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第１８６１回埼玉県教育委員会定例会  

 

１  日  時   令和元年７月１１日（木）        午前１０時開会  

                          午前１１時２１分終了  

 

２  場  所   埼玉県教育局教育委員会室  

３  出席者    小松教育長、上條教育長職務代理者、後 委員、伊倉委員、遠藤委員、

石川委員、小島副教育長、佐藤教育総務部長、渡邉県立学校部長、関

口市町村支援部長、日吉県立学校部副部長、芋川県立学校部副部長、

石井市町村支援部副部長、依田市町村支援部副部長、金子県立学校部

参事兼市町村支援部参事、石川高校教育指導課長、中沢生徒指導課

長、横松生涯学習推進課長、櫻井生涯学習推進課主幹、青木県立学校

人事課長、下野戸市町村支援部参事兼小中学校人事課長  

岡部書記長、平野書記、中村書記、古澤書記、茅野書記、天宮書記  

４  会議の主宰者   小松教育長  

５  会  議  

 (1) 前回議事録の承認  

    о  全出席委員異議なく本件記載どおり承認  

  о  小松教育長が、上條委員を議事録の署名者に指名した。  

 

 (2) 報告事項  

   次代を担う産業人材イノベーション事業の取組について  

石川高校教育指導課長  （提出理由、次代を担う産業人材イノベーション事業に

ついて、平成３０年度実施内容と成果、令和元年度事業推進校及び成果発表会

について説明）  

伊倉委員  この取組については、大変素晴らしいものだと思います。１点確認し

たいのですが、この指定を学校が受けた場合、県としては具体的にどのような

支援をしているのでしょうか。また、１校当たりの予算の配分については、ど
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の程度になっているのでしょうか。  

石川高校教育指導課長  予算の支援についてですが、本事業全体の予算額 は

２，３６９万円となっており、各学校への配分は平均して約５０万円となりま

す。多くの学校では、例えば２ページの事業概要にある専門技術・技能分野に

おきましては、その道のプロの方を講師としてお招きしており、御指導いただ

いた際には、謝金をお支払いする形で支援しております。また、それぞれの取

組において、指導主事が各学校を訪問したり、各企業との連携において一緒に

話合いをしたりするなど、より一層、事業が充実した形で進むよう支援してい

るところです。  

伊倉委員  １校当たり約５０万円というのは、かなり大きな金額だと思います。

この取組によって生徒たちにどのような良い化学反応が起こったのかについて、

感情的な部分だけでなく、もう少し数値として示せるような事業になれば、よ

り良いものになるのではないかと感じました。また、地域創生分野についてで

すが、指定を受けている１２校中４校の取組については、資料に記載があり確

認できますが、他の８校がどのような取組をしているのかについても、別の機

会でもよいので把握できるようにしてほしいと思います。  

石川高校教育指導課長  御指摘いただきましたように、はっきりと見えるような

形での成果を示せるよう、今後努めてまいりたいと思います。地域に貢献する

という観点からみると、工業高校の県内企業への就職内定率について、平成

２９年度は６２．８パーセントだったものが、平成３０年度は６８．５パーセ

ントとなり、５．７ポイント増加しております。こうした部分も一つの成果で

あると考えております。  

小松教育長  残りの８校の取組については、別途資料を皆様にお渡しできるよう

に整えます。  

伊倉委員  ただ今課長から説明があったように、成果が数値で表れると大変分か

りやすいと思います。取組を広報する場合にも、生徒たちの反応に加えて、県

としてこの部分に投資した結果、こうした成果が出たというプラスの面をもっ

とアピールした方がよいのではないかと思います。  
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上條教育長職務代理者  地域の企業や団体と連携することによって、学校内だけ

ではできない学習ができることと、外部の方と接することによって生徒たちの

社会性が向上していくことがメリットとしてあると思います。さらに、学校と

しても社会に開かれた学校となり、生徒たちも社会に向かって関心を持つ意欲

が湧くことになります。そうした点を考えても、本取組は生徒たちにとって大

いにプラスになるだろうと思いますし、大変良い取組だと思います。連携する

地域の企業はどのように選定しているのでしょうか。学校に任せているのか、

県として何らかの手立てを講じているのか、その辺りのことについて説明して

ください。また、県としては産業労働部で地域企業についていろいろなことを

把握していると思います。そうした部局を越えての連携や協力はしているので

しょうか。  

石川高校教育指導課長  企業の選定についてですが、基本的には各学校が地域企

業にお願いしながら連携を進めているところです。ただ、例えば理化学研究所

などの研究機関や大学等につきましては、県が直接そうした機関と取組内容を

一緒に検討するなど、学校と企業をつなぐ役割もしております。  

上條教育長職務代理者  地域企業の選定を学校に任せることは、数が多いのでや

むを得ない部分はあると思います。ただ、企業のデータは、教育局内ではなく

産業労働部などで、県としてかなり持っていると思います。埼玉県内には、技

術力、財務力を含め、キラリと光る中小企業がたくさんあります。学校が直接

企業に訪問してお願いするという形は大変だと思いますし、選ぶこと自体が大

変なのではないでしょうか。通学路にある看板に書かれた会社にお願いすれば

よいということでもないと思いますので、より良い成果に結び付く企業選びと

いう点においては、県としてのサポートを是非してほしいと思います。また、

御存じのとおりキャリア教育実践アワードというものがあります。 ボ ラ ン タ

リーに協力してくれている企業の皆さんに対して、埼玉県経営者協会と埼玉県

教育委員会が協力してアワードを作り、表彰状などを贈って感謝を示しており

ます。全ての学校がこれに応募しているかは分かりませんが、年々応募が減っ

ているような状態です。企業側の協力もかなり大変ですし、我々としては企業
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側に対してもありがたみを感じております。ただ、いつも同じようなところが

同じような形で出てきます。こうした形での取組をしているのであれば、もう

少し努力して、全ての学校から教育実践アワードに応募するよう働き掛けるな

どすることで、企業側に対して感謝の気持ちを形として伝えることができるの

ではないかと思います。是非、そのような形で進めてほしいと思います。  

石川高校教育指導課長  上條委員からお話しいただきましたとおり、県としても

連携先の選定の面で学校をしっかりと支援しなければならないと考えておりま

す。他部局等との連携につきましては、今年度産業労働部や福祉部とも連携先

等の相談をしており、一緒に進めていくことができればと考えております。ま

た、キャリア教育実践アワードにつきましては、全ての学校が応募できるかと

いう点については課題もございますが、努力してまいります。  

上條教育長職務代理者  川越工業高校のエボルタ乾電池を使った取組など、形に

なっていて目に見えるものは応募しやすいが、そうでないものは応募しづらい

という思いが学校にはあると思います。そうではないということをきちんと県

から伝えてほしいと思います。介護や福祉の分野については形として見えない

ので応募しづらいかもしれませんが、応募していただければ、それを評価の対

象にもしていますし、これまでも特別支援学校でそうした応募をしていただい

たこともあります。そうした点については、是非学校に周知徹底を図ってほし

いと思います。  

石川高校教育指導課長  正に御指摘いただいたとおりでございまして、目に見え

るものは応募しやすく、生徒たちは地域の方々に御支援いただきながら一生懸

命取り組んでいるにもかかわらず、目に見えにくいために応募しづらいという

状況がこれまでもあったかもしれません。地域の方々にしっかりと感謝の気持

ちを示すという意味でも、応募の方法について、今後しっかりと検討していき

たいと思います。  

小松教育長  成果をどのように人に見せていくかということであり、まとめ方の

学習にもなると思います。そうした点も学校に伝えていくべきだと思います。  

遠藤委員  こうした学び方は非常に醍醐味があって、生徒たちにとってはダイナ
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ミックな学習だと思います。先ほど上條委員がお話しされていたように、申し

込みにくいという意味では、県で進めている魅力ある高校づくりと関連すると

ころがあるように思いますので、そうした部分も意識しながら、できるだけ多

くの学校が申し込めるような分野や方法の工夫を考えてみてほしいと思います。  

石川高校教育指導課長  県としてのＰＲがなかなかうまくできていないという点

も課題としてございます。各学校の生徒たちが生き生きと取り組んでいる姿を

しっかりとＰＲできるよう、取組を進めていければと考えております。  

 次代を担う産業人材イノベーション事業として予算を２，３００万円

以上使っている割には、普通に専門高校で行っている授業の内容そのものなの

ではないかと感じました。先ほど話に出ていた企業とのマッチングに関しても、

高校に任せるのではなく、これこそ県が前に出て進める必要があることだと思

います。特に今、中小企業は人手不足ですので、直接高校生の就職につながる

部分も含めて考えてほしいと思います。こうした取組は、企業側が求めている

部分もありますし、中小企業の中には本当に素晴らしい技術を持っている会社

もありますので、県の内部組織の連携だけでなく、外部団体と連携をすること

で、そうした企業を紹介してもらうこともできると思います。隣接している企

業、近所の企業という枠を越えて、埼玉県内のキラリと光る企業からたくさん

応募してもらい、是非そのマッチングを県がしっかりと行ってほしいと思いま

す。先ほども言いましたが、専門高校の実習の授業、若しくは特別支援学校の

職業教育でも同じようなことは実施していると思います。私も、キャリア教育

実践アワードの表彰式に出席させていただいて、発表等も聞きましたが、それ

とのつながりもしっかりと持たせるべきです。そこで協力していただいた企業

の方々を、その場で表彰するのは大変良い形だと思います。これだけ予算を掛

けている事業でもありますし、そうした見せ方の部分については、是非工夫し

て事業名にふさわしいものにしてほしいと思います。  

石川高校教育指導課長  企業とのマッチングについては大変重要な部分ですので、

しっかりと検討してまいりたいと思います。また、新しい取組につきましても、

学校、企業、地域と連携しながら進められればと考えております。  
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小松教育長  学校ではインターンシップ先も開拓していたはずです。それについ

ても県が力を貸してもよいかもしれません。学校地域ＷＩＮ－ＷＩＮプロジェ

クトは県が企業等の協力先を開拓しておりますので、ばらばらに実施しないよ

うに調整しましょう。それを進めれば、先生方の働き方改革にもつながります。  

上條教育長職務代理者  それから、商工会議所や経営者協会などの経済団体をう

まく活用することで、企業に対する働き掛けはできると思います。今でも、高

校生のためのジョブシャドウイングなど、インターンシップなどは様々な形で

実施しています。教育長から話があったように、あれもこれも、いろいろな課

から話を持っていくのではなく、全体を通して企業に働き掛けられるようにし

た方が、話を受ける企業側からすると分かりやすいかもしれません。その方が

経済団体も十分に協力する体制が作れると思います。  

石川高校教育指導課長  各経済団体や関係課ともしっかりと連携しながら、マッ

チングできるよう考えてまいります。各学校はこれまでの取組の中で、既に企

業等としっかりと連携できているところもございますので、そうした部分は継

続していけるような形で支援していきたいと思います。  

 

 (3) その他  

上條教育長職務代理者  新聞やテレビの報道で出ているように、先日所沢市内で

中学生が同級生に殺害されるという痛ましい事件が起きました。まずは、亡く

なられた被害者生徒の御冥福を心からお祈り申し上げます。一方で、事実関係

につきましては、現在警察が捜査中であり、その把握に大きな制約があり、我

々にとっても事実関係が分かりにくい状況が続いています。いくつかのことに

ついて、生徒指導課に確認したいのですが、まず１点目として、事実関係が分

かる範囲の中で、どのような状況なのかということ。２点目が、加害生徒に対

して、被害生徒によるいじめがあったのではないかという報道があります。そ

れに対して学校として、どのような状況を把握して、どのような対応をしてい

たのかということ。３点目は、学校内やクラスの中ではかなり大きな事件であ

り、生徒たちにとって精神的には相当大きなインパクトがあったのではないか
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と思います。その対応について、どのようなケアを考えているのか、あるいは

既に実施しているのか。以上、３点説明してください。  

小松教育長  把握している範囲での事実関係、報道ではいじめという話も出てい

るがそれに対して学校としてどのような対応をしていたか、今現在の生徒たち

のメンタルケアについての３点について、生徒指導課長から説明してください。  

中沢生徒指導課長  まず事実関係についてですが、事件発生が先週７月５日金曜

日午後４時５０分頃です。発生現場は加害生徒の自宅です。加害生徒、被害生

徒ともに中学２年生です。把握している事件の内容ですが、７月５日金曜午後

４時５０分頃、加害生徒の自宅内において、一緒にテスト勉強をしていた被害

生徒に対し、教科書をめぐるトラブルから刃物で腹部などを刺すなどして殺害

したものです。続きまして御質問の２点目、いじめに対する学校の対応につい

てです。まず前提としてお話しさせていただきますと、加害生徒につきまして

は、警察による取調べが続いております。また、関係する教員、加害者や被害

者と関係の深い生徒につきましても、警察から事情聴取を受けている状況であ

り、事情聴取は今後も続くものと考えられます。また、警察からは、学校が関

係者への個別の聞き取りをすることは控えてほしい旨の要望を頂いております。

従いまして、限られた情報でのお話ということで御理解いただければと思いま

す。いじめに対する学校の対応についてですが、まず、加害生徒が学校に相談

したという報道がございます。これにつきましては、全く別の事案として生徒

同士の人間関係の相談が生徒からございました。事実を確認するため、複数の

生徒から聞き取りを行い、その聞き取りを行ったうちの一人が加害生徒でござ

います。聞き取りを行う中で、加害生徒から「被害生徒から腕を２０回ほどつ

ねられている。」という話がございました。しかし、加害生徒からは「被害生

徒には言わないでほしい。」と言われております。これを聞いた教員は、「言

わなければなくならないよ。」と改めて促しましたが、加害生徒から「今週も

う一回やってきたら先生に言います。」という発言がございました。これを受

けまして、「そういうことがあった時には、必ず言うんだよ。」と、聞き取っ

た教員は伝えております。また、その日のうちに、訴えてきた加害生徒の母親
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にも、そういった相談があったこと、学校が見守っていくことについて伝えて

おります。また、相談を受けた教員は２日後に、その後どうなったかというこ

とで加害生徒に聞き取りを行ったところ、「被害生徒からもうやらないと言わ

れたので大丈夫です。仲良くなってきています。」という話がございました。

その日も学校は、加害生徒の母親に電話で話をし、「何かあったら指導するの

で、連絡してほしい。」と伝えております。学校の対応につきまして、現在把

握している範囲は以上になります。続きまして、３点目の生徒たちのケアの状

況でございます。事件後の７月８日月曜日、学校において全校集会を行ってお

ります。この中で校長は、事実関係の話をし、命の大切さや心のケアの話をし

ております。一部すすり泣く声が聞こえたものの、落ち着いた雰囲気の中で生

徒は聞き取っていたとの報告を受けております。その後、全校生徒を対象に心

のアンケートを行い、スクールカウンセラーや臨床心理士が相談に当たってお

ります。また、７月９日火曜日以降は、５名から６名のスクールカウンセラー

や臨床心理士が学校に常駐し、校内を巡視し、気になる子供に声掛けなどを

行っているところです。生徒へのケアの状況は以上になります。  

上條教育長職務代理者  非常に制約がある中で、事件そのものについてはすぐに

何か対応できるということはないのだと思いますが、子供たちのメンタルケア

の部分については、非常に重要性が高いと思いますので、現在も対応している

ようですが、様々な変化もあると思いますので、うまく捉えながら十分配慮し

た形で対応してほしいと思います。市教育委員会に対する指導や、必要であれ

ば県が何らかの形で対応するなど、学校に任せきりにすることのないようにし

てほしいと思います。それから、いじめがあったかなかったかという問題につ

いては、まだまだ軽々に発言できませんが、報告を聞く限り対応した先生は、

かなりきちんと生徒の立場に配慮して対応してきていただいたように感じます。

先生にとってもかなり大きなネガティブなインパクトがあっただろうと思いま

すので、先生側に対しても十分に配慮のある対応をしてほしいと思います。  

中沢生徒指導課長  ただ今頂いた御意見をしっかりと受け止めて対応したいと思

います。まず、心のケアの部分につきましては、市教育委員会からスクールカ
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ウンセラーなどの緊急派遣の要望も来ておりますので、それについてはしっか

りと対応していきたいと思います。それから事件が発生した７月５日金曜日以

降の６日土曜日、８日月曜日、９日火曜日に私も含めた生徒指導課の職員が現

場に行き、しっかりと市教育委員会からの相談を受け止めさせていただきまし

た。この対応は継続していきたいと考えております。また、先生方のケアにつ

きましても、しっかりと対応していきたいと思います。  

小松教育長  事実関係がまだ分からない中でも、県ができることについては全て

やるということで対応していきたいと思います。  

 

 (4) 次回委員会の開催予定について  

   ７月２５日（木）午前１０時  

 

 ＜非公開会議結果＞  

 第１１号議案  埼玉県生涯学習審議会委員の任命について  

 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律及び埼玉県生涯学習

審議会条例の規定に基づき、２０人の委員を任命することを決定しました。  

 第１２号議案  埼玉県社会教育委員の委嘱について  

 社会教育法及び埼玉県社会教育委員に関する規則の規定に基づき、２０人の委員を

委嘱することを決定しました。  

 第１３号議案  公文書部分開示決定処分に係る審査請求事案の裁決について  

 公文書部分開示決定処分に係る審査請求事案についての裁決を決定しました。  

 第１４号議案  保有個人情報部分開示決定処分に係る審査請求事案の裁決について  

 保有個人情報部分開示決定処分に係る審査請求事案についての裁決を決定しました。  

 


