項の範
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囲は変更はありません。 

 

下城委員    他に。佐藤委員。 

 

佐藤委員    先日の会議で教職員という言葉の定義を教えていただいたのですが、この規則上の

職員というのは、定義されているのでしょうか。 

 

行政課長    規則上の職員ですが、学校に関する管理運営規則ということで、学校に勤務する校

長等の管理職、それから教員、それから事務職員や現業職員も対象になります。 

 

佐藤委員    非常勤の方も対象ということでよろしいでしょうか。 

 

行政課長    会計年度任用職員も対象になります。 

 

下城委員    学校にいる大人の人は皆含まれるという理解でよろしいですか。 

 

行政課長    基本的に、学校に勤務している職員が対象になるということです。 

 

下城委員    他にいかがでしょうか。吉田委員。 

 

吉田委員    直接の関係はないのかもしれないのですが、今、ちょうどストレスチェックの時期

ですかね。それで、これまでの、いわゆる不祥事事案に関連した方々のストレスチェ

ックの結果がどうだったかということは調査されていますか。 

 

行政部長    ストレスチェックですが、個々の職員の状況については、基本的には所属には知ら

されないことになっています。もっと言いますと、県に対しても知らされないことに

なっています。したがって、不祥事を起こした職員がどうだったかというのは把握で

きておりません。 

 

吉田委員    そのとおりかと思います。それが本来のストレスチェックのやり方であるかと思い

ます。それで、何度かお話しているように、子どもたち、私たち病院で言うと、患者

さんの満足度を、いろいろ統計を取ると言っても、あまり悪かったということは表現

しない。だから本来のものは表していないのだというようなことを言う。でも、職員

の満足度を調査してみると、職員が満足して働いている職場であれば、患者さんには

当然優しくするし、丁寧に接している。職場が不満、働き方で満足しない状態で、患

者さんに対して優しく適切な対応を取れるというのはありえないというぐらいのこと

を思っていて、我々の分野では、働き方の満足度というのを非常に大事にしている。

お聞きしたところ、必ずしも教職員の満足度調査というのは行われていないのであれ

ば、何かしらの形でその部分のところのストレス改善等々を図れる手段がないかなと

思っているところなので、ストレスチェックにおいては、その全体の傾向までしか分
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からないとは思う。ある意味でのストレスチェックを管理しているほんのごく一部、

あるいはそれを管理しているドクターの面接の部分などで、少しそういった問題があ

るというのが現状かと思うのですが、何かしらそういったことで、未然に防ぐための

手段としてよいアイディアがないかなとふと思ったので、そういったことを質問させ

てもらいました。今後、満足度調査等々によって、ある意味ストレスがかかった先生

方、あるいはその他の教職員、そういったものを未然に防ぐ方法を考えていくことが

一つの課題かなと思っております。 

 

下城委員    他に。河野委員。 

 

河野委員    これは規則の一部改正ということではあるのですが、ここにあるとおり「管理運営

に関する」ということで、私は民間の視点からリスクマネジメントの重要性というの

をいつも申し上げているところなのですけれども、今回これを改正することで、管理

も特に運営も、それから活用も、そこを上手くするということが更に重要かと思いま

す。「大人の人は皆」という表現もありましたが、やはり意識が変わって行動が変わ

るというところに、これが有効になるようにという思いで改正をすることが大切かと

思ったので、一言補足させていただきました。感想です。 

 

下城委員    笠原委員。 

 

笠原委員    この規則を拝見して、この不祥事防止会議の構成員に関しては、校長、副校長、教

頭、事務長、総括教諭、あと校長が必要と認める者ということになっている。今、河

野委員がおっしゃったように、どう活用するかというところ、それから不祥事防止と

なったときに、不祥事防止会議にどういう機能を、各学校長が、その運営と活用とい

う視点の中から動かしていくか。具体的に今その会議の構成員というのは、ここに示

されている方以外にどのような方が入っているかという辺りも、情報があったら教え

ていただきたい。 

 

行政課長    現行のですか。 

 

笠原委員    現行の。 

 

行政課長    現行の事故防止会議なのですが、学校によって、最初にできてから時間が経ってい

るということでかなり状況が違います。実際には、職員会議と同時に開催する、全職

員を対象とした不祥事防止の点検とか研修、それを事故防止会議として対応している

学校が多いです。ですので、その議題に応じて、校長であったり、その他の管理職が

主に司会進行したりして運営している。具体的な構成員というのは定めていないよう

な学校が現状は多いです。そういったことから、今回、しっかりそこも決めて、不祥

事防止について考える体制を整えようという、そういった趣旨です。 
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笠原委員    従前の会議は今課長がおっしゃったように、職員会議が終わった後にこの会議を開

催するというケースが多かったと思うのですが、つまり、今回こういう形にすること

によって、何をねらっているのかという辺りのところをしっかりと押さえていただい

て、その辺りのことも含めて、結果について教育長に報告をするということになって

いるわけですから、どういう組織の構成をし、そこにどういう役割というか機能を持

たせて、その結果どういうふうにやっていくかという辺りのことについては、しっか

りと確認しておく必要があるのかなと思います。 

 

行政課長    機能とか役割については規則には直接規定しませんが、運用として示していきたい

と考えています。 

 

下城委員    他はよろしいでしょうか。 

        私からも１点よろしいですか。今、笠原委員のお話を伺っていて、それと関連が少

しあるかなと思うのですけれど、「事故防止会議」から「不祥事防止会議」というふ

うに名前を変えるという、これは提言を受けてということなのですが、従前の「事故

防止会議」、これが少し年数が経っていますとご説明がありました。少し前に、安

心・安全というヒヤリ・ハット事例というのをなくしましょうということで、例えば

コンピューターからの個人情報の流出とか、そういうことが起こりうる時代に変わっ

てきているので、その中でそういうことを防ぐためにということの「事故防止」だっ

たのかなというイメージが私の中にあって、その他に、従前からわいせつ事案という

のは「不祥事」というのも含まれていたのであればよいのですが、そうでないとする

と、何か名前を変えるというだけで本当によいのかという。かなり違うことを、「不

祥事防止」という形でもう１回改めて学校全体に求めなければいけない。わいせつだ

というのであれば、ヒヤリ・ハットというのではなくて、かなり中身が違ってくるの

ではないかと思って。だから、名前を変えて今までの会議を再編成しますというので

はなくて、今まであったものに加えてということなのかなと思うのです。今のご説明

で、職員会議に続けて全体でおやりになるというのだから、多分両方含まれるのだろ

うなと思うのですけれど。「事故防止」の観点と「不祥事」の観点と少し違うのでは

ないかと思うのですが、いかがですか。 

 

行政課長    現在も、いわゆるわいせつ事案も含めたものとして考えているのですが、条例にお

いて、従前の「事故」から「不祥事」という名称に変えた経緯なのですが、「事故」

という言葉から受ける印象が、いわゆる不可抗力的な印象を受けるおそれがあるとい

うことで、条例制定時に、県としてあってはならないことであるという趣旨を出すた

めに「不祥事」という名称に変えています。ですので、しっかり「不祥事」という言

葉の趣旨も伝えながら、今後の運営につなげていきたいと思っています。 

 

下城委員    よろしいでしょうか。それでは他にご質問がなければ、採決について教育長にお願

いします。 
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教育長     それでは、ただいまの定教第37号議案につきまして、原案のとおり決することでご

異議はございませんか。 

 

全委員     異議なし。 

 

教育長     ご異議がないものと認め、原案のとおり決しました。それでは、引き続き下城委員

お願いいたします。 

 

下城委員    それでは次に、日程第２の報第８号に移ります。 

 

 

 

報第８号          令和３年度神奈川県教育委員会表彰（永年勤続職員表彰）について 

              説明者  星管理担当課長 

 

 

管理担当課長  それでは、赤のインデックス、報第８号をお開きください。「令和３年度神奈川県

教育委員会表彰（永年勤続職員表彰）について」の説明をいたします。本件は、神奈

川県教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則により教育長が事務を臨時に

代理し、被表彰者を決定しましたので、その結果を報告するものです。 

        それでは、表彰の概要についてご説明しますので、赤のインデックス、報第８号関

係をお開きください。「１ 対象者」ですが、公務員又はこれに準ずる者で、永年勤

続し、その勤務成績が良好なものを対象としており、具体的には、（１）から（５）

に記載のとおりです。なお、（１）のうち、認定こども園の教職員と（３）の教育局

等の産業医については、一昨年、昨年の教育委員会でいただいたご意見を踏まえ、他

の表彰対象者と同様に本県の教育の振興に寄与してくださっていることから、本年７

月に要綱改正を行い、表彰対象者に加えています。 

        次に「２ 表彰候補者の基準」です。「１ 対象者」のうち、本年12月１日を基準

日として、勤続期間が25年以上のものを表彰候補者としています。 

        「３ 被表彰者数」ですが、今年度は、表の一番右の太枠にあるとおり、12月１日

付で232人を表彰することとしました。 

        次に「４ 審査手続」ですが、資料記載のとおりです。 

        「５ 今後の予定」ですが、12月１日以降に、それぞれの所属において、各所属長

から直接表彰状を本人に授与することとしており、その際、所属長から一層励みにな

るような言葉掛けを本人にしていただくようお願いしています。 

        それでは、先ほどご覧いただいた赤のインデックス、報第８号にお戻りいただき、

１枚おめくりいただきまして、被表彰者の内訳表をご覧ください。県、政令市及び中

核市並びに教育事務所ごとの各市町村における学校種、職種別の被表彰者の人数をま

とめたものです。県全体での被表彰者数は、先ほど説明しましたが、資料最下段一番

右に記載のとおり、232人を表彰するものとなっています。なお、今年度から表彰対象
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として追加した、表中の「２」の公立認定こども園の教員については、秦野市から推

薦された５名を表彰することとなりました。「11」の産業医については、今年度の推

薦はありませんでした。 

        私からの説明は以上です。 

 

下城委員    それではご質問をお願いします。 

 

吉田委員    細かいことですが、産業医制度が２、３年前からですよね。これは25年という規定

があると、20年ぐらい先にしか出てこないという理解でいいのか、それとももう少しこ

の件に関しては早くなるのか。 

 

管理担当課長  元々学校医と兼ねてやっていた方もいらっしゃいますので、学校医を永く続けてい

て、その後、今は産業医という方については、近々にと言いますか、可能性があると思

っています。 

 

吉田委員    ですから、その分に関しては、両方兼ね備えた形で考えると理解してよろしいです

かね。 

 

管理担当課長  歴の方を学校医と通算して考えていますので、そこは兼ね備えて考えています。 

 

吉田委員    学校医、産業医をしていて、私自身が別に欲しがっているわけではないですが、一

番大変なのは、それよりも学校相談医、特に精神科相談医というのは、かなりの労力を

費やすことがあるので、そういったものを加味していただければありがたいかなと思い

ます。産業医、学校医、場合によっては検査データなどで、これぐらいでこういった成

績をつけてくださいよというチェック等よりも、精神科相談になると、一人ひとりの家

族、本人、上司に向かい合って、そして本当に親身になって相談に乗ってあげるという、

結構なある意味でのそういったケアなどをしなくてはいけなかったりもするので、そう

いったところも加味していただければ、学校医、産業医以外のプラスアルファ的なこと

を考えていただければありがたいと思います。 

現実的には、私、産業医、精神科の相談医としていろいろしばらく関わっているので

すが、そのときに自分でも思うのですよ。「こういうとき、どう対応していいですか」

「これこれ、こうなのです」と偉そうに言っている自分が、本当は自分でそんなことを

できるのかと自問自答をしなくてはいけなかったりして、その帰り道というのは、結構

どっと重たい思い、疲れた思い、そういった形とある意味での世の中のそういった理不

尽さのようなことを考えたりもする。それのケアというのも、家族、本人にとって、私

は結構大事な時間だと思っているので、そういったことも評価する場があってくれれば

ありがたいなと思っています。 

 

下城委員    他によろしいでしょうか。河野委員。 
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河野委員    感想ですが、今年232名の方々がということで、永く勤められて成績が良好というこ

とで頑張ってくださっていたのだなと、ありがたいことだと、まず受け止めています。

その上で、民間の視点からばかりで恐縮ですが、やはり永く勤めるという価値観と、専

門性をもって途中から入ってきてくれたとか、フルタイムではないけれどもすごく力を

投じてくれているとか、いろいろな働き方が今ある中でということもあるので、これは

これですが、それ以外に努力をされたり、頑張っている方々、短期間だったりする人た

ちに対してもエールを送るような風土であってほしいなと思うので、やはり途中から入

ってきても、またはフルタイムでなくてもというような視点も持った上で、日ごろの仕

事で上司の方々がマネジメントしてくれるといいなと、毎回言って申し訳ありませんが、

感想を持っておりますので、よろしくお願いします。 

 

下城委員    今の河野委員のご意見に私からも一点。地区によって、積極的に推薦いただいてい

るところと、そうではないところもあるように見受けられるので、やはりそうではない

というのは上の方がしっかり目配りされていないということにもなりかねないので、し

っかり目を配っていただいて、勤続25年プラス勤務良好という方がいたら、どしどし推

薦していただくということは、やはり上の方のマネジメントの責任の一つとして、しっ

かりしていただきたいと思います。要望です。よろしくお願いします。 

        他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、質問がないようでしたら、

報告案件ですので、これで終わりたいと思います。 

        次に、協議・報告事項の報告１に移ります。 

 

 

 

報告１           新型コロナウイルス感染症への県教育委員会の対応について 

説明者  市川企画調整担当課長 

 

  

企画調整担当課長  赤色のインデックス、報告１をお開きください。「新型コロナウイルス感染症

への県教育委員会の対応について」です。この報告資料は、これまでの主な教育委員

会の対応について取りまとめたものですが、今回は10月19日の定例会以降の対応につ

いてご報告いたします。 

        19ページをお開きください。真ん中の「コ」をご覧ください。県立学校及び市町村

立学校の対応についてですが、10月20日に、10月25日から11月30日まで基本的対策徹

底期間とされたことを受け、県教育委員会として、引き続き基本的な感染防止対策を

徹底しながら、以下のとおり対応することとし、同日に「令和３年10月25日以降の県

立高等学校等の教育活動等について」等を県立学校に通知しました。併せて、全市町

村教育委員会に対しても、県立学校における児童・生徒等への対応を踏まえた上で、

それぞれの地域における感染状況等に応じた対応をとるよう依頼しました。内容とし

ては＜高等学校、中等教育学校＞については、通常の教育活動を実施します。ただ

し、朝の時差通学を継続することとし、各学校の校長は、地域の公共交通機関の状況
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を勘案の上、生徒の登校時にできるだけ朝の混雑時間帯を避けることができ、また、

学校における通常の教育活動が展開できる範囲で、概ね８時30分以降に授業開始時刻

を設定します。今後も、感染状況により、分散登校等に移行できるよう校長は必要な

準備を行うこととします。 

        20ページをご覧ください。＜特別支援学校＞については、時差通学及び短縮授業を

継続します。各学校の校長は、地域の交通事情の現状等を改めて確認し、必要に応じ

て登校時刻を検討し設定することとします。 

        【県立学校における児童・生徒への対応】についてです。「(ｱ) 基本的な対応につ

いて」は、児童・生徒、教職員の感染が確認された場合、必要な対応が終了するまで

は、臨時休業とします。発熱等体調不良の症状がある場合は登校せず、自宅で休養す

ること、必要に応じて医療機関を受診するよう促します。登校に不安を感じている児

童・生徒については、その出欠席について柔軟に対応するとともに、オンラインの活

用などにより学びの保障に取り組みます。「(ｲ) 学習活動について」は、可能な限り

感染リスクの低減に努めながら、学びを継続します。「(ｳ) 部活動について」は、可

能な限り感染リスクの低減に努めながら活動することとし、大会等への参加について

は、大会等の開催状況、感染防止対策等を確認の上、校長の判断の下、その可否を決

定します。「(ｴ) 学校行事等について」ですが、「ａ 修学旅行等について」は、長

時間の移動、集団での宿泊による感染リスクがあることを踏まえ、県内や旅行先の感

染状況を見極め、判断することとします。「ｂ 文化祭・体育祭・学校説明会等につ

いて」は、基本的な感染防止対策を徹底しながら実施します。 

        22ページをご覧ください。真ん中の「コ」をご覧ください。県立社会教育施設の対

応についてですが、10月20日に、10月25日から11月30日まで基本的対策徹底期間とさ

れたことを受け、施設の運営にあたっては、基本的な感染防止対策を徹底しながら、

以下のとおり対応することとしました。博物館・美術館は通常開館とします。ただ

し、一定の人数を超えた場合、入場制限を行うことがあります。図書館は、開館時間

を通常に戻します。ただし、一定の人数を超えた場合、入場制限を行うことがありま

す。 

        「５ 今後の対応」です。引き続き国の動向把握に努めるとともに、県内感染者の

状況や県対策本部会議の方針を踏まえ対応していきます。県立学校においては、基本

的な感染防止対策を徹底し児童・生徒等の安全、安心の確保と、学びの保障を両立さ

せる取組みを継続して実施します。また、社会教育施設については、利用者の安全、

安心を確保するため、基本的な感染防止対策を徹底し運営していきます。 

        23ページをご覧ください。「参考１」県内学校における新型コロナウイルス感染症

の感染者の発生状況及び臨時休業の状況、30ページ「参考２」県立学校の授業開始時

刻の状況、これらについては11月４日現在において県教育委員会で把握し、まとめた

ものです。また、31ページ「参考３」については、後ほどご覧いただければと思いま

す。「新型コロナウイルス感染症への県教育委員会の対応について」の報告は以上で

す。 

 

下城委員    それではご質問がありましたら、お願いします。 



 12 

 

吉田委員    20ページの「(ｴ)」ですが、修学旅行というのは現在どうなさっていますか。実際に

行かれている学校があるのか、あるいはまだ慎重になさっているのか。 

 

高校教育課長  高等学校の関係ですが、修学旅行については、かなり８月、９月が厳しかったとい

うことで、10月実施は、早い段階で中止又は延期を決定しています。11月以降につい

ては、かなり状況が変わってきていますので、今現在、実施の方向で検討している学

校が多いという状況になっています。 

 

吉田委員    中学校はどうですか。 

 

子ども教育支援課長  これまで、10月以降に延期するということで調整を図ってきていますので、

その後、徐々に実施していると承知しています。 

 

吉田委員    希望、要望なのですが、何とか「これこれ、これだからやめておこう」ではなくて

「これこれ、こういうことをやったら実施できるよ」という形で進めてあげてほし

い。何といっても、今思い返しても、青春時代の本当にいい思い出になっていますの

で、是非それを実行していただければありがたいと思っているところです。私が学校

医を務めている私立は実施していますので、やってできないことはないと思っていま

す。 

 

下城委員    他にいかがでしょうか。河野委員。 

 

河野委員    前回も出ていたかと思うのですが、先生方または児童・生徒でも、後遺症のよう

な、後遺症とは言えないかもしれないですが、少し大変になっているような例は出て

いるのでしょうか。 

 

保健体育課長  お伝えした以降、ご連絡等は受けていませんので、心配なく今のところは過ごして

いるものと考えております。 

 

下城委員    私から補足で、後遺症、この間も言いましたが、若い女性、スレンダーな若い女性

に特に多いのではないかというような研究も出ているという。そうすると学校の先生

方、それから生徒たちにも該当者がいそうなものなのですが、全然報告が上がってこ

ないというのは、むしろ言えない状況があるのではないかということの方が心配にな

りますけれど、大丈夫でしょうか。いかがでしょうか。後遺症については、報告が全

然上がってこない。 

 

指導部長    前回ご質問いただいて、そのときに私どもの方に報告がある案件では、１件あると

いうことでお話をさせていただいていますが、学校の方で今、対応中というところで

す。それ以外に特にその後、今感染が収まっている状況というところもあって、10月
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下旬以降、県立学校の子どもの感染というのはほぼ報告がない状態もあって、その後

そういった状況の生徒がいるとは、特に報告はお聞きしておりません。 

 

下城委員    他によろしいでしょうか。笠原委員。 

 

笠原委員    本当に今、状況が安定しているという言い方はおかしいのかもしれませんが、学校

の教育活動等を拝見している中で、たぶん今までは手探りで、要は経験のないことに

対応することで、できる限りのことをやっていこうというところで、各学校が対応さ

れてきていると思うのです。それらを見ていると、やはり予防という観点がものすご

く学校の経営の視点で考えると「弱い」。という言い方をすると失礼かもしれないの

ですが、こういう経験をした以上、まさに未然防止という観点になれば「予防」とい

う観点から、今回のこの取組みについてどんな取組みをしたのか、そこから得られる

知見は何なのかという辺りのところは、やはりそれぞれのところで整理をしていく必

要性があるのかなと思っています。なので、そんな大変なことをお願いするわけでは

ないのですが、例えば、それぞれ校長会議であるとか、市町村の課長の会議であると

かがある中で、今後に向けて、例えば「次にこういうことが起きたときには、こうい

う対応をとることが大事だ」ということについては、何かやはり一つ整理をされてお

くことが必要なのかなと。学校をいくつか回らせていただく中で感じたので、それを

やってくださいということではなくて、私自身、今感じていることをお伝えするとい

う状況ですので、何か参考になればと思っています。 

 

下城委員    他によろしいでしょうか。それでは、他にご質問がないようでしたら、報告ですの

でここまでとさせていただきます。次に、報告２に移りたいと思います。 

        ただいまから、非公開の会議に入りたいと思います。会議規則第35条第２項の規定

により、出席する職員として、教育局長、県立高校改革担当局長、教育監、副局長、

総務室長、生涯学習部長、企画調整担当課長、管理担当課長、文化遺産課長を指定い

たします。 

 

（10時15分非公開の会議に入り、10時50分公開の会議に戻る） 

 

教育長     以上をもちまして、本日の日程は全て終了しましたので、これにて閉会といたしま

す。 

 

 

 令和３年11月９日 

 

会議録作成者 書記 中村 怜  
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＜非公開会議審議等結果＞ 

  

日程第１ 

定教第38号議案 

・ 管理担当課長からの説明の後、質疑を行った。 

・ 全委員異議なく、変更案のとおり決定された。 

定教第39号議案 

・ 管理担当課長から説明の後、質疑を行った。 

・ 全委員異議なく、原案のとおり決定された。 

 

協議・報告事項 

報告２ 

・ 文化遺産課長から報告の後、質疑を行った。 

 

 


