
 

 

 

 

 

 

平成２５年第８回教育委員会定例会会議録 

 

 

 

 

１ 日 時 平成２５年７月２４日（水）１３：３０～１４：４８ 

 

２ 会 場 教育委員会 二階会議室 

 

３ 出席者 武本委員長・田口委員長職務代行・山本委員・ 

橋本委員・教育長・教育次長（管理担当）・教育次長（指 

導担当）・学校教育課長・生涯学習課長・体育振興課長・ 

人権教育推進室長 

 

４ 傍聴者 １名 



 

 

委員長 ：それでは、第８回の相生市教育委員会定例会を始めさせていただきます。

今回は、新しい建物での第１回の定例会ということです。場所も変わり

ますと気持ちも一新して、教育委員会、前進して行きたいと思います。 

それでは議事録署名委員は、山本委員にお願いいたします。 

 

山本委員：はい。わかりました。 

 

委員長 ：事務局より本日の出席職員の報告をお願いします。 

 

教育次長（管）：教育次長２名、以下各担当課長と、今日は書記として企画総務係長

が研修で３日間、留守にしておりますので、企画総務係書記にお願いして

おります。以上でございます。 

 

委員長 ：ありがとうございます。それでは経過報告を教育長よりお願いいたします。 

 

教育長 ：それでは、前回の教育委員会定例会以降の経過につきまして、ご報告をさ

せていただきますので、資料をお願いいたします。 

     （経過報告に基づき以下の事業について概要説明） 

 

6/26 平成 25 年第 3 回定例市議会本会議（最終日） 

6/27 市民プール監視員ＡＥＤ講習会 

6/28 相生市防犯協会常任理事会・定期総会 

7/1  相生市小・中学校結核対策委員会 

   相生市民プール中央・西部開業 

7/3  相生市民さわやかあいさつ運動連絡会議 

   西播磨青い鳥学級赤穂教室運営委員会 

   相生市人権施策協働推進ガイドライン第１回策定委員会 

7/4  総務文教常任委員会 

7/7 兵庫県ターゲットバードゴルフ選手権大会 

7/11 学校教育推進に係る研修会（第１回） 

7/16 わくわく招待ランチ（相生小） 

   連合自治会総務会人権研修会 

7/17 定例園長会 

7/19 終業式（幼・小・中） 

7/20 西播夏季総合体育大会 ～21 日 

   手づくり絵本教室 

7/22 コスモストーク双小校区（警報発令のため延期） 

7/23 コスモストーク中小校区 



 

 

〔添付資料〕 

○コスモストーク配付資料、学校給食展チラシ、マイ箸づくりチラシ、平成２５年度

人権の集いチラシ 

 

＜各課より補足説明＞ 

学校教育課長：相生市民さわやかあいさつ運動について 

 

・７月３日に相生市民さわやかあいさつ運動庁内連絡会議を行った。前にも報告した

が、その後の進捗状況を報告する。５月に各幼、小中学校に挨拶の標語の募集をし

た。約２，５００の標語が提出され、その中から、各学校一点ずつ優秀賞を決定し、

それらを横断幕にしたものを発注している。８月下旬にはそれぞれの校園に、子供

たちの作品が横断幕として掲示をされるということになる。合わせて、幼小中各一

点ずつ最優秀を決定し、これらをのぼり旗に反映させ１，５００本準備をしている

ところ。これについても８月下旬には、各校園、公共施設や、庁内会議出席の所管

しているところ、各自治会の方へもお願いし、市民あげてのあいさつ運動を目に見

えて啓発するため、作らせていただいている。教育委員会が中心となっているとこ

ろだが、全市をあげてさわやかあいさつ運動について取り組んでいきたいと考えて

いる。８月の終わりには、横断幕、のぼり旗を掲示できると考えている。 

 

 

生涯学習課長：西播磨青い鳥学級赤穂教室運営委員会について 

 

・７月３日の西播磨青い鳥学級赤穂教室運営委員会について、第１回目の講座を７月 

１９日に実施しているが、期間中、５回実施する予定。学級生は、西播磨地区から 

４０名が参加している。このうち相生市からの参加は４名。視覚障害者、難視の方 

がいるので、実際に参加される場合は介助員がつくため、講座等は、ほぼ倍の人数 

となる。 

 

 

体育振興課長：１件５００万円以上の工事計画について 

・経過報告にはあがっていないが、第４回教育委員会臨時会にて、報告第６号として

１件５００万円以上の工事計画を報告したが、そのうち市民体育館の複合防災盤改

修工事が、７月１８日に終わった。館内の映像が映るようになった。 

 

 

委員長 ：それでは、経過報告、補足説明について、何か質問等がございましたらど

うぞ。 

 



 

 

委 員 ：毎年お願いしていますが、市民プールについては、くれぐれも事故のない

ようにお願いします。なぜこのような事を言うかと言いますと、６年くら

い前に、幼稚園の卒園式に行かせてもらいました。親御さんが胸に詰まる

と言いますか、その子の事を思うと、くれぐれも事故のないように。そう

いう意識で監視の人に風化させないと言いますか、起きてしまった事は仕

方がないのですが、二度と起こらないような対策と言いますか、監視する

人の意識をしっかりと、毎年の事ですがよろしくお願いいたします。 

 

体育振興課長：ご指摘のとおり、体育振興課では二度とあってはいけない事故だと受

け止めています。先ほど、教育長からもありましたように、毎年、必ず監

視にあたる人、管理にあたる人すべてに AED の講習、それから我々は、

土日、必ず職員が交代で巡回させていただいて、あの事故も確か休日に起

こっておりましたので、土日は特に監視員の数も増やしております。平日

よりも１名増という形で、事故が起こった時よりも２名増ということで、

監視体制を組ませていただくとともに、土日は我々が監視のお願いの声掛

けをさせていただいて点検させていただいているところでございます。 

 

委員長 ：よろしくお願いいたします。他、ございませんか。 

 

委 員 ：さわやかあいさつ運動ののぼり旗とか、横断幕のお話がありましたが、例

えばどのような優秀作品があるか聞かせてください。 

 

学校教育課長：まずは、懸垂幕を相生駅の南側ロータリーに掲げております。選挙が

終わりました２２日、月曜日に選挙の懸垂幕を取り換えて、今すでに掲示

をしております。その言葉は、旧教育委員会の建物にあります『あいさつ、

笑顔あふれる相生』を縦長で掲示をさせていただいております。幼稚園は

個人個人で考えるのは難しいということで、５歳児さんのクラスでいろい

ろとつぶやいたことを先生方にまとめていただきました。その最優秀とい

うことで、『あいさつは 笑顔といっしょに わたしから』ということで

す。これは横断幕、あるいは、のぼりでも活用させていただきたいと考え

ております。小学校の最優秀でございますが、『あいさつは みんなをつ

なぐ 心の握手』という言葉でございます。中学校の最優秀作品でござい

ますが、『あいさつで 広がる笑顔 つながる心』のぼり１，５００本に

はこの３つを同じ数だけ用意させていただいて相生市内各所に掲げたい

と考えています。 

 

委 員 ：素晴らしいですね。 

 



 

 

学校教育課長：選ばれました優秀作品につきましては、この後、お配りさせていただ

きます。 

 

委員長 ：ありがとうございました。他、ございませんか。 

 

委 員 ：２０日に手作り絵本教室が行われていますけど、これは毎年行っている事

業ですか、それとも今回初めての事業ですか。 

 

生涯学習課長：こちらの行事は毎年行っていません。初めての事業です。何年か前に

は実施したことがあるのですが、ここ最近は実施をしていなかったという

ことで、丁度夏休みに入りました初日ということでありましたので、設け

させていただいております。出来上がりました作品の中で、ご了解をいた

だけた作品については、２階の思索の広場に８月２５日まで展示をさせて

いただいておりますので、出来上がった作品も多くの方に見ていただく予

定で、現在展示をいたしているところでございます。 

 

委 員 ：もう一点、生涯学習の関連で、１１日のおはなし塾は図書館自主事業です

が、参加者が１名ということで尐ないのですが、今回は特殊なのですか、

だいたい尐ないのですか。 

 

生涯学習課長：おはなし塾といいますのは、読み聞かせを行う初級レベルの保護者や

ボランティアを対象にしました本の題材選びや読み聞かせの実践指導と

いうことを行っております。毎月実施しておりますので、新しい方という

ことで、今回は１名だけの参加でありましたが、毎回参加される方もいれ

ば、新しく参加されるという方もおられ、今回は結果的に１名の参加とい

うことでございます。 

  

委 員 ：勘違いしておりました。一般に子供を集めて行うのかと思いました。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

     コスモストークで教育委員会の関連の質問とかはありませんでしたか。 

 

教育次長（管）：経過報告にもありましたように、２２日は、警報が出ており、延期

になりました。２３日については、どうしても地域の話が多いのですが、

全体的なことでということで、教育委員会については、前回調査しました

体罰の問題についてはどうだったのかということがありました。昨年につ

きましては、やはり地域によりまして統合の話とか、英語教育をもっとし

た方がというような話とか、場合によっては国語教育とか、全体的な話も



 

 

でてきますが、どちらかと言いますと地域の中での話が多いかと考えてお

ります。以上でございます。 

 

委員長 ：わかりました。他、ございませんか。特にないようですので、経過報告は

以上にさせていただきます。今日は、その２の議案１つですね。 

 

教育次長（管）：議案は１つになっております。 

 

委員長 ：それでは、議事の議決事項に移ります。議決事項「議第１４号 平成２６

年度使用小・中学校教科用図書の採択について」をお願いします。 

 

学校教育課長：（提出議案に基づき説明） 

 

委員長 ：ありがとうございました。それでは、議第１４号につきまして、何かご質

問等ございましたらどうぞ。 

 

委 員 ：教科書の流れといいますのは、以前に聞かせてもらったことがあります。

最近、歴史の教科書が話題になったりしますが、そういったことが議論に

なることはあるのですか。 

 

学校教育課長：もちろんございます。この教科用図書につきましては、文部科学省が

検定をしまして、検定が済みました教科書から各採択委員等にお願いをい

たしまして、慎重にこの西播磨地区ではということで、議論をしていって

最終的には採択をしていくということですから、検定済みでしたら、当然、

それぞれの教科書について見てまいります。 

 

教育次長（指）：先ほど説明がありましたように、小学校の教科書が２３年から２６

年までですので、来年度、２７年度からの教科書の検定の時期になってお

ります。相生市教委が事務局ですので、来年度、西播磨地区から小学校の

先生に集まっていただいて採択することとなります。 

 

委員長 ：２６年度までは変わらないということですね。 

 

教育次長（指）：はい。 

 

委 員 ：教科書展示会を見せてもらいに行ったのですが、高等学校は今年選ぶよう

になっているのでしょうか。ここでは関係ないのですね。 

 



 

 

教育次長（指）：はい。 

 

委 員 ：高等学校の教科書がたくさん展示されていました。 

 

教育次長（指）：今年から新しくなっています。 

 

委 員 ：新しくなっているのですか。 

 

教育次長（指）：２５年度から新しくなっています。 

 

委 員 ：すごくカラフルな教科書になったと感心しています。美術なんかは、普通

の書籍と思えるような、欲しいなという感じの教科書で、変わったなとい

う感じで見せてもらいました。 

 

学校教育課長：相生市の教科書展示につきましては、小、中、高と西播で２か所ござ

いますが、相生市だけが高校の教科書もということで、ずっと前から展示

しております。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

     特ににようですので、議第１４号につきましては、原案どおり議決という

ことにさせていただきます。 

それでは、次にその他に移ります。学校事故発生状況報告、不登校等の状

況報告をお願いします。 

 

学校教育課長：（提出資料に基づき説明） 

 

委員長 ：ありがとうございます。学校事故発生状況報告、不登校等の状況報告につ

いて、何か質問がございましたらどうぞ。 

 

委 員 ：自転車の事故が２件ありますが、学校へは、警察から来ていただいて、自

転車の乗り方とか指導されていると思いますが、それにも関わらず、飛び

出しですかね。どうしたらよいのでしょうね。 

 

委員長 ：学校では、定期的に安全教室はされていますか。 

 

学校教育課長：全小学校では、交通安全教室ということで、主に中学年を対象に自転

車の安全教室を行っております。それから、今年度に入りまして、自転車

のヘルメットのことにつきましても、校長会等で話題にもなりまして、こ



 

 

れは学校というよりも、保護者の義務と言いますか、そのことについては、

話をさせていただいたところでございます。教室以外でも、自転車でうろ

うろすることが多くございますので、各学校においては、定期的に朝会を

している学校については、そういった機会に繰り返し繰り返し話をしてい

るのが現状であると思いますが、残念ながら２件とも自転車での飛び出し

でございます。 

 

委員長 ：今後も努力をお願いします。 

 

委 員 ：自転車の事故があちらこちらで重大事故を起こしています。相手が意識不

明であったりとか、そういうのをテレビで見たら怖いです。 

 

委 員 ：あれは、保護者の管理責任を問われますね。 

 

委 員 ：下校してからの事故で、交通事故は報告するのでしたか。登校中から下校

中は管理下ですが。交通事故だからですね。 

 

学校教育課長：はい。交通事故だからです。 

 

委 員 ：そうでしたね。だから一覧表に入るという事ですね。 

 

教育長 ：自転車事故の件につきましては、先ほどの話が出ておりましたように、多

額の賠償金という判例が出ております。その判例の中で、ヘルメットを付

けていなかったことが、保護者としてその子どもにきちんとした自転車の

乗り方を教育をしていないという、ヘルメットをかぶさせていないという

ことは、保護者が子どもに自転車の正しい乗り方を教えていない、だから

保護者の責任ですよということが、一つの判例として、今回出ております。

ですから、先日の校長会でもそのことに触れまして、学校だより等で、ま

ず、家庭で自転車の安全な乗り方についての教育をするようにという啓発

をお願いしたところでございます。校長会でお話する前に既に学校の方も

反応しておりまして、既に学校だよりでそういったことは載せております

という学校もございました。ですから、学校でできるということは、今言

うように安全教室レベルです。やはり、家庭での安全教育というのは自転

車に限らず増えていくと思います。ですから、学校だより等で啓発してい

ってもらうことを考えております。 

 

委員長 ：よろしくお願いします。車の場合であれば自賠責保険と任意保険にはいっ

ておりますが、自転車の場合は、保険という考え方はないのでしょうか。 



 

 

教育長 ：あります。 

 

委 員 ：交通全般に対する保険があります。 

 

委員長 ：例えば、小中学生が、お婆さんをひいて、死亡させた場合何千万円という

損害賠償が発生する場合があります。 

 

教育長 ：自動車保険のプラスで総合賠償保険が付加されている場合があります。そ

の保険であれば、例えば自転車で怪我をした場合とか、飼い犬が噛んだと

か、店で展示物を落として壊したとか、故意でない事故についての賠償も

保障されるということがございます。 

 

委 員 ：その保険金は、自転車の所有者が払うのですか。 

 

教育長 ：例えば私が自動車に総合賠償保険を付加しておけば、家族全員が保障の対

象となります。それから自転車に特定した保険もあります。 

 

教育次長（指）：中学校入学時に、兵庫県の場合でしたら、連合ＰＴＡの推奨の保険

に加入するようなチラシを入学した際に生徒に配ります。加入は任意です

が、それで、加入するものはかなりおります。自転車通学が多い那波中や

矢野川中は結構入っておりました。 

 

委員長 ：確か９，５００万円というすごい金額が自転車で出るのかと、怖いですね。

自転車も気をつけないといけませんね。 

 

教育次長（管）：今でしたら、子供がいる家庭でしたら先ほど教育次長がいわれた保

険にほとんどが入っていると思います。掛け金はそれほど高くはございま

せん。それから、中学校に自転車で通学する生徒は全てヘルメットをかぶ

るようになっております。ＰＴＡの方からも加入の啓発を行っていると思

います。 

 

委員長 ：他、ございませんか。ないようでしたら、次のいじめの現状報告をお願い

します。 

 

学校教育課長：いじめの現状報告でございますが、今回につきましては、報告はござ

いません。以上でございます。 

 

委員長 ：ありがとうございました。それでは、８月の行事予定報告に入らせていた



 

 

だきます。 

 

各課長 ：（資料に基づき、主だったものを報告） 

 

   ８月の定例会は ８／２２（木）１３：３０～ 

   ９月の定例会は ９／３０（月）１３：３０～ 

 

委員長 ：ありがとうございました。補足説明等ありませんか。ないようでしたら、

行事予定報告全体にわたって何か質問はございませんか。 

 

委 員 ：関係ない話しかもしれませんが、他市からの視察が、給食費無料化、この

くらいの規模であればやりやすいのかなという話しですが、視察して、や

ろか、やれそうやという自治体があって、現実に出てくるというのは、早

ければ来年の春くらいからでしょうか。話しの話しですが。 

 

教育次長（管）：視察に来たところで、すぐに始めた所はないのですが、昨年、給食

の無料化を始めたのは、私が調べた範囲では、７件ほど増えてきているは

ずです。平成２５年度からは、６市町村が始めております。人口規模で言

いますと、一番多い所で岐阜県の岐南町というところが２万４千人で福井

県の永平寺町が２万人、だいたい町ですね。一番大きいのが平成２４年度

から栃木県の太田原市７万７千人、これは市長のリーダーシップです。こ

ちらの方は視察には来られていないのですが、電話では照会があったとこ

ろですね。そういう形で徐々に給食の無料化というのは広がっているので

はないかと考えております。やはり人口規模です。あまり大きな所では無

理です。児童生徒数が尐ないところです。そこらはいろいろと探っていき

たいと思っています。 

 

委員長 ：ありがとうございます。他、ございませんか。 

 

学校教育課長：先ほど給食の話しもでましたが、お手元にチラシを配付させていただ

いております。明日から２日間に渡りまして、市民会館の３階で学校給食

展を開催します。昨年度も開催いたしまして、４８０名程の参加がありま

した。保護者共々ということでございまして、展示をするコーナーもござ

いますし、実際に豆つかみのゲームをしてみたりということで、非常に好

評で、今年度も食育という観点で行わさせていただきます。２６日には午

後に講演会も予定しております。合わせて、同じ２５、２６日、２９、３

０、３１日と親子ふれあい料理教室ということで、こちらも５年、６年に

なりますが、実際に親子で、チラシにありますようなメニューをテーマを



 

 

決めまして作っていく、それから裏面にはマイ箸ということで、これは那

波中学校の木工室をお借りして実施します。ご参考までに配付させていた

だいております。 

 

委員長 ：はい。ありがとうございます。相生市は学校給食においては、先進的な取

り組みをしてきたということですね。注目されていますね。他、ございま

せんか。 

 

教育次長（管）：夏休みに入りましたので、大規模工事を実施させていただきます。

まず一点目が、青葉台小学校の耐震工事、夏休みに入りましたので、本格

的に行っております。夏休み中は、グラウンドの方にも入れないようにな

っております。体育館の使用も出来ないようになっております。それから、

双葉中学校のグラウンドの土の入れ替えを始めさせていただきました。丁

度西播大会が入った時、双葉中学校が会場となっておりませんので。明日

ぐらいには、マウンドとかの整備ができて、この土日には、利用できるよ

うにしたいと思っております。それから矢野川中学校の北校舎の防水工事

です。理科室からの雨漏りがひどいということで、その工事も入札が終わ

りましたので、工事を実施します。これも一月程度かかります。それから

若狭野小学校の教室の棚をクラスごとに入れ替えを行います。ランドセル

の大きさが以前とは違いますので、現在の棚では入らなくなっており、入

れ替えたいと思っています。これも夏休みの登校日に間に合うようにした

いなと考えております。大規模工事をこのように実施したいと考えており

ます。以上でございます。 

 

委員長 ：よろしくお願いします。他、ございませんか。 

 

委 員 ：双葉中学校の土の入れ替え工事ですが、運動会に行けばよく言われます。

入れ替えを行うと、専門業者からは、かなり良くなると言われますか。 

 

教育次長（管）：先日調査した時に掘ったのですが、２、３センチくらいで石が出て

きました。本来、土は７センチくらいないといけません。ですから、水は

けが悪いどころは、そこに溜まってしまいます。今回土をいれて１０セン

チ程度にしました。普通でしたら７センチのところをプラス３センチで１

０センチにしました。なおかつ、尐し良い土をいれさせていただきました。

先日大雨の警報が出た後にすぐに見に行ってみましたが、水たまりは出来

ていませんでした。今、きれいに整地をしまして、マウンドを作っている

ところでございます。喜んでいただけると思います。昨年の運動会で雨が

降って、翌日に行えなかったのが双葉中だけでした。それは絶対にないよ



 

 

うに言われておりました。 

 

委員長 ：どうぞよろしくお願いします。他、ございませんか。特にないようですの

で、行事予定報告をしめさせていただきます。その他何かございませんか。 

特にないようですので、これで定例会を終了させていただきます。 

ご苦労様でした。 

     

 

 

１４：４８ 終了 

 

 

 


