
 

 

 

 

平成２５年第１３回教育委員会定例会会議録 

 

 

 

１ 日 時 平成２５年１２月２０日（金）１５：３０～１６：４５ 

 

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、時間が参りましたので、只今より第１３回相生市教育委員会定

例会を始めさせていただきます。今年最後の定例会ですが、よろしくお願

いします。 

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、書記としまして管理課企画総務

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、１１月２６日の第１２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。資料をお開き願います。 

 

     （経過報告に基づき以下の事業について概要説明） 

 

11/27 保幼小交流会（相小・相幼） 

    若小人権講演会 

11/28 新通学区域第４学区中・高連絡会 

    保幼小交流会（若小・矢幼） 

12/ 1  たんぽぽの会獅子舞訪問活動 

12/ 3  平成２５年第５回定例市議会本会議 

    文化芸術顕彰贈呈式 

12/ 5  校内マラソン大会（相小・那小・若小・青小） 

    子どもの心の危機対応研究部会研修会 

12/ 6   バイキング給食 

12/ 7   まんまるこころ展 ～8 

12/ 8   第２６回相生湾チビッ子駅伝競走大会 

    人権ふれ愛コンサート 

12/12 平成２５年第５回定例市議会本会議 

12/14 ひょうご「ことばの力」ステップアップフォーラム（県立大） 

12/15  兵庫県スポーツ・サミット（神戸） 

12/17  幼稚園長市長懇談 

12/18  幼稚園給食終了 

    相生市立図書館協議会 



 

 

    相生市スポーツ推進審議会 

12/19  小・中学校給食終了 

 

 

＜各課より補足説明＞ 

 

教育次長（管）：定例市議会本会議一般質問について 

 

・一般質問について、簡単に説明する。今回は楠田議員から、『学校・園の道徳教育

について』、岩崎議員から、『定住促進の効果について』ということで質問があった。

楠田議員の質問の要旨については、学校の道徳教育の実践教育についてどうなのか

ということで、平成２０年度に青葉台小学校で道徳教育の実践発表があり、そこに

楠田議員が参加され、大変良い発表であったが、それ以降の取り組みはどうだった

のか。また、現在、双葉中学校で行われている双中ＣＣ（双中クリーンクラブ）と

いう活動があるが、大変良い取り組みであるので、どのような経緯で始まったのか

といった質問であった。回答としては、現在の道徳教育の推進状況を説明した中で、

双中ＣＣ、これは生徒の有志が集まって地域の公園などの清掃活動をしているとい

う説明を行った。議員からは、ボランティア活動は素晴らしいものであり、道徳教

育の実践の一つであるから全市的に広げていけばどうか、というような要望があっ

た。大変褒めていただいた質問であったと考えている。 

 もう一点の岩崎議員からの定住促進施策の効果については、議員は定住促進施策は

素晴らしい事業である、しかしながら、経費・効果について否定的な意見もあると

聞いている。その中で、やはり継続するべきであると私は考えている。そういうこ

とを踏まえて、市長、教育長にこの効果について、見解を尋ねるということであっ

た。教育長の方から、教育上の効果はすぐに表われるものではなくて、長期的な視

点で判断すべきものである。その中で給食費無料化事業にとらえれば、子育ての負

担軽減という視点だけでなく、子どもの情緒の安定や感謝の気持ちの醸成などに教

育的効果があると考えており、更にその効果が上がるように取り組んでいきたいと

回答した。議員からは、教育的視野に視点を置いて、拙速に判断するのではなく、

見直すことがあったとしても、より効果が上がるような見直しをして欲しいという

ような内容であった。 

 

 

委員長 ：ありがとうございました。それでは、経過報告、補足説明全体にわたって、

何か質問等がございましたらどうぞ。 

 

委 員 ：保幼小交流会の小のほうですが、ある学年以下の児童ですか。それと保は

広い範囲から来るので、例えば相生保育所であれば、相生小学校区の子と



 

 

いうような選び方をしたのでしょうか。 

 

学校教育課長：相生小学校で行われたものも、若狭野小学校で行われたものも、保育

所は全員ということになっております。小学校については、どちらも１年

生となっています。来年度１年生という者だけでなくて、それ以外の者も

ということです。若狭野については、天満宮に行って、当初はそこでいろ

いろと作ったり遊んだりする予定でしたが、当日は非常に風が強い日でし

たので、学校の方に帰って実施したということでございます。 

 

委員長 ：ありがとうございます。他ございませんか。 

 

委 員 ：５日に研修会が行われて、食物アレルギーの対応についてされていますが、

その対象は、担当者の方だけですか。対象者はどうなっていますか。 

 

学校教育課長：主は養護教諭がそういった研修部会を作っておりまして、呼びかけま

して、養護教諭、それから、給食に関係ある職員、太子町や上郡、赤穂の

方にも声を掛けておりますが、今回、出席者はなかったようですが、全部

で３０数名程度の参加と聞いております。 

 

教育次長（指）：来年度、エピペンを持っている児童が、入学していることになって

いますので、若狭野小学校と中央小学校の先生が数名、給食担当だけでな

く、校長先生も含めて研修会に参加しておりました。 

 

委員長 ：エピペンというのは、先生の注射ですか。 

 

教育次長（指）：アレルギーショックを起こした子に対して、エピペンという医療器

具がありますが、太もものところに注射のように刺すとショックが治まる

というものになります。 

 

委員長 ：それは、資格はいりませんか。 

 

教育次長（指）：誰でもすることができます。しかし、一度やっておかないとなかな

か出来ないと思います。 

 

委 員 ：横浜で事故があった時にそれを持っていたのに出来なかったという例があ

ったと思います。知らなかったということだったと思いますが、あの子は

亡くなったと思います。 

 



 

 

学校教育課長：亡くなったという事故もありまして、市としましても、食物アレルギ

ーに対応するマニュアルということで、準備をしております。それから１

０月から１１月にかけまして、就学時の健康診査の時に今度一年生になる

子どもに、学校給食についてのアンケートをとりまして、今、集約をして

いるところでございますが、対応が出来る事と出来ない事がありまして、

例えば、牛乳は豆乳には変えれる、卵などは全ては不可能ですので、保護

者と十分に話し合いをしたうえで、特に症状の重篤なお子さんについて、

数名おられますが、献立表を先にお渡しして、どうしてもダメなものは、

それに似たようなものをお家の方で作って持ってきていただいていると

いうお子さんもいらっしゃいます。 

     その講習会を受けて、マニュアルを作っているところですが、今日、この

時刻に、栄養教諭とか、給食関係、養護教諭などに集まってもらって、食

物アレルギーのマニュアル、もう尐しきっちりとしたものを現在作成して

います。実質の練習もする予定で、４月からの給食も含めて、そういう計

画でございます。 

 

委員長 ：エピペンというのは、そばアレルギーや卵アレルギーなど共通のものです

か。 

 

教育次長（管）：その人、その人の処方は別だと思います。 

 

委 員 ：本人が持ってきているのですね。 

 

教育次長（指）：はい。 

 

教育次長（管）：要はインシュリンみたいなものですね。 

 

委員長 ：簡単に出来る道具があるのですね。 

 

教育次長（指）：はい。 

 

委 員 ：今は、いろんなアレルギーがあるのですね。 

 

委 員 ：基本的には５つだと思います。 

 

委員長 ：体質の問題なのですね。 

 

委員長 ：最近食事に行っても、アレルギーはありませんか、と聞かれる時がありま



 

 

す。いろいろと対応していかないといけないということですね。 

他、ございませんか。 

 

委 員 ：たんぽぽの会の獅子舞ですが、前から行っていますね。伝統芸能を継承し

ていくということでも、非常に良い取り組みと思いますが、来年度も続け

てやろうという気持ちはあるのですか。 

 

人権教育推進室長：だんだんと地区の子ども達の数も減ってきているのですが、来年

度、新一年生も入ってきますし、近隣地区の子ども達も、今年、２名参加

してくれていますので、そういった子どもの参加対象も広げつつ、続けて

いきたいと考えています。今年は、神戸新聞の方にも取り上げていただき

ましたので、参加している子ども達も大変意欲を高めているところなので、

是非、来年も続けたいと思っております。 

 

委員長 ：よろしくお願いいたします。 

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

す。議決事頄『議第１８号 公文書の公開請求について』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、議第１８号 公文書の公開請求につ

いて何か質問等がございましたらどうぞ。 

 

委 員 ：近隣も同じ方針ですか。 

 

教育次長（管）：市長事務部局で確認したところ、同じように、たつの、太子町にも

出ているという事で、各市町の公文書公開条例に基づいた対応をするとい

うことです。基本的に個人情報以外は公開するということで進めていると

聞いております。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

特にないようですので、議第１８号は原案どおり議決させていただいてよ

ろしいでしょうか。 

 

委員全員：はい。 

 

委員長 ：それでは、議決といたします。次に、議案その２に移ります。『議第１９

号 相生市立小学校及び中学校教職員の服務に関する規則の一部改正に



 

 

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、この議第１９号について、何か質問

等がございましたらどうぞ。 

参考資料に新旧対照表が出ておりますが、旧でなくなっている頄目と、新

で新しくついている頄目があるのですが、改定の趣旨といいますか、その

あたりはどうなっていますか。 

 

学校教育課長：例を上げますと、要勤務日数については同じでございます。それから

出勤で一日とか、０．５とかありますが、出勤は出勤ということで、この

あたりは勤務に関わるところで、いわゆる規則が変わっておりますので、

この頄目の名称も変更ということでございます。それから出張、年休、旧

の方では、土曜半年休ということで、かなり古いです。今は、完全週休二

日制でございます。勤務の体系も変わっておりますので、そういう部分が、

今の勤務体系が規則と変わってきているということで、先ほど申しました

ように、新の方の頄目がそのまま、電算に１ヶ月ごとの職員の勤務状況調

査、それがそのまま学校から県の方に送られるということでございます。

あと、専免、特欠、欠勤、病休、休暇制度の変更により吸収されたものも

ございます。それから、なくなったものもございます。 

 

委員長 ：現状に合わせたということですね。 

 

学校教育課長：そうでございます。 

 

委員長 ：これは、兵庫県下同一の様式でやっているのですか。 

 

学校教育課長：大体の大枠は決まっておりますが、この１０月、１１月から新人事シ

ステムで、学校からそのまま報告することになります。今までは市教委を

全て通って報告していましたが、今は学校から県教委の方に直に流れるよ

うなシステムが稼働しつつあるところでございます。市によってこの書き

方は若干違います。市である程度統一するということで、載せるべき頄目

も大体同じですが、市教委の方で決めるところでございます。 

 

委 員 ：新人事システムを新しく県が導入するということで、県から相生市は様式

が古いですよと言われたので、改正しようというのがざっくりとしたとこ

ろですね。 



 

 

学校教育課長：そういうことではなく、より対応が出来るようにということで、先日

も１０月の終わりから１１月にかけまして、相生市が事務指導を受けまし

た。ここでは、事務の方は非常に褒めていただきました。きちんと整理が

されていて。ただ、よく見てみると、頄目も今はなき頄目も入っていて事

務担当につきましても、これでは次の対応が困難ということで、もう一度

きちんと見直したうえで、頄目を上げたうえで１月１日からですが、させ

ていただきたいということでございます。実質はきちんとして褒めて頂き

ました。 

 

委 員 ：こういう頄目については、市の職員と先生というのは違うのですか。病欠

とか公病とか。 

 

教育次長（管）：市の職員の職員管理につきましては、職員の休暇制度というのが別

にありまして、教職員には教職員の休暇制度が別にあります。基本的には、

大元は同じですが、細かい部分は市によって条例で決めさせていただいて

おりますので、それに合わせたものとなっています。 

 

委 員 ：この紙に書けば、給料計算する時に入力しないといけないと思いますが、

それはどうですか。 

 

学校教育課長：これは出勤簿ですので、これを別の各職員ごとの出勤状況調査という

ものがございまして、それを県の方に出すということでございます。パソ

コンで学校から県の方へ直にというような流れになりつつあります。 

 

委 員 ：そういう事務は事務職員がすることになるのですか。 

 

学校教育課長：はい。 

 

委員長 ：これは、一旦手書きしているわけですか。 

 

学校教育課長：この様式は手書きです。 

 

委 員 ：年休というのは勤続年数によって違うのですか。 

 

教育次長（管）：基本は正規職員になりますと２０日の付与というのがありまして、

それを取らなければ翌年にそれを合わせて最高４０日となります。それも

条例で決められております。それを超えると欠勤扱いとなります。臨時職

員になりますと年数に応じて付与する事となります。 



 

 

委員長 ：他、ございませんか。特にないようですので、議第１９号については、原

案のとおり議決させていただいてよろしいでしょうか。 

 

委員全員：はい。 

 

委員長 ：それでは、議決といたします。それでは、次に、１１月の学校事故発生状

況報告、不登校等の状況報告、いじめの現状報告をまとめてお願いします。 

 

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、以上の報告で何か質問はございませ

んか。 

 

委 員 ：答えようがないかもしれませんが、事故の起こった日を見たら、２８日か

ら後に集中していますが、この頃から季節が寒くなってきたとか、何か思

い当たるところはありませんか。寒くなって準備体操が十分にできなかっ

たとか。 

 

教育次長（指）：中学校の方は、丁度この前に期末考査が終わって、その前は部活動

は一週間停止ですので、部活動が再開した後の事故だと思います。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

保護者から先生がいじめられているというケースはありませんか。そうい

う報告があがっていませんか。 

 

委 員 ：そういう事で悩んで、先生が休んでいるという事例はありませんか。 

 

学校教育課長：報告はあがっておりませんし、そのような事で悩んで休んだりという

ようなことは、聞いておりません。 

 

委員長 ：それでは、次に移らせていただいて、１月分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） 

    １月の定例会は １／２８（火）１３：３０～ 

    ２月の定例会は ２／２７（木）１３：３０～ 

 

委員長 ：他、ありますか。ないようでしたら、１月の行事予定報告については、し



 

 

めさせていただきます。それでは、その他をお願いします。 

 

教育次長（管）：『平成２６年度 兵庫県市町村教育委員会連合会事業内容一覧表』及

び『臨時的任用職員の雇用期間園長を求める要望書について』、『各市町教

育委員会委員の異動について』資料に基づき報告 

 

委員長 ：先ほど説明のあった件について、何か質問等がございましたらどうぞ。 

     女性教育委員の会とか、幹事会とかありますが、女性教育委員の会という

のは、どういう会なのですか。 

 

委 員 ：女性教育委員の勉強会です。県もあって、西播磨地区もあって、地方でも

あって段階的にあります。講師先生を呼んで勉強会をしています。 

 

委員長 ：それでは、先ほどの報告事頄について、了承ということにいたします。 

 

委員全員：はい。 

 

委員長 ：その他、何かありますか。 

特にないようですので、以上で定例会を終了させていただきます。ご苦労

様でした。 

 

 

 

１６：４５ 終了 


