
 

 

 

 

平成２５年第１０回教育委員会定例会会議録 

 

 

 

１ 日 時 平成２５年９月３０日（月）１５：３０～１７：２５ 

 

２ 会 場 教育委員会 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・ 

浅井教育長・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 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

委員長 ：それでは、第１０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。

小学校、中学校の運動会は良い天気に恵まれて、私は双葉中学校と那波小

学校に行かせていただきましたが、どちらも非常に良い運動会で、先生方

も頑張っておられるなと感心しました。 

それでは議事録署名委員は、田口委員にお願いいたします。 

 

田口委員：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、書記としまして企画総務係長が

出席しております。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、２２日の第９回の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。 

     （経過報告に基づき以下の事業について概要説明） 

 

8/22 コスモストーク若小校区 

8/23 総務文教常任委員会 

 コスモストーク那小校区 

8/24 図書リサイクル 

8/26 子ども子育て会議 

8/27 コスモストーク相小校区 

8/28 コスモストーク青小校区 

8/31 安全・安心のまち住民大会（天候により中止） 

   金ヶ崎学園大学公開セミナー 

9/1  平成２６年度市町立学校長及び市町立学校教頭・主幹教諭候補者選考試験 

9/2  幼小中臨時休業（大雨洪水警報発令） 

9/3  平成２５年第４回定例市議会本会議 

 幼小中始業式 

9/4  平成２５年第４回定例市議会本会議 

   給食開始（大雨香水警報発令） 

9/6  総務文教常任委員会 

9/10 管理課、学校施設定期監査 

9/11 平成２５年第４回定例市議会本会議 

   決算審査特別委員会 



 

 

9/12 管理職異動計画に係る教育長ヒアリング 

9/13 第６回人権教育推進委員研修会（フィールドワーク） 

9/17 温水プールコスモス職員人権研修会 

9/20 スポーツフェスティバル地区対抗リレー代表者会議 

9/25 資料館臨時休館 ～10 月 4 日 

9/26 スポーツフェスティバル運営競技委員会 

 

〔添付資料〕 

○特別展わがふるさと 1960 年代の相生、スポーツフェスティバル 2013”AIOI”参加

申込み状況表 

 

＜各課より補足説明＞ 

教育次長（管理担当）：コスモストークについて 

 

・コスモストークは、７月、８月、２ヶ月をかけて計１０回行った。今回教育長から

は８月に行った内容の説明をしたが、先月にも報告しているが、再度報告する。中

央小学校区、陸自治会館については、体罰のアンケートについて質問があった。青

葉台小学校区、西部公民館では、学校施設の整備、あおば幼稚園ののり面の除草、

学力検査についての質問があった。双葉小学校区、那波野地域福祉活動センターで

は、道徳教育について、矢野小学校区、矢野公民館では、小学校の統合について、

合同授業について計４件の質問があった。若狭野小学校区では、統合問題について、

運動場の開放について、防災時の運動場、学校施設の開放についてはどうかという

質問、那波小学校区では食育について、人権学習について、太陽光発電について、

青葉台小学校区の佐方福祉センターでは、直接教育委員会が回答していないが、施

設のトイレの洋式化ということで、公民館についてはどうかという質問があったが、

公民館については、洋式化を考えていないということを別の担当が回答している。

全部で１８件の質問があった。今回は特に、施設の面、統合について、学校教育に

ついてということで、バラエティにとんでいる。特に矢野、若狭野については、統

合についてを周知したということ。後刻、その他でも報告するが、一般質問でその

件についての質問があった。基本的に統合については、必要であるということは、

地域の皆さんにも説明しているが、現状ではすぐにはしないという回答をしている。

合わせてアンケート調査をしている。教育委員会関連では２件のアンケート結果が

でている。図書館の進入路について、小学校の統合についての考え方について。全

体を通じて市のコスモストークについては、文化会館のこと、定住のこと、防災の

ことが多くあった。今までであれば、都市整備関係のことが多かったが、今回は市

全体の施策のことについて質問が多かったと考えている。 

 

 



 

 

学校教育課長：警報発令時の対応について 

 

・始業式の２日、４日と続いて警報が発令された。２日は７時２５分ということで、

現在、学校の方では７時までに警報が発令されていれば、１０時に解除、引き続い

ていたらということで、各学校ではマニュアルを定めて、各家庭等にもファイル等

でもお知らせして対応している。２日については、登校途中、地区によっては、ま

だ集合場所に出ていないということもあった。登校している児童もいたが、その後、

様子を見ながら家に帰ったということ。４日は、給食が始まったところで、警報の

発令時間が９時３７分ということで、１時間目が終わろうという時間であった。給

食についても、学校でマニュアルを作って対応しているところで、給食のために子

どもたちを残したということはない。天候の様子を見計らいながら、このまま帰ら

せれば危ないという判断のもと、給食を実施して小学校においては、１時～２時の

間に引き渡しということで、保護者の方に来て頂くこととなった。中学校の方も当

初、５校時も行う予定であったが、１時４０分くらいに下校したということ。小学

校の場合、引き渡しということで、周辺道路が大変混雑して、渋滞してご迷惑をお

掛けしたところは、教育委員会としても、学校としても承知しているところである

が、これを解消するという決めてはなかなかないが、運動場の開放やどのような流

れを作れば良いかということを各校で再度検討していただいているところ。最終的

な情報であるとか、指示ということについては、委員会として速やかに出させてい

ただくということは校長会でも申し上げたが、学校のある立地条件等により異なっ

てくるため、最終的には校長先生に判断していただき、下校或いは、保護者に要請

することもあろうかと思う。そのあたりは委員会と連絡を取りながら、学校は避難

所にもなることから、マニュアルはマニュアルとして各校で作っているところであ

るが、合わせて非常事態的なことも今後ゲリラ豪雨等も考えられるので、最終的に

は、校長の判断ということも踏まえて校長会で話したところ。 

 

 

 

体育振興課長：スポーツフェスティバル２０１３ＡＩＯＩについて 

 

・スポーツフェスティバル 2013”AIOI”参加申込み状況表の裏面に昨年度の参加申し

込み状況を付けている。幼児から高齢者の方までできるだけ多くの市民が楽しめる

よう１７年ぶりに内容を変更した。現在の時点で１，３２３名の方の名前をプログ

ラムに出させていただいた。昨年度は７３９名だったので、競技をいろいろと変え

た中で、沢山の方が参加いただけるということで、うれしく思っているが問題点と

しては、決まった時間の中で、決まった予算の中で、どう進めていくのか、滞りな

く終わらせたいと思っている。特に、地区別対抗リレーについては、今年度から１

年生から６年生まで１人ずつのチームとした。そのため、ここ２、３年子どもの数



 

 

が尐ないということで、青葉台地区が出て来れなかったが、青葉台地区が復活され、

自治会長さんも非常に力を入れてくださっている。メインの種目であるので、より

多くの子ども達に適度な競争をさせていきたいと考えている。障害物パン食い競争

を今年初めて実施する。これは、幼稚園児の種目がこれまでなかったので、幼稚園

児もトラックの中で、多くの人達の前で、走れる、親子で参加できるという種目で

オーソドックスなものをさせていただいたが、思った以上に申し込みが多く、親子

で６２組、１２４名、低学年が７７名という形で２０１名ということで、２０レー

スくらいになるため、どう捌いていくのかと考えている。トラック競技で、アジャ

タについては、２９チームの申し込みがあった。今年度力を入れて、来年度から花

を咲かせていきたいと思っている種目。むかで競争については、毎年２、３チーム

であったが、今年は男女の枠も取っ払い９チームにより３レースを行いタイムレー

スを行うなどいろいろと試みている。今から最後の追い込みを掛けて準備をしてい

きながら多くの人に楽しんでいただくという初期の目的を達成していきたいと考

えている。 

 

委員長 ：ありがとうございました。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 ：教育とは関係ありませんが、先ほどのコスモストークの関係ですが、生協

は閉店するのですか。 

 

教育次長（管）：昨日で閉店となりました。 

 

委 員 ：なぜでしょうね。 

 

委 員 ：耐震の検査があって、建物が大きいので厳しいみたいです。それでひっか

かって、８０年も経つ古い建物なので、補修するとなるととてつもない費

用になるのでできないということで閉めるということです。 

 

委 員 ：相生地区には店がなくなってしまうのではないですか。 

 

委 員 ：八百屋１軒になります。魚屋さんを入れると４軒になります。 

 

委員長 ：宅配はあるのですか。 

 

委 員 ：戸配はあります。店の代わりに移動店舗とかはあります。 

 

委員長 ：高齢者の多いところですから。 



 

 

教育長 ：委員さん、合わせて、特別展の話しをお願いします。 

 

委 員 ：特別展わがふるさと 1960 年代の相生ということで、教育長も説明されま

したが、資料館の１階の展示場を全面的に変更して相生をテーマにまとめ

ているのですが、それと合わせて、これも１階ですが、特別写真展という

ことで、木下充造さん、相生におられた方なのですが、昭和４０年前後の

写真を沢山持っておられて、良いのがあるので、テーマを決めて紹介して

いきたいということで、今回は、道とか、橋とか、鉄道とか、そういう関

係のものを集めて展示しています。５日から新しく始まりますのでよろし

くお願いします。２階は従来どおりでほとんど変わりません。 

 

生涯学習課長：写真は１２点展示させていただいております。 

 

委員長 ：貴重な資料が寄せられているのでしょうね。 

     他、ございませんか。特にないようですので、議事に移らせていただきま

す。報告事項『報告第１７号 相生市立図書館協議会委員の委嘱について』

を事務局よりお願いします。 

 

生涯学習課長：（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、報告第１７号について、何か質問等

がございましたらどうぞ。 

     出水さんが、現在の東部公民館長ですね。 

 

生涯学習課長：はい。そうです。 

 

委員長 ：公民館の館長さんは、確か面接して決めるということで、前館長さんもそ

うしたと思いますが、出水さんについては、そういったプロセスがなかっ

たように思いますが、特例があるのですか。 

 

生涯学習課長：本来ですと、公民館長の場合は、公募により館長として選任を行って

きましたが、急遽、亡くなられたということもありまして、公募による手

続きを行いますと、約２ヶ月以上空白期間が出来るということを想定しま

して、どうしても公民館の運営に支障がでるということでございましたの

で、来年の３月３１日まで、今年度期間中ということを前提に、出水さん

には経験者ということで即戦力になっていただきたいということで、出水

さんにお願いし、８月１９日から就任いただいておりますが、あくまでも

来年の３月３１日までということでございますので、その後は公募による



 

 

形で選任していきたいと考えているところでございます。 

 

委員長 ：ありがとうございます。 

 

委 員 ：相生公民館長をされていました。 

 

生涯学習課長：現在の相生公民館長は元相生小学校の校長ですが、その前の平成１９

年から相生公民館長として５年間の職務経験がございましたので、こちら

の経験を生かしていただくということもございまして、急遽お願いしたと

いうことでございます。 

 

委員長 ：越智次長、この臨時的な措置は問題ありませんか。 

 

教育次長（管）：本来でしたら、委員長がおっしゃるように公募して、面接試験をし

てということになりますが、今年度の任期中に急遽亡くなられたというこ

とで、それを引き継ぐという形で、別決裁で、こちらの方で選任させてい

ただくということにさせていただきました。 

 

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、報告第１７号は了承したと

いうことにさせていただきます。次に『報告第１８号 平成２５年度相生

市スポーツ顕彰（前期）受賞者の決定について』をお願いします。 

 

【非公開事件】 

 

委員長 ：この報告第１８号について何か質問等がございましたらどうぞ。 

     特にないようですので、了承したということでよろしいでしょうか。 

 

委員全員：はい。 

 

委員長 ：それでは、報告第１８号は了承したということにいたします。それでは、

次は選挙でございます。『選挙第１号 相生市教育委員会委員長の選挙に

ついて』事務局よりお願いします。 

 

【非公開事件】 

 

委員長 ：続きまして、議決事項の『議第１６号相生市教育委員会委員長職務代行者

の指定について』、説明お願いします。 



 

 

【非公開事件】 

 

委員長 ：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、８月の学校事故、不登校、いじめの

報告について、何か質問等がございましたらどうぞ。 

 

委 員 ：夏休み中なので、ないと思いますが、部活動などで、暑いときに熱中症に

なったとか、そういう報告はありませんでしたか。 

 

学校教育課長：特にそのような報告は聞いておりません。教職員の方も特に水分の補

給、準備運動も含めて、休憩など十分に配慮しながら、気を付けながら活

動しております。以上です。 

 

委員長 ：他、ございませんか。ないようですので、次に１０月分の行事予定報告に

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） 

 

   １０月の定例会は １０／２４（木）１３：３０～ 

→１０／２２（火）１３：３０～ 変更 

   １１月の定例会は １１／２６（火）１３：３０～ 

   １２月の定例会は １２／２０（火）１５：３０～ 

 

委員長 ：ありがとうございました。それでは、１０月の行事予定報告について、何

か質問等がございましたらどうぞ。 

 

委 員 ：５日の豊岡での発表ですが、これは相生小の子供が発表するのですか。 

 

人権教育推進室長：こちらの報告については、教員が発表いたします。特に高齢者の

人権ということで、相生の研究大会でも発表し、西播磨の研究大会でも発

表しました。相小の教諭が発表してくれます。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

 



 

 

委 員 ：決算審査特別委員会についてですが、教育委員会の決算について審査をす

るのは市の方ですか、それとも県なのですか。 

 

教育次長（管）：これは、市議会の方で設置します決算審査特別委員会です。この９

月の定例会におきまして、２４年度分の決算を認定をするかどうかという

ことで、決算書が市議会に提出されております。それを市議会として認定

すべきかどうかということを審査するために、決算審査特別委員会がござ

います。２４年度の一般会計予算、特別会計予算の全てが精算できており

ますので、地方自治法上、それを認定するのが、市議会の方の議決事項と

なっておりまして、それを認定すべきかどうかというのを特別委員会を開

いて検証するということです。 

 

委 員 ：誰が審査しますのかと思いまして。 

 

教育次長（管）：別に市の監査委員がいらっしゃいます。公認会計士さんと市議会か

らの監査委員がおられます。監査事務局がございますので、その中で、毎

年決算審査というのをまた、別に行っております。それとは別に市議会と

して、決算書を認定するかどうかというのが、議決事項になっております。 

 

委 員 ：そうなると、決算書の歳入と歳出をきっちりと見ないと審査ができません

ね。 

 

教育次長（管）：そうです。款項目節、一項目ごとに出ております。 

 

委 員 ：きっちり見るのですね。 

 

教育次長（管）：はい。もっと細かい部分につきましては、監査委員が毎月毎月収支

決算をしておりますが、今回は一年度のものということです。これを認定

しないということになりますと、特に法的な縛りはないのですが、道義的

な責任が生じてきます。ですから、我々が細かい部分を一つ一つ説明し、

認定をいただくという形になります。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

     体育振興課長については、スポーツフェスティバル、大変ですが、何とか

成功に終わらせてください。 

     他ございませんか。特にないようですので、次に移ります。『全国学力・

学習状況調査及びぐんぐん学力アップ事業・標準学力調査について』をお

願いします。 



 

 

教育次長（指）：（提出資料に基づき説明） 

 

委員長 ：それでは、全国学力・学習状況調査及びぐんぐん学力アップ事業・標準学

力調査について、何かご質問等がございましたらどうぞ。 

委 員 ：質問じゃなく、感想ですけど、中学校は本物ですね。２年生も３年生も良

いですね。これは続きそうですね。 

 

委 員 ：この前、新聞に出ていたかと思いますが、どこかの市が、静岡だったでし

ょうか、下の方を発表する、いややっぱり上の方にしたというようなこと

があったと思いますが、結局どうなりましたか。どう思われますか。 

 

教育次長（指）：あれが出たからといって、よく校長が頑張っているとかいうわけで

はありませんので、何の意味もないと考えております。去年も、佐賀県の

高雄市が、学校別の成績を公表したので、それについて今年についてもど

うかということがでておりますが、１２月までには文科省の方も結論を出

すと言うておりますが、現状としては、相生市については今まで通り学校

名についての公表とか、そういった事は考えておりません。細かい点数に

ついての公表については、標準学力調査の方でしてますし、一番この試験

の大事なところといえば、個々にどのようにフィードバックできるかとい

うことですので、個人個人にあなたの課題はこうですよというようにフィ

ードバックできるような形でテストが進められたらと思っています。 

 

委 員 ：資料を見れば、国語活用の B というのが、全体的にものすごく低いのです

ね。小学校６年生の場合。数学の活用 B も問題がものすごく難しいのか、

問題点はわかりませんが。低いなあという感じです。相生も低いし、全国

も低いしという感じです。私も６年生の算数の問題をやってみましたが、

読む力がなければ、問題が全然わかりません。というような問題でしたね。

自動車の免許の問題のように、逆から言っているような問題でしたね。ひ

っかけと言うか、読む力ですね。 

 

教育次長（指）：全国学力・学習状況調査の数学 B の問題は、教科書に出てくるよう

な内容ではなくて、一般社会にあるような問題で、問題文を読むために、

読み取りが必要です。ただ、最近の高校の入学の問題も数学は文章を読ま

ないと問題が理解できないような形が最近の傾向となっております。 

 

委 員 ：本当の数学の力ではなくて、読み取れなければできないという感じと思い

ました。 

 



 

 

委員長 ：小学校と中学校がすごく違っていますが、これは中学校の先生がすごく頑

張っているということですか。 

 

教育次長（指）：勉強だけではなくて、例えば、自分の友達を大事にするとか、生活

習慣や、学習規律ができているとか、そういったことを学力向上プランに

もあげておりますし、小学校の段階からそういったことをやってくれてい

るので、それが習慣となって中学校になってだんだんと現れてきているの

ではないかなと思っております。 

 

委員長 ：今の話を聞いていましたら、やはり国語の力が大事ですね。英語も大事で

すが。 

 

委 員 ：読書ですね。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

     学校を訪問をすれば、先生方はよく頑張っておられると思います。ますま

す学力がアップするように、ご努力をいただきたいと思います。それでは

次に、『９月定例市議会一般質問について』をお願いします。 

 

教育次長（管）：（一般質問通告書に基づき説明） 

 

委員長 ：ありがとうございました。何がご質問等ありましたらどうぞ。 

     特にないようですので、次の『資源ごみ回収奨励金について』お願いしま

す。 

 

教育次長（管）：（提出資料に基づき、その顛末を報告） 

 

委員長 ：ありがとうございます。何か質問ありませんか。 

     これは教育委員会の所管の問題ではありませんね。たまたま PTA が関わ

っていたというだけですね。 

 

教育次長（管）：はい。これがもし自治会の場合であったら自治会になりますし。ほ

とんどが子供会、PTA になります。 

 

委 員 ：新聞にでれば、こうなりますね。マスコミはこう書くのですね。 

 

委員長 ：相生市が支給ミスという書き方になるのですね。 

 



 

 

教育次長（管）：そうです。結局は行政が確認を怠っていたということになります。 

 

委 員 ：実際には、計量の立ち合いというのは難しいですね。 

 

教育次長（管）：定額にした方が分かりやすいかもしれません。それは環境課が考え

るということです。 

 

委員長 ：はい。わかりました。全体にわたって何かありますか。 

 

教育次長（管）：（相生市教育委員会職員（正規学校給食員）採用試験案内、道徳教育

実践教育研究発表の案内について、幼稚園の経緯について（橋本委員作成）、

他市町教育委員の異動について、はぐくみ、資料に基づき報告） 

 

委員長 ：ありがとうございました。他、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。 

     

 

 

１７：２５ 終了 


