
 

 

 

 

平成２５年第５回教育委員会定例会会議録 

 

 

 

 

 １ 日 時  平成２５年４月２４日（水）１３：３０～ 

 

 ２ 会 場  市役所３号館（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 



委員長 ：定刻が参りましたので、ただ今より、平成２５年第５回の教育委員会定例 

会を開催いたします。新年度に入りまして、新体制ということで、次長２ 

名ということで相生市教育委員会がより充実の方向へ組織が出来たとい 

うことで、今年度も良い年度となるようお願いします。 

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）：教育次長管理担当、指導担当２名、各担当課長と書記として企画総

務係長が出席でございます。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 ：先ほど、委員長より、次長２名体制になったとお話がありましたが、次長

２名制になったのは、守りの体制ではなくて、攻めの体制でいくというこ

とで、ご理解願います。 

それでは、経過報告をさせていただきます。３月２６日の第３回教育委 

会定例会以降の主なものについて、経過をご報告いたします。 

 

     （経過報告に基づき説明） 

 

〔添付資料〕 

○なし 

 

＜各課より補足説明＞ 

学校教育課長：全国学力学習状況調査の実施について、ぐんぐん学力アップ事業につ

いて 

・本日全国学力学習状況調査が実施された。今年度は４年ぶりに全員参加の調査。市

内の全小中学校で、小学校６年生、中学校３年生が実施をした。 

・ぐんぐん学力アップ事業として、標準学力調査を中学校の方は２年生が本日、全国

学力調査と合わせて実施をしている。小学校は４年生、６年生で、６年生について

は、今週中に実施するということで、小学校は国語と算数の２教科。中学校は国語、

数学、英語の３教科。今後、夏休みまでに、テスト等の結果を分析し、重点課題等

をもう一度絞り出し、更なる学力向上に向けての具体的な方策を決定していきたい

と考えている。 

 



委員長 ：経過報告全般に渡って何か質問等がございましたらどうぞ。 

 

委 員 ：中学校、小学校、幼稚園の入学、入園があって人数が書いてありますが、

幼稚園については、３歳や４歳などに関係なく、新しく入った人数という

ことですか。 

 

教育次長（管）：この４月の入園は３歳児が入園しますが、その方が１２９名いらっ

しゃいまして、それ以外に、４歳、５歳から入るという方も含めまして１

４８名という形になっております。全体的に就園率といいますのは、３歳

児、４歳児、５歳児、相生市内では、約７００名いますが、そのうち幼稚

園全体で４３３名が入園しています。６２％程度の就園率となっておりま

す。他は、在宅の方もいらっしゃいますが、私立幼稚園、保育所等に入っ

ているという形になっています。割合については大体６割が公立の幼稚園、

残りの３割程度が保育所、残りの１割程度が私立幼稚園という形になって

います。保育所の方も今のところ待機児童はないということを聞いており

ます。相生市の場合は棲み分けができているのかなと考えております。以

上でございます。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

     特にないようですので、経過報告は以上でしめさせていただきます。次に

議事に入らせていただきます。報告事頄「報告第７号 相生市小・中学校

結核対策委員会委員の委嘱について」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す。それでは、報告第７号につきまして、何かご質問

等ございましたらどうぞ。 

     実際に小中学校で結核の発症事例というのは、例えば昨年１年くらいで何

件くらいありますか。 

 

教育次長（指）：昨年の結核診察の中で、小中学校ではなかったのですが、民間の施

設で介護の仕事をされているお父さんが、結核に感染してという事例は１

件ありました。そういった事例もありました関係で、本来は昨年度から法

律が変わりまして、必ず持たないといけないという会ではなくなりました

が、昨年度の会の中で、会長などが、やはりこういった会は年に１回でも

持って、情報交換する場は必要だろうということで、相生市としましては、

今年度も結核対策委員会を開いて情報交換に努めるようにしております。 

 



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、報告第７号は了承したということにいたします。 

     次に『報告第８号 相生市教育研究所運営委員の委嘱について』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。報告第８号につきまして、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、報告第８号についても了承したということにさせ

ていただきます。次に『報告第９号 相生市文化財保護審議会委員の委嘱

について』をお願いします。 

 

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９号について何か質問等がご 

ざいましたらどうぞ。 

 

委 員 ：これは任期が１０月５日なのですね。中途半端ですね。 

 

生涯学習課長：委員につきましては、２年任期ということでお願いしておりますので、

平成２６年１０月６日からは、次の２年間ということで、委員の方へ委嘱

することになります。 

 

委員長 ：１０月５日というのは何らかの事情ですかね。 

 

生涯学習課長：経過の方は分かりません。 

 

委 員 ：審議会ができたのが１０月６日ですかね。事務的には３月３１日でなくて

も良いのですか。あまり関係ないですかね。 

 

委員長 ：大体が３月３１日までが多いですね。 

 

委 員 ：事務的に統一した方が良ければ、何らかの機会に統一したらいいのではな 

いですか。 

 

生涯学習課長：当然に法律に基づいて行っていますが、なぜ６日からかということは

分かりません。 



委員長 ：委員の変更については、了承ということでよろしいですね。 

 

委員全員：はい。 

 

委員長 ：それでは、次に『報告第１０号 相生市人権教育推進員の委嘱について』

をお願いします。 

 

人権教育推進室長：（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１０号につきまして、何か質

問等がございましたらどうぞ。 

 

委 員 ：校区によって人数にものすごく差がありますが、そういったきまりという

のはありませんでしたか。子どもの人数とか。 

 

人権教育推進室長：特に校区ごとの人数割り振りというものはありませんが、これま

での経緯とか、辞められた方の後任ということでお願いしてきたりとかの

経緯がありまして、それぞれ校区に渡っての学習会などに行っていただい

たりということもありますので、現状ではバランスが悪い所もありますが、

特に不都合なくさせていただいているところが現状でございます。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

 

委 員 ：この委員さんは、本人が辞めたいと言うまでは、ずっとやっていくことに

なるのですか。 

 

人権教育推進室長：これまで、こちらから、引いていただくような話はしていないと

思います。体調の関係とか、年齢の関係とかで、お引きになるということ

が通常でございます。 

 

委 員 ：３１年の方がいらっしゃいますね。ご高齢の方ですか。 

 

人権教育推進室長：３１年の方につきましては、割と若くから委員を務めていただい

ておりますので、現在６３歳くらいですので、３０代の若い頃からになり

ます。 

 

委 員 ：全体会議というものが年に何度かあるのでしょうね。 

 



人権教育推進室長：研修として１０回程度、毎年させていただいております。その中

で、研修会の他に、人権の集いとか、そういったものに参加いただいたり、

運営の協力をいただくものも含めて１０回程度となっています。 

 

委 員 ：よほどボランティア精神がないと３１年もできませんね。 

 

委員長 ：他にありませんか。 

     特にないようですので、報告第１０号は了承したということにさせていた

だきます。 

 

委員全員：はい。 

 

委員長 ：それでは、議決事頄『議第１０号 相生市奨学生の選定について』をお願

いします。 

 

教育次長（管）：（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、奨学生の選定について、何か質問等

がございましたらどうぞ。 

 

委 員 ：生活保護基準額というのは年収は、どれくらいになりますか。 

 

教育次長（管）：年収というよりも、一カ月の生活費というものがありまして、世帯

の人数であったり、母子家庭や老人家庭など、世帯の構成であったりと、

年収ではなく、一カ月の生活するに必要な最低の費用がありまして、その

費用に対してどうかということになります。ですから、母子家庭であれば、

母子加算というのがありますが、大体１人当たりが１０万～１５万円くら

いになると思われます。それに１人ずつ増える度に３万円ずつ増えるとい

うような形です。それに家賃補助があったり、いろいろな補助があります

ので、ケースはその世帯によって違います。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

 

委 員 ：判定表を見た時に、２３番の子どもと、３８番の子どもと、支給出来る子

どもと出来ない子どもがあまりにも接近しているというところですが、２

３番の子どもにも支給しても良いのではと思いますが。 

 

教育次長：その方々の差というものを源泉徴収票などで確認をしておりまして、確か



にほとんど変わりません。２３番の方は、母子家庭ですが、お母さんは定

職についておりますが、それが、生活できるかどうかという部分ですが、

どこかで線引きする必要があります。委員がおっしゃることは理解できま

すが、この部分を認めますと下げれなくなりますので、この点は、こちら

でご理解いただきますようお願いいたします。 

 

委員長 ：生活点をどこで線を引くかということですが、例えば１．５で線を引くと、 

入るわけです。 

 

委 員 ：今回は、たまたま、次のところと離れていますが、言われるように１．０

くらいに固まると悩むところになってしまうのでこれで良いと思います。 

 

委 員 ：年度によって基準が違うというのも困りますね。線引きは大事ですね。し

ょうがないですね。 

 

委員長 ：悩ましいところですね。以前は、生活点０点でも、『否』というのもあり

ました。それが改正されました。 

 

委 員 ：何年か前に、この基準になりましたね。生活点０というものおかしいと思

います。生活点０で私学にいっている人も結構います。生活点０で授業料

が払えるのかということになります。 

 

委員長 ：生活点０というのと実収入というのは、違うところがあるのかもしれませ

ん。 

 

教育次長（管）：３年前にもそういった話があったということですが、確かに生活点

０というのは、前の年のことで、その前の年は違ったかもしれません。特

に事業をしている方は、たまたま、その年の事業が上手くいかなくて、申

告した場合、事業収入、必要経費を合わせて０になった。その前は、きち

っとした収入があったという場合。サラリーマンでありましたら、無職に

なってということであれば分かりますが、そういう部分を考慮して、市の

予算があれば、出したりしていましたが、今回は、困窮度に合わせまして

出しますよということで、予算が２００万円ではありますが、昨年度は予

算額２００万円を超えても出しております。ですから、この基準に該当す

れば出しますよという形となりましたので、一定の基準でさせていただき

ました。以上です。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 



特にないようですので、議第１０号につきましては、原案どおり議決とす

る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、原案どおり議決させていただきます。次に協議事頄『協議第８

号 平成２５年度「相生の教育」について』をお願いします。 

 

教育次長（管）、教育次長（指）、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：（新規事業、取り組んでいく事業を各課より項に説明） 

 

委員長 ：ありがとうございました。２５年度の相生の教育について、担当課より説

明いただきましたが、全体を非常に分かりやすくまとめられているという

印象を受けました。本年度、次長が２人になったという組織の充実ととも

に、相生市教育委員会の事業計画も充実していると思います。率直な印象

です。 

     全体にわたって、何か質問がありましたらどうぞ。 

 

教育長 ：一番最後のページに組織図を載せております。これによりまして、次長が

それぞれ、どの課を担当するかという所管もでておりますので、ご参考に

いただいたらと思います。 

 

 

委 員 ：私も委員長と同じ印象で、事業の頄目の位置付けなどが非常によく分かっ

て良いなと思いました。それで、この冊子はどのような時に使うのか、或

いは、どこへ配るとか、そういったものはありますか。 

 

教育次長（管）：これは１年間の我々の教育施策の一番の基本になるものです。市外

から来られる会議などはもちろん配らせていただきますし、なおかつ、事

あるごとに、これを利用させていただこうかと考えております。出来るだ

け広く活用していきたいと考えています。配布の方法には特に基準はあり

ません。 

 

委員長 ：ありがとうございました。他、ございませんか。 

     一つよろしいですか。学校教育課の関係で、ＯＪＴの推進というのは非常

に良い内容だと思いますが、私の率直な印象として、色々な学校に行った

時に、学校長の個性もありますし、ＯＪＴを推進する上での、いわゆる指

導力と言いますか、そういう面でのバラつきがあるのではという印象があ



ります。そういう面でＯＪＴの推進の第一歩として、学校長のＯＪＴの取

り組みの標準化というものをある程度しておかないと、学校によってバラ

つきが出るように思います。そのあたりがまずは大事ではないかなと思い

ます。次長よろしくお願いします。 

 

教育次長（指）：そのとおりだと思います。次の校長会で各校長がどのような反応を

示すかということもこちらが心配している部分です。まず、小学校の校長

に最初に見せた時に、すぐにやるということで協力いただきました。学校

の中で育っていくということが大事だと思っていますので、標準化という

部分はこれから考えていこうかと思います。同時に今年はどのような形で

も良いので、手を付けていただいて、ＯＪＴの推進を色々と研究されてお

ります兵教大の先生に来て頂いて、全体研修であったり、管理職研修など

でやろうかなと考えています。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

 

委 員 ：相生市民さわやかあいさつ運動を推進しましょうということですが、恐ら

く議論があったかと思いますが、所管は学校教育課ですか、と正直思いま

す。具体的な取り組み例を書かれておりますが、あいさつしましょう、は

分かりやすいですが、職場の中でも議論はあったと思いますが、どうです

か。 

 

教育次長（管）：さわやかあいさつ運動というのは、敢えて今までどこでもやってい

ることをやったわけですが、取り組み、きっかけづくりを相生市で行うと

いうことで、相生市から各企業、市民にやるという発信です。今までは職

員研修の中で運動というものは、総務課、企画管理部門で行っていました

が、それを市民などへ発信すると言う事になりましたら、児童、生徒を持

っているところが一番入りやすいだろうということから、教育委員会が所

管するという議論になったわけです。今までは、我々は相生市職員として

やっていたわけですが、全体に広げるにあたっては、一番入りやすいのは

教育部門から入った方が良いのかなという結論になりました。まちづくり

推進室とかという話もありましたが、一番に、あいさつで、子どもを巻き

込んで、全体的にやろうという位置付けになりましたので、今回は教育委

員会ということになりました。 

 

教育次長（指）：そういう経緯がありまして、自治会の総務会にも、自治会を通して、

とにかく子どもを一番のターゲットにして、子どもに声を掛けて、子ども

にあいさつすることで市を活性していきたいと言う事を前面に出しまし



て、自治会にもお願いをしにあがりました。もうすぐ、自治会でも回覧と

かが回ってくると思います。合わせて各学校の方にも周知しましたら、日

本一あいさつの出来る学校にするということを目標にあげてくれている

学校もあります。そういった学校が学校でやっていくことと、自治会で、

とにかく子どもに声を掛けていくということで、他にも波及していくよう

な形になればと考えております。 

 

学校教育課長：先日、庁内での検討会を行いまして、学校教育課としてお話をしたと

ころですが、先ほども申し上げましたように、まずは広めていくというこ

とで、そのターゲットを子ども達からということで、逆に言うと、学校が

一番しているのかなとも思いますが、学校の外にでると、出来ていないか

なという部分もありますので、子ども達から声を発し、地域の皆さんから

の声も、ということで、そういうあいさつ運動をより推進していく、そう

いう取り組みをしていこうということで、各課でいろいろと団体とか持っ

ているところがあるわけですが、そういう形で会合がある度に、このよう

なリーフレットを配付しながら、共に推進をしていこうということで話し

合いをしたところでございます。 

 

委員長 ：相生市民さわやかあいさつ運動というのはどちらかというと市長事務部局

のテーマですね。これが学校教育課に入っているという事は、子ども達の

コミュニケーション能力を養う第一歩があいさつという補足説明をしな

いと、学校教育課の管轄には入りにくいと思います。そのあたりを学校の

先生に説明するのに色付けされたらどうですか。 

 

委 員 ：学校を回っていて大体どこの学校でもあいさつをしましょうというのは、

入っています。私がこれまで回った中で一番良かったのが青葉台小学校で

すが、逆になぜ、あそこまでできるのかなという所があるので、そのあた

りに声を充実させるというか、ヒントがあるのではと思います。確かに、

子どもが学校にいる時と街に出た時は全然違います。 

 

学校教育課長：委員さんがおっしゃったとおりです。先日の庁内会議でも、あいさつ

は人と人を繋げる魔法の言葉ということ、大人同士、また大人と子ども、

子ども同士、コミュニティ形成、コミュニケーション能力を高めるという

ことで、お願いをしたところですが、学校では、やはりこういったスロー

ガンを持ちまして、例えば青葉台小学校でありましたら『あじなとろ』と

いうようなスローガンと言いますか、『あ』はもちろんあいさつです。『じ』

は時間を守るなど、各校によってやり方は様々ですが、まずはあいさつを

目標にしない学校はないと思っておりますし、そのことが校内で教職員を



はじめ、全校児童生徒が中心になって、それから以前に作らせていただい

た、しあわせカルタのなかでも、繰ってみますとあいさつに関することが

十数件ありました。あいさつやお互いに声を掛けるとか、部門ごとには分

かれていますが、沢山あったなということも実感しておりますし、委員が

おっしゃったように、言葉を交わす事が、人と人ということの一番元であ

りますので、学校の中では、今、申し上げたような事で、同じようにスロ

ーガンを掲げて、常に先生から声をかける、もちろん逆もございますが、

そういう広がりを中心にしながら、市民の皆さんにもということでござい

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 ：最近の新聞で、英語教育の関係で記事がありました。学校教育課の取り組

みの確かな学力の定着で、小学校英語活動推進事業ですが、こういったも

のをどんどんやりなさいよというようになるのではと思います。また、注

意して県とか施策を見といて頂ければと思います。 

 

委員長 ：学校教育課の言語活動と特色教育の推進、これは良い事だと思います。日

本語、国語をきっちりと勉強する必要があると思います。 

     他、ございませんか。 

 

委 員 ：たくさん事業がありますので、それぞれの担当でがんばって欲しいと思い

ます。 

 

委員長 ：それでは、平成２５年度相生の教育に基づいて頑張ってもらいたいと思い

ます。よろしくお願いします。それでは次に、その他で、３月分学校事故

発生状況、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 ：はい、ありがとうございました。それでは、事故発生状況報告、不登校の

状況報告について何か質問等がございましたらどうぞ。 

 

教育次長（指）：昨年度、事故の数が学校により偏りがあるということを指摘されま

したが、今度、校長会の方で、本年度から事故の報告の形式が４週間以上

を重症とするとか、一部変更になったところがございますので、合わせて、

昨年度こういったことが話題になりましたので、学校の事故の数を調べる



事は、学校の安全管理を点検する大事な事でありますので、事故について

は必ず報告をあげるよう、校長会を通じて頼んでおります。また、養教部

会の方を通じて、そういった事を点検しようと思っております。 

 

委員長 ：よろしくお願いします。 

不登校とか長欠の状況は、比率から言うと那波中が多いですか。いろいろ

な要素があるのでしょうね。 

 

委 員 ：学校別の事故者の資料ですが、学校によってある程度バラつきがあるのは

わかりますが、軽傷事故が重傷事故よりも割合が尐ないというのは、一般

的な考えから行くとおかしいのではと思います。『ひやり』があって、だ

んだんと重くなって三角形になると思います。この資料を見ると底辺の方

が尐なくなっています。やはり報告の基準が違うのではと思います。 

 

教育次長（指）：そういった事も含めまして、今年度から全てあげるように指導して

います。この数でどうするわけではなくて、学校の安全管理ができている

かということを判断したいのでということで話をさせていただいており

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 ：一つの学校だけがすごく多いので、何かがおかしいのかなと思います。他

の学校と桁が違いますので。今年度から基準をきっちりとされるそうなの

で、冷静に判断ができるようになると思います。同じ基準で。 

 

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

願いします。 

 

学校教育課長：（提出資料に基づき説明） 

 

委員長 ：ありがとうございます。いじめの報告はあがっていないということですの

で、次の２４年度中学校卒業生進路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した。それでは、進路状況について、何か質問等がご

ざいましたらどうぞ。 



     一つよろしいですか。トータルで考えて、平成２３年度と２４年度と比べ

て、希望する学校は入れたといいますか、満足度合いは、１年前より良く

なったという印象ですか。学校の先生として。要するに成績が上がってい

るのか、下がっているのか。 

 

教育次長（指）：普通科が一昨年度よりも増えております。２３年度は相生産業高校

がかなり多かったのですが、普通科思考が高くなったのかなということと、

龍野高校がすごく増えております。１１月の進路希望でしたら、市内で２

４名ありました。すごく多いなとこちらも考えておりました。それから県

外私立とか県内私立とか、特別なことをしたい、サッカーをしたいので香

川の寒川という高校に行ったりだとか、野球がしたいので、学芸館、加古

川北も一人ありました。それからお家の宗教の関係で天理高校というのも

聞いております。県外私立で自分がやりたいということで、県外に出て行

っているのも尐しずつ増えていると感じています。満足度からいいますと、

かなり良い成績ではないかなと思っております。ここは合格者だけの数で

すが、不合格の数を聞いてみますと見込みどおりで、逆転現象もそんなに

なかったと聞いております。以上でございます。 

 

委員長 ：一つの学力アップのデータとして。他ございませんか。 

 

委 員 ：今年はこのように進んでいますが、今までの子どもたちが途中で退学した

などの追跡みたいなことはしていますか。 

 

教育次長（指）：学校では追跡していると思います。いくらかは聞いております。 

 

委 員 ：やはり途中でやめている子はいますか。 

 

教育次長（指）：はい。やめている子はいると聞いています。 

 

委 員 ：子どもたちが、その後どうなっていくのかが、気になります。今年、うま

い具合に合格できたら、何とか頑張って卒業して、自分の思う進路にまた、

頑張ってほしいなという気持ちがあります。 

 

教育次長（指）：高校では、各５月に連絡会というのがありまして、３年の担任が高

校に出向いて行って、その時の様子を話しする会というのがあります。そ

の時点では、まだ頑張っていますが、その後、２学期以降になってどうし

ても、ということは、後になってから聞きます。やめてしまったというこ

とがたまにあります。 



 

委 員 ：そういう子がその後、どうしたかなと思います。むかなければやめても仕

方がないかなとも思いますが。 

 

教育次長（指）：昨年度聞いていますのは、今、相生学院の方へ通っているというの

は聞いております。 

 

委員長 ：他にないようですので、進路状況報告につきましては、以上で、次に５月

の行事予定報告をお願いします。 

 

各課長 ：（資料に基づき、主だったものを報告） 

 

   ５月の定例会は ５／２８（火）１３：３０～ 

   ６月の定例会は ６／２５（火）１３：３０～ 

 

委員長 ：ありがとうございました。その他ございますか。 

 

教育次長（管）：（教育委員会の移転スケジュール、配置図について説明） 

 

生涯学習課長：（平成２５年度子どもの読書活動優秀実践校・図書館・団体（個人）

に対する文部科学大臣表彰の被表彰者の決定について説明） 

 

委員長 ：ありがとうございました。他、ございますか。何か質問等はございません

か。 

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。 

     

 

 

１６：１０ 終了 

 


