
 

 

 

 

平成２５年第９回教育委員会定例会会議録 

 

 

 

１ 日 時 平成２５年８月２２日（木）１３：３０～１５：１２ 

 

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・ 

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９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。

お盆が過ぎたといえ、まだ暑い日が続きますが、暑さ対策をして頑張って

いただきたいと思います。 

それでは議事録署名委員は、橋本委員にお願いいたします。 

 

橋本委員：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、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、経過の報告をさせていただきます。資料の方をお開き願います。 

     （経過報告に基づき以下の事業について概要説明） 

 

7/24 平成 25 年第 8 回教育委員会定例会 

7/25 教育研究所研修講座（夏休み期間中５回実施） 

 第 1 回学校支援地域本部事業実行委員会 

 第 1 回放課後子どもプラン運営委員会 

 相生市ジュニア陸上教室 ～27 日 

7/26 第 1 回文化祭運営委員会 

   相生市優秀選手激励金授与 

7/27 中学校夏季総合体育大会 ～29 日 

   金ケ崎学園大学 公開セミナー 

7/28 小野市アジャタ視察 

7/29 コスモストーク中小校区 

7/30 げんキッズイングリッシュキャンプ ～8 月 1 日 

7/31 コスモストーク中小校区 

   吹奏楽コンクール西播大会 

8/1  相人同教研究大会（双葉中） 

8/2  第 1 回学力向上委員会 

 子どものあそび研究部会 

8/3  高知県須崎市ドラゴンカヌー大会 ～4 日 

   子どもフェスティバル 

   たんぽぽの会 さかな丸ごと料理教室 

8/4  関西アジャタ選手権大会視察 



 

 

8/5  理科自由観察研修部会・理科実験実技講習会 

8/6  コスモストーク青小校区 

8/7  中・西播磨地区市町教育委員会連合会総会及び研修会 

   人権の集い 

8/8  小学校社会科部会研修会 

8/9  小学生おもしろ科学実験教室（相生高） 

   第 24 回ソフトバレーボールファミリー大会 ～11 日（佐賀） 

   たんぽぽの会 社会見学旅行（リバティ大阪他） 

8/16 行政評価第三者評価委員会ヒアリング（管理課） 

8/18 げんキッズチャレンジウォーク ～19 日 

8/19 コスモストーク双小校区 

   第 1 回相生市心身障害児就学指導委員会 

8/20 コスモストーク矢小校区 

   相生市教職員全体研修会 

8/21 相生市トライやるウィーク推進協議会 

行政評価第三者評価委員会ヒアリング（学校教育課） 

 

〔添付資料〕 

○なし 

 

＜各課より補足説明＞ 

教育次長（管理担当）：行政評価第三者評価について 

 

・行政評価の第三者評価について、幼稚園の保育料無料化については、事業目的を子

育て世代の経費の軽減と公立幼稚園への就園機会の拡充ということを目的に実施

している。市の定住促進事業として有効性、妥当性は合致していると評価された。

預かり保育事業については、事業目的を教育の充実ということで保育終了時刻から

２時間延長して教育活動を行っている。終了時間が１６時３０分までということの

有効性に対してのご意見があった。それは市民のニーズが１６時３０分ではなく１

８時、１９時ではないのかというところであった。預かり保育という名称であるが、

事業目的である教育の充実というところが、まず第一、合わせて時間を延長して子

どもを預かるということで保護者の心のゆとりということで、１８時、１９時まで

預かるということになると子育て世代の就労支援に繋がるということで、保育所と

幼稚園の違いということを説明した。預かり保育という事業名から子どもを預けて

働きたいというニーズがあるのではないかというところで、有効性という部分には

尐しご意見が出ることになっている。学校給食の無料化事業については、事業目的

については、今までと同様に子育て世代の負担軽減と無料化したことによる感謝の

心の醸成、食育教育の推進などのコンセプトについての有効性については評価して



 

 

いただいた。しかし、事業の妥当性において毎年１億円の支出が続くことに対して

その資金をこれまで学校において負担、がまんしていた教材に充てることを望む意

見があるのではないか、コンセプトを理解されるだけの効果が出ていなければ行政

評価として判断しにくいのではないかといった意見があった。しかし、教育委員会

としては相生市の子どもたちに対して、義務教育までは教育を受けるということに

対して負担なく市が責任をもって安心して教育を受けるという環境を整えるとい

うこと、相生市が教育先進都市としてのブランド、ひいては定住促進に繋がる事業

という説明をした。しかしながら、第三者、市民の目線からするとそれよりももっ

と大切な環境整備があるのではという意見があるのではないか、そういうことの意

見を聴取しながら妥当性を判断できるような指標をこれから提示してもらいたい

ということ。すぐに評価ができるものではない。それを見ながら今後、全体的に評

価をしたいというような意見であった。 

 

 

教育次長（指導担当）：トライやる推進協議会について 

 

・まず初めに、今年の活動についての生徒、保護者、関係者、教職員からのアンケー

トの結果報告があった。その中で、例年に比べて意欲的に子どもたちも活動した、

保護者もほとんどの保護者がアンケート回答しており協力の姿勢が見られた。生徒

の感想を見てみると、挨拶の大切さ、返事することの大切さ、コミュニケーション

をとることの大切さというのをこの期間に学んだということで、学校に帰ってから

も実践するような形になっているということが書かれていたので、得ることが多か

ったのではと思っている。各学校長が各学校での取り組みと自分たちが見て回った

感想、意見を述べたが、前向きな発言が多かった。学校としても事業所開発にこれ

まで以上に取り組んでいくし、事前の指導も行う。各事業所においても、子どもを

預かるのは大変なことで、自分の仕事がつかないということもあると思うが、子ど

ものために一週間ということで、協力してもらえないかということを学校の方から

も依頼した。生徒の発表は、矢野川中学の生徒が発表したが、パワーポイントで自

分たちのまとめた結果を発表したが、今までにないのは、一切原稿は見ずに覚えて、

自分の言葉でしゃべっていたということで、これは初めてだということだと思う。

そういったところに子どもたちの成長も見ることができた。それから地域の人に育

てられてるトライやるという感覚を感じることができた。 

 

 

学校教育課長：学力向上委員会について、相生市民さわやかあいさつ運動について 

 

・２４年度より、ぐんぐん学力アップ事業ということで、児童生徒の学力の状況をし

っかりと把握して、各小、中学校と教育委員会が連携して学力の向上に取り組むと



 

 

いうことで、昨年度も４月に、今年度も４月に全国規模の学力テストを行った。そ

の結果が出てきて、各学校での分析をして、それを持ち寄って、どういう点が良い

のか、どういう点に課題が残るのかということについて、分析をし、今後の指導に

どういう点を重点にということで会を開いたところ。今後、それらをまとめて１０

月の広報紙には、昨年度と同様に本市の小学校、中学校の学力の様子を掲載をする

予定。簡単に申し上げると、小学校は、今後考えていくという点においては、国語

においては、繰り返し自分の考えを書く、そしてそれを表現するという点を今後も

指導して、表現する力を育成していきたい。逆にそういった考えをどんどん聞いて

文章を読み通す、それを整理するそういう力を今後つけていく必要があるのではと

いうこと。算数においては、図などを利用しながら、先々の見通しを持ちながら問

題を解いていく力を養う必要があるのではないか、それから生活に関連した問題を

扱いながら、割合とか、小数と整数の関連、こういう部分を生活の場とできるだけ

関連して、今もやっているが、小学生の場合、なかなか割合というのは難しいので、

今後の課題にしていこうかというところ。中学校の方は、国語は、新聞、説明文を

使って情報を正しく読み取る、理解する、把握する、そういう中でさらに自分の力

で書くというような力を育てていきたい。数学においては、いろいろと情報が多い

中で、目的に応じて、それに適した資料を収集して自分なりに表やグラフなどを使

って資料をしっかりと読み取る、そういう力を育てていきたい。英語においては、

情報を正しく聞き取る力、文法等を正しく理解して自分の考えを表現をする活動、

こういう力を今後、指導に役立てていきたいという分析結果と今後の指導をおおよ

そまとめたところ。さらにこのあたりを細かく教育委員会としてまとめ、昨年度も

作成したが、学力向上プラン５つあるが、特に最後の家庭と学校が協力をして共に

学力向上に取り組んでいく、一つは家庭での学習習慣ということですが、各学校で

は、家庭学習の手引きというものを学年ごとなどに作っているところ、そのあたり

を市としても家庭学習の手引きというところにもポイントを当てて、再度検討して

今年度中にはまとめて家庭学習のしおりを作成したいと考えている。 

・あいさつ運動の件、コスモストークでも出てきたが、４月よりお話ししているが、

最優秀の標語ののぼりを３種類作らせていただいた。横断幕は、各幼、小、中の１

６校園に一つずつ配付した。のぼりについては、１，５００枚出来上がり、まず自

治会に配付して、依頼したところ。学校には今週中に配付し啓示をしていただく。

全庁関係の公共施設、団体、商工会議所等にもお願いし、事業所等も含めて３枚１

セットで目立つところに啓示をしていただきながら、さらにあいさつ運動を推進し

ていくということで、進めていきたいと考えている。 

 

 

生涯学習課長：相生高校、相生産業高校生徒の協力について（げんキッズイングリッ

シュキャンプ、学び塾（英語）、げんキッズチャレンジウォーク）、げ

んキッズチャレンジウォーク 



 

 

・げんキッズイングリッシュキャンプについて、相生高校の生徒の協力をいただいた 

が、学び塾の英語についても３月までの７、８回になるが、相生高校の生徒に関わ 

っていただく。 

・８月１８日、１９日のげんキッズチャレンジウォーク、去年までは、２泊３日で相 

生縦断ということで、坪根古墳からスタートし、羅漢の里までということで、移動 

キャンプという形で歩くこと、その地域の歴史、史跡を地域の方に紹介していただ 

きながら行っていたが、今年度からは一泊二日で、自分たちで自ら全てを作り上げ 

ていくということで、その中でウォークということで、今回は夜間ハイクを実施し 

た。今年度は羅漢の里を拠点にスタートし、自炊、飯ごうでごはんを炊いて夕食に 

は丸鳥を料理するという形で、ボーイスカウトの方の指導の下、一緒に子どもたち 

も料理をしたということで、自ら料理をしながら貴重な体験をした。チャレンジウ 

ォークということで、１８日の午後８時頃から約１３キロ午前１時頃までかけて矢 

野、若狭野地区を一周回る形でウォークをした。参加人数は１４名であったが、全 

ての児童が全てのメニューを達成し、脱落者なしに終わることができました。こち 

らは相生産業高校の生徒の力添えがあった。今年度のアンケート結果をもとに来年 

度に繋げたい。 

 

 

人権教育推進室長：古池・向陽台人権学習会について、たんぽぽの会魚丸ごと料理教

室について 

 

・今年で３年目になる市民人権学習支援事業の一つとして行っているが、今回は子供 

会と自治会の共催ということで、テーマとしては、自分の良さ、町の良さを大人と 

子どもで一緒に考えましょうということで、ビデオを見たり、グループで話をした 

りということで進めることができた。こういった三世代の学習も人権学習の一つと 

いうことで、さらに広げていきたいと思っているところであるが、現在のところ、 

古池、向陽台からはなかなか広がっていないところ。 

・今年度たんぽぽの会で新たに取り組んだ事業。姫路地域活動栄養士会からお越しい 

ただき、今年はイワシの料理ということで、イワシの手開きということをして丸ご 

と魚をいただきましょうということで、そういったことを通じて、人権の基盤とな 

る生命尊重を考えていきましょうという取り組みであった。メニューは手開きのい 

わしのソース焼きとか、いわしのつみれ汁とか、にぼしのおやつとかをみんなでい 

ただくということで、大変好評であったので、来年度は、あじでやってみようかな 

という計画でいる。 

 

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 ：１９日のコスモストークで道徳教育を推進すべきという意見がありました

が、意見はよくありますが、現実は厳しいのでしょうか。どうなんでしょ

うか。工夫はできるのでしょうか。 

 

教育次長（指）：道徳教育、その時にも実際に出させていただいたのは、兵庫県でも

道徳教育を進めておりまして、各学校にも道徳教育推進教員を置いて、今

まででは、実際には行っていないということもありましたが、カリキュラ

ムを実際組み直し、年間３５時間は確実にこなしておりますし、授業だけ

でなく、他の教科でも道徳的にどのように指導ができるかという計画表も

各学校は作っておりますので、そういった指導をしております。それだけ

でなく、体験学習も兵庫県の場合は重視しておりますので、総合学習やそ

れ以外のことでも体験を通じて生命の尊重などそういった授業をやって

いると答えさせていただきました。ただ、その人は生命の尊重をもっとや

るようにということでしたが、最終的に言われたのは、戦争とかに関する

ことをもっと指導するように言われました。 

 

委員長 ：道徳教育は言う人によって違う場合があります。私の年代が理解している

道徳教育と学校現場で先生がなさっている道徳教育もちょっと違うと思

います。そのへんが難しいところですね。どこに焦点を絞るか。むしろあ

いさつ運動なんて道徳教育でしょうね。 

 

委 員 ：本で読んだ知識ですが、戦前に修身という授業があったはずです。小学校

１年生から中学校３年生まで修身の教える内容はレベルアップしている

と思います。最初は嘘をつくなくらいから始まって、歳によって段階的に

上がっていくような内容であったと思います。今の道徳教育は段階的に上

がっていくようなカリキュラムになっているのでしょうか。 

 

教育次長（指）：発達段階に応じて、段階を経ております。道徳教育も時代によって

流行がありまして、私らが教師になった時は、余韻を残せと、結論を導く

なというのが流行りました。その後、モラルジレンマということで、２つ

の価値観を迷わすといいますか、いろいろと考えさせて結論は出さないと

いった形の道徳教育が流行った時に教壇に立っていたということです。 

 

委員長 ：そういった意味が我々が理解している道徳教育と時代によって違うのかな

と思います。人権尊重、人を大事にする、相手を尊重する、いわゆる人権

教育と近いものが道徳教育と重なってされているような感じを受けます。

やはりどういったようにするというようにはっきりと教えてもらった方

が良いような気もしますが、そうはいかないみたいですね。難しいですね。 



 

 

教育長 ：今、国の方でも道徳を正規の教科にしていこうと、そうすると今、委員長

がおっしゃったように年齢に合った段階を踏んだ指導の体系というもの

が出来ます、そこで問題になってくるのが、道徳を算数や国語と同じよう

に成績をどう評価するのか、そういった部分での問題があります。しかし、

いずれは教科化されるだろうと思います。 

 

委員長 ：教育というのは、算数の答えのように一つの答えが出ないところが難しい

ですね。いろんな角度から見るといろんな考え方が出てきて、それが一つ

ずつ正しいので、どれが絶対に正しいとか言えないので難しいですね。 

     他、ございませんか。 

 

委 員 ：就学指導委員会で１２名の子どもの進路をされたと聞きましたが、どのよ

うな結果でしたか。 

 

学校教育課長：１２名の園児、児童、生徒について第１回目の審議をしたところでご

ざいますが、特に割合として多かったのが、幼稚園から１年生に就学する

という園児の割合が多かったです。今の園での様子、さらには３歳、４歳、

５歳とどういう成長の後が見られるかということで、後は保護者の希望な

り、学校、園の中での就学指導委員会を開いて、それぞれ一人ひとりに一

番あった教育と言いますか、個別にずっと対応していってあげた方がこの

子にとってはより良いだろう、この成長具合であれば、いわゆる通常学級

に入学をして、通級というシステムもございますので、週に１時間くらい

になるかもしれませんが、そういう形での入学が良いだろうという審議を

したところでございます。ほぼ、保護者、学校園の就学指導での話し合い

にあった結果になったと思っております。後、半年ほどありますが、さら

に様子を見ながらということですが、特別支援学級の知的学級の方に入っ

たほうが良いのか、自閉・情緒障害の方に入ったほうが良いのかな、その

あたりがまだはっきりと今、決めかねるという点はございましたが、１２

名の中で特別支援学級での入級が望ましいであろうというのが、保護者の

意見、学校の意見どおりの結果であったということです。 

 

教育次長（指）：追加ですが、今回、その１２名のうち転入生が２名入っておりまし

た。太子の方でどちらも特別支援学級に通っている子どもですが、そちら

の方で不適応をしまして、学校へ行っていない子どもです。それで親が藁

をも縋るつもりで相生の方へ来て、適応教室の方を覗いて、あそこでは個

別の手厚い指導をしてもらっているので、相生の方へ移動したいというこ

とで、相生市にいないのに適応教室に入るわけにはいきませんので、それ

ぞれ双葉小学校と双葉中学校の方に転入する形となりました。 



 

 

委 員 ：何年生ですか。 

 

教育次長（指）：中学校２年生の子と小学校４年生です。双葉中学校の情緒の学級、

双葉小学校の本来は情緒なのですが、情緒学級がありませんので、この半

年間については、知的学級の方に編入することになりました。相生市の特

別支援教育が近隣に比べれば手厚く、進んでやっているように見られてい

ることだと思います。 

 

委 員 ：はい。ありがとうございました。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

 

委 員 ：高校生がいろいろと参加してくれていますが、ボランティアで参加した高

校生のメリットといいますか、高校生が例えば授業を受けたような時間が

加算されるとか、そういったものはあるのですか。 

 

生涯学習課長：大学の方であれば、そういった単位認定の関係であったりだとか、そ

ういったこともありますが、生徒の方には、もし学校の方から証明書など

が必要であれば言ってくださいということは伝えてあります。特に相生高

校の英語、イングリッシュキャンプにつきましても、学び塾にしましても

進学先ということで、将来学校の先生になりたいとか、保育士になりたい

というような思い、英語ということだけでなくて、そういうふうな自分が

目指すべき道に尐しでも体験できればという思いもあるということも聞

いております。特にイングリッシュキャンプの方は、神戸 YMCA の方か

ら外国人を呼んできて、実際に子どもたちとの中間的立場ということで、

良い意味で直接的英語指導も受け入れているという機会もありましたの

で、生徒も楽しみながら良い経験ができたということもございます。それ

からチャレンジウォークの相生産業高校の生徒さんもボランティア活動

ということではなくて、子どもとの関わりを持ちたいという思いがあられ

たということで、今回チャレンジウォークはチームリーダーということで、

それぞれ、班長として子どもたちを引率していただいたということもござ

いましたので、内容はそれぞれ違いますが、それぞれの目的に合った内容

で達成できたのではないかなという思いがしております。 

 

委 員 ：参考に聞きたいのですが、小学生は、高校生のお兄さん、お姉さんの言う

ことをすごくよく聞くのではないですか。 

 

生涯学習課長：去年であれば、市の職員として新たに採用された職員が１名おりまし



 

 

たが、彼が子どもたちから見ると兄貴分的だったところが、今回は高校生

に移ったという形になっています。本当に気軽な中で話をしますし、外国

人講師であったり、実行委員のメンバーともお互いによく話し合って、コ

ミュニケーションも良く図ってもらっているというところもありました

ので、本当に気持ちの良い形の中でできたかなということもありましたし、

子どもも喜んでいたのではないかなと思っております。 

 

委 員 ：それと関連して、怪我したときなどの保険とかはどうなっていますか。 

 

生涯学習課長：イングリッシュキャンプ、チャレンジウォークにつきましては、それ

ぞれの行事の中での傷害保険というものに入っております。それから、学

び塾につきましては、ボランティア講師と同じ形で市の方でスポーツ保険、

文化面でも使うことができますが、その保険に加入しておりますので、ボ

ランティアで家を出て、家に帰るまでの通勤通学についても対象になると

いうそういう形になっております。 

 

委員長 ：ありがとうございます。他、ございませんか。 

 

教育長 ：子どもたちにとりまして、相生高校が身近な高校になっていくという、そ

ういう効果も期待しています。それによって、相生高校への進学希望が増

えていくとか、そういったことも期待しております。 

 

教育次長（指）：相生高校は、今年はトライやるも受け入れてくれました。双葉中学

校の生徒を。これは今までになかったことです。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

私の方から一つ。先ほど次長から説明のありました第三者評価委員会の

質問とか協議の中で、給食費無料化の意見が出たようですが、１億ほどの

お金をかけているのであれば、他の方にまわせるのではないかという考え

方は、当然に一つの考え方として出てくると思われますが、私は、相生市

が給食費の無料化を行っているというのは、単にお金ではかることは出来

ないものがある。その一つに、先ほど出てきましたように、例えば、教育

の特別支援学級ですが、あれについても、一人ないし二人のために施設の

教室をあてがって専任の先生を入れて、これを予算金額に換算するとこん

なにかかる、そんなにかかるのであれば、しなくて、他の教材にあてたら

どうかという考え方に似ているところがあって、というのは、給食の無料

化によって育児放棄されている何人かの子どもがいると思います。相生に。

朝食も、昼も夕食もまともに与えられていない児童がいるのではと思いま



 

 

す。尐なくともそんな子どもも昼は他の子どもと同じように食事ができる

というこの意味は非常に大きなことで、食育ということも言いますが、尐

なくとも食事が当てがわれて、体力が維持できるということは、教育の考

え方の一つの大事なことだと思いますので、私はお金のこともさることな

がら、相生市の給食の無料化というのは、そういう事からもできる限りは

やってもらいたいと、そういうふうに思っています。よろしくお願いしま

す。 

 

教育次長（管）：ありがとうございます。 

 

委員長 ：他、特にございませんか。ないようでいたら、経過報告はこのあたりでし

めさせていただいて、議事に入らせていただきます。議決事項『議第１５

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す。それでは、議第１５号について、何か質問等がご

ざいましたらどうぞ。 

 

委 員 ：一般図書ですが、先ほどの就学指導委員会での話ですが、実際に入級した

時に、後で追加できましたか。 

 

学校教育課長：いいえ。今回採択をして、あげているものの中でということになりま

す。 

 

委 員 ：その学年に合っていれば良いのですが。 

 

学校教育課長：そうですね。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

     特にないようですので、議第１５号は原案どおり議決ということでよろし

いでしょうか。 

 

委員全員：はい。 

 

委員長 ：それでは議決とさせていただきます。 

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 ：引き続き、いじめの状況報告もお願いします。 

 

学校教育課長：（いじめ等の現状報告について報告） 

   

委員長 ：ありがとうございました。それでは、７月の学校事故、不登校の状況につ

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、次に移らせていただきます。９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） 

 

   ９月の定例会は  ９／３０（月）１３：３０～ 

  １０月の定例会は １０／２４（木）１３：３０～ 

 

委員長 ：ありがとうございました。それでは、９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。 

     特にないようでしたら、行事予定報告をしめさせていただきます。他、何

かありますか。 

 

生涯学習課長：私の方からは口頭でのご報告となりますが、相生市立図書館協議会委

員の公募についてお知らせをさせていただきたいと思っています。これま

で、図書館協議会委員といいますのは、図書館の運営や、行事、図書館の

方針について意見を述べる機関ということで、１０名の委員をもって構成

をされておりまして、全て公募ではなく、いわゆる学校教育関係者であっ

たり社会教育関係者、家庭教育に資する活動を行う学識経験者ということ

で、こちらの方から各担当の方にお願いをし、委員として任命をしており

ましたが、相生市審議会等の委員の選任方針というのがございまして、こ

ちらの方では、幅広い年齢層であったりとか、女性の登用の促進に合わせ

まして、公募制の導入に努めるということも規定されております。このこ

とを踏まえまして、当市においては、公募制ができるものについてはでき

るだけ行っていくという方向性の中で、今年の１１月１日で改選時期とな

ります関係上、広報紙、市ホームページ等において図書館協議会の委員を

１０人中２人の方を新たに公募という扱いで公募をかけたいと思ってお

ります。公募の応募資格という中では、本市に在住する２０歳以上の方で



 

 

あるとか、図書館運営に深い見識を有するものである、ただし、吏員それ

から常勤の公務員を除きますという形の中で、募集をしていきたいと考え

ています。任期の期間については、先ほど申し上げました１１月１日から

２年間ということになるわけですが、応募にあたりましては、応募用紙の

提出と合わせて、原稿用紙２枚程度の図書館運営に関する作文を提出いた

だき、９月２９日で締め切った後、選考試験といたしまして、面接を行い

１０月中旬頃には決定をしていきたいと考えております。なお、この公募

制につきましては、兵庫県立図書館協議会の委員におきましても、今年の

１月にこういう公募という制度をとっておりますので、相生市におきまし

ても、このあたりを参考にさせていただいて、公募制を導入していきたい

と思っているところでございます。以上、報告とさせていただきましたが、

９月号の広報紙に募集記事を出させていただきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

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。 

     

 

 

１５：１２ 終了 


