
 

 

 

 

平成２５年第７回教育委員会定例会会議録 

 

 

 

 

 １ 日 時  平成２５年６月２５日（火）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７回の教育委員会定例 

会を開催いたします。早いもので６月が過ぎて、７月になろうとしており

ます。教育委員会の事業計画、年度計画が順調に遂行されているものと思

っております。これからの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て企画総務係長と企画総

務係書記が出席でございます。次回の教育委員会は企画総務係長が欠席い

たしますので企画総務係書記が担当することになりますので、本日出席さ

せていただいております。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、５月２８日の定例教育委員会以降の経過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。 

 

     （経過報告に基づき説明） 

 

〔添付資料〕 

○６月議会一般質問答弁書、アジャタチラシ、スポーツフェスティバル会場案内 

 

＜各課より補足説明＞ 

教育次長（管）：６月議会について 

 

・５月３１日総務文教常任委員会に関しては、教育長より報告したとおり、学び塾、

合同授業、中学生ペーロンということで、所管の報告をさせていただいた。学び塾

について、参加者の人数や、割合などの質疑があった。合同授業についても、どの

ように行っているのかということで、詳しい説明をさせていただいた。定例会にお

いては、４人の方から質問があったが、特に教育委員会全体ということではなく、

矢野、若狭野小の合同授業についてということの質疑があった。答弁書を配付して

いるので、ご清覧いただきたい。 

 

 

学校教育課長：トライやるウィークについて、中学生ペーロンについて、学校訪問に



ついて 

 

・６月３日から７日まで、一週間、中学２年生２６２名が、各事業所等で活動した。 

 教育委員会でも双葉中学校の生徒６名が活動した。大変充実した５日間だったと、 

 後の作文を読ませていただき感じている。 

・６月７日、５回目になる中学生ペーロン大会に中学校１年生が参加した。午前中 

に体験乗船を行い、午後の予選、決勝とレースを行った。最後の感想で生徒が言っ 

ていたのは、皆で息を合わせて櫂を揃えるという事が大事だということを改めて感 

じた。明日からの学校生活、クラスのまとまりという部分で生かしていきたいとい 

う感想であり、非常に天気も良く、１年生の生徒にとって、充実した一日であった 

と思っている。 

・１２日、１７日、２０日と学校訪問が始まった。１２日は中央小学校、１７日が双 

葉中学校、２０日が那波中学校ということで、那波中学校は県教委訪問と兼ねてい 

る。各委員さんに出席いただきお疲れさまでした。後、７校、７月には２校あるの 

でよろしくお願いします。 

 

 

生涯学習課長：相生っ子学び塾英語の開講について、 

 

・６月から英語の方も開講している。学び塾全体の１４１名の申し込みのうち、英語

の希望者が７３名。その７３名のうち５年生を２クラスに分け、６年生を１クラス

ということで、子ども達にとっては、月１回英語に参加すると言う事で、１日と８

日については、５年生を２つの校区に分け実施した。６年生については、２９日に

実施をする。英語の講師は全体で２０人の方に登録をいただいている。２０人の講

師の協力の下、英語の方はスタートしているところ。今後夏休み等に入ると市内の

高校生にもボランティアとして英語の学び塾のお手伝いをいただく予定。 

 

 

体育振興課長：アジャタについて、スポーツフェスティバルについて 

 

・今年度ふるさと応援寄附で導入したスポーツ。新聞にも紹介記事を書いて頂き、お

手元の方に、スポーツの力再発見という資料を配付している。アジャタはスポーツ

の力再発見をいう言葉をテーマに、市民の皆様に紹介してまいり、貸し出しをして

まいりたい。大会については、予定どおり開いたが、人権教育推進室長がスポーツ

クラブ２１から出場し、見事優勝された。小学生も参加し、７０歳以上の方も参加

しという形で、三部門に分かれて行った決勝は歓声があがった。高齢者の方はどう

かなと思ったが、おもしろかった。よい運動になった。またやる。というような声

が聞かれた。種目団体の取り合いということで、これなら人の取り合いにならない



という言葉もいただいた。手ごたえを感じた。 

 

・スポーツフェスティバル、今年度全戸配布する会場図を配らせていただいた。トラ

ック、フィールド、特設会場を１７年ぶりに精査させていただき、変更するという

ことで、昨年度３月から動き出しているが、ほぼまとまった。トラックフィールド

の部分で、小学生地区対向リレーについては、従来１年生から３年生と、４年生か

ら６年生という部門であったが、今年度より１年生から６年生まで１人ずつの普段

学校で行っている地区対向リレーに変更して、できるだけ、１人しかいないという

地区を救いたいということで、これは伝統的な行事であるため延命措置を行ってい

きたいと考えている。障害物パン食い競争というのを入れているが、幼稚園児の競

技がトラックフィールドでなかったが、幼稚園の先生にも参画いただいて、決定し

た。それから、アジャタも入れている。トラックフィールドについては、大きく３

点を変更している。特設会場については、手伝いをいただく方々に非常にご苦労を

掛けていた。尐し軽減をということもあったので、内容をあいりゅう子どもギネス

広場、その日で記録を出して、表彰していくということで、５種目をやりたいと思

っている。それから市民体力測定広場ということで、今までは６５歳以上の方の体

力測定のみを実施していたが、幼稚園の子どもから高齢者まで全ての方の体力測定

をできる環境を整えるという形で考えている。 

 

 

人権教育推進室長：たんぽぽの会はじめの会について 

 

・県の補助事業として年間４０時間のプログラムを組んでいる。今年度も昨年度と同

様に隣保館祭での焼きそばの販売、獅子舞を体験して、ハイマートの訪問なども行

う。新たなものとしては、８月に料理教室をするということで、姫路の地域活動栄

養士会の方に講師に来て頂いて、魚を丸ごと食育ということで、いわしをさばいた

りというところから料理を作って、命をいただくという体験活動を計画している。

また、人権学習ということで、市外に出ていき、体験学習ということをしているが、

今年度については、大阪のリバティ大阪、池田にあるインスタントラーメン発明記

念館などの訪問をする予定。８月に工作教室ということで、隣保館の書道教室の講

師に依頼をし、夏休みの課題で、人権書道というものを毎年出ているが、人権書道

を隣保館で皆で書こうということと合わせて、円立寺のお寺に歴史的な資料もある

ということから、そういった事のお話を聞く機会を計画させていただいている。 

 

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 ：相生っ子学び塾、英語が始まって、子どもの印象はどんな感じですか。 



生涯学習課長：英語につきましては、国語、算数のように教科書に沿ったプリントと

いうことではございませんので、一グループ６人から７人で島をつくりま

して、それぞれにボランティアの方を配置しております。進め方としまし

ては、現在中学校の方に来ている ALT の先生にも学び塾に来て頂きまし

て、フラッシュカードというものを使って、ゲーム形式の中で単語を覚え

ていったり、対話をしていくという形の中でそれぞれのグループの中での

会話、また、ALT との会話をしながら、場合によっては音楽を掛けながら

英語の歌を歌おうということでございまして、カリキュラムにつきまして

は、ボランティアの中に、元学校の先生の経験者もおられますので、そう

いう方々のアドバイスをいただきながら１時間４０分を前半、後半という

ことで、２つに分けまして出来るだけ子ども達に声を出してもらうという

形の中で進めておりまして、子どもにとっては楽しかったという声をいた

だいております。以上のような状況でございます。 

 

委員長 ：学び塾についてお伺いしたいのが、英語であれば、英語の学習目標という

ものは、はっきりと定まっているのですか。というのは、ボランティアの

先生の考え方によってころころと変わることがあれば、子ども達も面喰ら

うかもしれません。 

 

生涯学習課長：２０人はそれぞれ職場も経験も様々でありますが、２０人の中でメイ

ンの方を４人決めさせていただいて、その４人の方がその月ごとのカリキ

ュラムを決めていただいて、必ず月１回の英語の打ち合わせ会がございま

すので、打ち合わせ会の中で来月の進め方を伝えておりますので、組み立

てをした方も必ず一人は参加しておりますし、参加をされていない他の方

につきましても、必ず打ち合わせ会の中で情報共有をするという形をして

おりますので、逆にいろんなアドバイスがありすぎて方向性がずれないよ

うに、今月はこれをテーマにいきますなど、テーマを決めていきながら、

４人の方が主になって事務局と調整を図りながらやっていっているとい

うのが現状です。 

 

委員長 ：それは、５年生から始めてステップを踏んで行って中学１年の教科の学習

内容に繋がっていくようなそういうステップになっているわけですか。 

 

生涯学習課長：どちらかと言いますと、小学校５年生、６年生については、英語に対

するアレルギー的なところをなくそうと、現在学校教育の方でも週１時間、

英語の授業がございますので、そういう内容を学校教育の方からも聞かせ

ていただきながら、ある程度、その月のテーマを決めているところもござ

いますので、やはり流れの中では、それよりも尐し進んだようなところも



あったり、逆に後戻りするようなところもあるかもしれませんが、いずれ

にしましても、現在小学校でおこなっているハイフレンズという教科書が

ありますので、ある程度、そのあたりに即した感じで行っているというの

が現状です。 

 

委 員 ：基本は全部英語ですか。日本語をしゃべらずに。 

 

生涯学習課長：日本語はありますが、どちらかと言いますと、単語だけを言っても分

かりずらいので、先ほど言いましたフラッシュカードといいまして、図柄

に単語が書いてあるものを例えば ALT の先生が言葉を発して、そのカー

ドを探しましょうというようなゲーム感覚でやったりとか、９人の方と挨

拶をしてそれをカードに書いていくとか、書きながら、なおかつ口で発音

しながらという形をしておりますので、日本語もありでございます。 

 

委 員 ：国語と算数の学び塾にあちらこちらに行かせてもらいましたが、勉強の好

きな子ばかりが集まっていますね。そんな感じがして、狙っている底上げ

というよりも、もっと勉強がしたいという子が行っているという感じがし

ました。そこが気になったところです。それから、５年生は５年生の４月

からの教材で中に問題が課せられてて、６年生は６年生の４月からの教材

で課せられている。それが大体の子がわかっている。だから優秀という感

じですが、わからない子は行っていないなという感じがしました。そこら

あたりがこれからの課題かなと思います。お世話をしていただいている先

生方のやり方も皆がそれぞれでした。同じ学校に同じ先生になっています

か。 

 

生涯学習課長：シフトを組ませていただいております。先生によって一つの学校しか

希望していない方とか、複数の方もおられますので、その場合は、こちら

でいろんな学校に回させていただいております。学校によって、子供の数

によって人数を１人から４人まで学校の規模によって合わせております

ので、特に多いところはシフトを組ませていただいているというようにな

っております。 

 

教育長 ：委員長がおっしゃっていた中学校の英語と学び塾との関係ですが、中学校

のカリキュラムと全く連動しておりません。今の小学校の英語活動もそう

なのですが、中学校の英語活動の前倒しでもありません。ですから、何を

目指しているかと言いましたら、小学生程度の尐ない語彙の中で、コミュ

ニケーションをとっていく、そういう能力と言いますか、パワーをつけて

やるという、そういうものを目指しておりますので、中学校のカリキュラ



ムとは全く連動しておりません。それと委員がおっしゃってた、来ている

子どもたちの対象の考え方は、非常にそのとおりです。本来、我々が意図

している子どもたちが来ていないというのはあると思います。ですから、

そういう形に持っていくのはやはり時間がかかると思います。絶対に予習

はさせないという線は守っていかないといけない。前々に進んでいくので

あれば、意味がないということで、あくまで、学び落としたところを勉強

していくというスタイルは絶対に守っていかなければいけないと思って

います。我々が来てほしいと思う子どもたちに来てもらうようにするには、

やはり学校現場である程度、この学び塾を認知していただくそういう期間

が必要かなと思っております。家庭とかにも認知していただく時間が必要

かなと思っています。もう尐し長く時間をかけて馴染ませていきたいと思

っております。 

 

委員長 ：学校の先生が、成績の芳しくない子に学び塾に行きなさいと言うのは難し

いのですか。 

 

学校教育課長：学び塾については、現実的には、そのようなことは口出ししていない

と思います。しかし、学校の現場におきましても、そういうところに行っ

て尐しでもという児童はおりますので、例えば、もうすぐ夏季休業になり

ますが、その前後一週間ほど補充的な各学校でサマースクールとかネーミ

ングをつけてやっておりますが、そういうところはできるだけ事前に行わ

れます個人懇談等において、声掛けをして、尐しでも補充できることがあ

ればということで、その点についてはやっております。学び塾については、

まだそこまで言及しているところはないと思っております。 

 

教育次長（指）：学び塾を一番最初に考えだした部分の中で、自学自習というのが一

番だと思います。昨日の青尐年の対策会議の中でも、無料で教えてもらえ

るのになぜ行かないのかという感覚があるのですが、教育委員会側として

は、そこへ来て自分たちですることで、習慣をつけて、帰ってからもする

という、そこを一番にもっていかないと、私塾と同じような感覚の学び塾

でしたらこちらが目指す塾ではないのではと思います。とにかく学習する

習慣をつけるということが子どもにとっては、その後自分でも伸びていく

一歩になるのではないかなと、その手助けをするのを一番の狙いにしてい

るほうが良いのではと考えています。 

 

生涯学習課長：先ほど、学校教育課長の方から各学校でのサマースクールという話が

ありましたが、学び塾の夏休み期間中につきましては、放課後ということ

ではなくて、週一回は変わらないのですが、午前中約２時間ほど、いつも



より長い時間を設けておりますので、例えば、補助学習に来られた子ども

さんが、その後学び塾に来ていただくというそういう形の連携というもの

を図るようにしておりますので、折角の機会ですので、長期休業期間中に

ついては、そういう連携を図りながらというようなことも今後学校の方を

通じて PR を図れればと思っております。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、経過報告につきましては、以上でしめさせていた

だいて、次に議事にはいらせていただきます。報告事項『報告第１５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１５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 ：前にも言いましたが、委員は男性が７名で女性が１名なので、将来的には

もう尐し女性の数が多い方が良いのではと思っております。 

 

生涯学習課長：市の方の審議会につきましても、女性登用３０％というのが一つの目

標の設定でもございますので、今後、新たな委員の選任の段階でそういっ

たことにも配慮しながら考えていきたいと思っておりますが、文化財保護

審議会につきましては、やはり専門性というところが必要なところもござ

いますので、取り扱いにつきましては、そのあたりも考慮しながら、でき

るだけ女性の登用を図っていきたいと考えているところでございます。以

上です。 

 

委員長 ：よろしくお願いします。他、ございませんか。 

ないようですので、報告第１５号につきましては、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 ：『報告第１６号 相生市スポーツ推進審議会委員の任命について』をお願

いいたします。 

 

体育振興課長：（提出議案に基づき説明） 

 



委員長 ：ありがとうございます。報告第１６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、報告第１６号については、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 ：次に議決事項に入らせていただきます。『議第１１号 相生市教育委員会

事務局設置に関する規則の一部を改正する規則の制定について』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 ：ということは、この会議室で行う定例会は今日が最終ということですね。 

 

教育次長（管）：そういうことです。 

 

委員長 ：これは事務所の移転に伴うものですので、よろしいですね。 

 

委員全員：はい。 

 

委員長 ：それでは議第１１号は、原案どおり可決とさせていただきます。『議第１

２号 相生市立幼稚園入園料及び保育料徴収条例施行規則の一部を改正

する規則の制定について』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す。それでは、この議第１２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、議第１２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。次に別紙の提出議案その２、議決

事項『議第１３号 相生市教育長の給料等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について』をお願いいたします。 

 



【非公開事件】 

 

委員長 ：議第１３号につきましては、原案どおり議決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、それから不登 

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 ：いじめの現状報告についても合わせてお願いします。 

 

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、学校事故発生状況、不登校等の状況、

いじめの現状報告につきまして、何か質問等がございましたらどうぞ。 

 

委 員 ：事故一覧表で治療見込み日数が書いてありますが、この中で学校を休んだ

という事例はどのくらいありますか。 

 

学校教育課長：はっきりと、何日休んだかということは確認しておりません。入院は

ございませんので、状況、その後の処置を見ている範囲では、病院に行って

遅れたというのはありますが、休んだということの報告はございません。 

 

委 員 ：松葉づえをついてでも来ますね。 

 

学校教育課長：そうですね。遅れて来たりということがございます。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

     この前、国会でいじめの対策の法律ができて、新しい法律ですので、中身

をよく吟味して法律違反がでないようにしていただきたいと思います。今、

お聞きしたら、いじめに対する対応も非常に繊細な対応をされております

ので安心しております。 

     特にないようですので、７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） 

 

   ７月の定例会は ７／２４（水）１３：３０～ 

   ８月の定例会は ８／２２（木）１３：３０～ 

 



委員長 ：ありがとうございました。補足説明はないですね。それでは、７月行事予

定で何か質問等ございましたらどうぞ。 

     特にないようですので、行事予定は以上で終わらせていただいて、その他

をお願いします。 

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。 

     

 

１５：２０ 終了 

 


