
 

 

 

 

平成２５年第１１回教育委員会定例会会議録 

 

 

 

１ 日 時 平成２５年１０月２２日（火）１３：３０～１５：４９ 

 

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、定刻が参りましたので、第１１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。１０月は行事が多かったのですが、特にスポー

ツフェスティバルは非常に盛大に行われて、私が教育委員になってから一

番参加者が多いかったのではないかということでお世話いただいた担当

部署の方々にお礼を申し上げます。運動会も幼稚園も含めて終わりまして、

学校訪問も小中学校は全て終わりました。次は幼稚園ですね。 

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、９月３０日の第１０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。 

 

     （経過報告に基づき以下の事業について概要説明） 

 

10/ 1 辞令交付式（非常勤特別職） 

   永年勤続表彰 

10/ 2 辞令交付式（臨時職員） 

10/ 5 中学校秋季総合体育大会 

   資料館特別展（わがふるさと 1960 年代の相生）～12 月 1 日 

   兵人教研究大会中央大会（豊岡市）～6 日 

10/ 6 文化祭社交ダンスのつどい 

10/ 7 親子人権学習（あおば幼） 

10/ 9 防災教育研究会（青葉台小） 

10/10 手をつなぐ育成会懇談会 

10/13 スポーツフェスティバル 2013AIOI 

10/15 平成 25 年度中・西播磨地区女性教育委員研修（宍粟市） 

10/16 美術展 ～20 日 

10/17 教職員人権教育研修会（社会科）中央小 

10/19 数学・理科甲子園ジュニア 2013（関西学院大学） 

10/20 美術展表彰式 

文化祭菊花展 ～11 月 9 日 



 

 

10/21 相人同教実践推進委員会 

 

〔添付資料〕 

○なし 

 

＜各課より補足説明＞ 

教育次長（管理担当）：決算審査特別委員会について 

 

・決算審査特別委員会において質疑があったものの概要について説明する。委員は８

名。主な質問概要は、管理課に対しては、学校施設の延命化の方針についてどう考

えているのかという質問があった。市の公共施設の更新計画の中で、出来るだけ優

先して学校施設を更新させていただくように働きかけて要望していくと回答した。

２点目として、就学援助の決定について、民生委員の意見の反映のことについて。

民生委員の意見に基づいて就学援助を決定しているのかという質問であった。あく

までも民生委員の意見は意見であり、決定については、学校長、担任と保護者との

面談に基づいて最終的に教育委員会で決定していると回答した。 

学校教育課関係では、多くの質問があったが、そのうち５点について説明する。ま

ず１点目は学校給食における残飯の処理についてどうなっているのかという質問

があった。徐々に残食は減っているという説明を行った。パーセンテージでも幼稚

園では４．７％、小学校では２．５％、中学校では９．２％という回答を行った。

２点目が学校図書館の利用状況についてどうなっているのかということで、質問が

あった。回答としては、本の貸し出し件数が増えているという回答を行った。次に

小学校の英語活動推進事業の成果についての質問があった。小学校に２名の外国人

講師を配置していたのを３名にし、児童のコミュニケーション能力も向上している

という回答を行った。４点目はゲリラ豪雨対応についてどうしているのかという質

問があった。判断については、基本的な部分については、教育委員会から指示を行

っているが、それぞれの校区によって状況が変わっているので、学校長に判断して

もらっている。教育委員会とよく相談しながら決定しているという回答を行った。

５点目は教育研究所の成果という質問については、成果というものは、学校評議委

員会や、学校間で実施しているアンケートなどで今の先生方の資質向上というもの

が進んでいるというような評価をいただいている。これは継続して日々研修を続け

ていくことによって成果は現れるだろうという回答をさせていただいた。 

 次に生涯学習課では、２点の質問について説明する。まず１点目が、図書館の図書

の管理についてどうなっているのかという質問があった。棚卸した本の冊数がどう

なっているのかということ。１年に１回、曝書をしており、その時に本の冊数を全

て管理しており、古くなった図書については、図書リサイクルということで市民に

還元している。古くなって、必要なくなった本が、どうしても５，０００冊から６，

０００冊でてくる。今の１２万４千冊に合わせて購入し増やしていると回答した。

２点目は民俗資料館の利用について、小学生の利用についてどうなのかという質問



 

 

があった。昨年度より学校の中で社会見学に取り入れていただいているので、増加

してきたという報告を行った。 

 体育振興課については、スポーツ施設の更新についてどうなのかという質問があっ

た。これは全体の考えという事で、企画管理部長から答えさせていただいている。

回答としては、市の公共施設全体の中で考えていく。要はスポーツ施設だけを特化

して更新するということではなく、市の公共施設全体の中で考えていくという回答

をしている。これは、最初の学校施設の延命化にも関係してくるが、教育委員会と

しては、できるだけ教育施設を優先的に更新させていただきたいということは、引

き続き市長事務部局と調整しながら要望していきたいと考えている。 

 

 

学校教育課長：中学校秋季総合体育大会（新人戦）について 

 

・１９、２０日とすでに西播大会が行われた。雨の関係で、昨日、今日のところもあ

るが、西播大会の結果を市内大会の結果と合わせて報告する。まず野球については、

那波中学校が西播大会に出場したが、敗退している。サッカーは、双葉中学校が西

播大会で優勝し、県大会への出場が決まっている。ソフトテニスは男子団体が、那

波、双葉、女子団体が矢野川、那波が出場しているが、男子那波が３位で、後は予

選で敗退している。個人１２人が西播大会に出ているが、雨天のため、項延となっ

ている。卓球は、男女とも双葉中学校が予選で敗退している。バレーボールは、男

子双葉が３位、女子は、那波、双葉と出場したが、那波がベスト８ということ。バ

スケットボールは、男子双葉が優勝し県大会出場、那波が３位、女子は双葉が優勝

し、県大会出場、那波が準優勝で県大会出場ということ。剣道は、那波女子団体５

位ということで、県大会出場となっている。個人で那波中学校の女子生徒が、優勝

で県大会出場ということ。ソフトボールについては、雨天のため項延となっている。 

 

 

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 ：学校図書館の話がありましたが、子どもが図書を借りたい時、どういう管

理と言いますか、誰が面倒をみているのですか。 

 

学校教育課長：子ども達が本を借りたり返したりする時は、小学校の方ではほとんど

がバーコードで管理できるようにしていただいておりますので、時間を決

めているところがほとんどだと思いますが、そういう形での貸し借りをし

ております。もちろんそこには、図書館の従事者の方、スタッフの方にい

らして頂く時には、子ども達に声を掛けてもらったりだとか、本の紹介で

あるとか、そういう事もしてもらっているところでございます。 



 

 

委 員 ：図書館の内容が充実してきていると思いますが、今の子はあまり本を読ま

ない感じを受けるのですが、本当のところはどうでしょうか。結構読んで

いるのでしょうか。 

 

学校教育課：今、読書週間で、新聞にも出ておりましたが、確かに読む時間が減って

きているという部分もあるかとは思いますが、本に親しむという部分につ

いては、この改善をしていただいたお陰で、目に見える形で増えてきまし

た。図書室に行こうだとか、図書室で触ってみようだとか、このあたりに

ついては、雲泥の差だと思います。これは小学校も中学校もです。はっき

りと数字では表せませんが、また、後ほど全国学力・学習状況調査の中で、

学力の方ではなくて、普段の生活の中で本をどれくらい読んでいるかとい

う調査もありましたが、目覚ましく時間が伸びているとは言えないとは思

いますが、随分、本に親しむと言いますか、手にする時間は増えたことは

事実でございます。 

 

教育次長（指）：後で報告する予定ですが、全国学力・学習状況調査の結果について

の３ページ目の⑤、家や図書館で普段、一日当たりどれくらいの時間読書

しますか。ということで、市内の中学校３年生と小学校６年生の回答の結

果です。 

 

委 員 ：左ほどたくさん読むのですね。 

 

教育次長（指）：はい。 

 

委 員 ：全国より尐ないですね。 

 

教育次長（指）：後で述べたいと思いますが、一番問題なのが、一番右側の小学校で

２割、中学校で３割が全くしないということで、ここが一番問題なのかな

と考えています。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

 

委 員 ：１３日のスポーツフェスティバル、本当にご苦労様でしたと思いますが、

今年は新たな企画をされたと思いますが、次年度への改善点はありますか。

どうですか。 

 

体育振興課長：その他の中で報告を予定していますので、その時にお願いします。 

 

委 員 ：そうですね。その時にお願いします。 



 

 

委員長 ：お願いします。他、ございませんか。 

特にないようですので、経過報告はこれでしめさせていただいて、次に議

事に入らせていただきます。報告事頄の『報告第１９号 学校評議員の委

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、学校評議員の委嘱について何か質問等

がございましたらどうぞ。  

 

委 員 ：質問と言いますか、新規を見ましたら、例えば自治会長が変わったから変

わった、PTA 会長が変わったから変わったというのが多いのですかね。 

 

学校教育課長：そうでございます。小学校の場合は、現 PTA 会長さんが変わられる

ところであるとか、かなり数年されてということで、新たにということに

なってございます。 

 

委員長 ：学校評議員の人選といいますか、選定というのは実際に、学校や地域の事

情にもよりますし、項序としては、学校に第一というような人選をお願い

しているということですね。 

 

学校教育課長：そのとおりでございます。まず、学校校区でご推薦をいただいてとい

うことの項になっております。 

 

委員長 ：前から思っておるのですが、学校評議員の位置づけというのは、非常に大

事な位置づけですが、教育委員会と各学校の評議員さんとの間の関係性と

いう問題で、一応各学校に任せていると言うイメージを持っているわけで

すが、それでよいのだろうか、どうだろうかという、そういう疑問を感じ

ます。 

 

委 員 ：私が言うのもあれですが、PTA 会長とか自治会長は、宛て職で決まってい

るんだなと思って見ていましたが。 

 

教育次長（指）：当初評議員を決めるときは、PTA 会長は入っていなかったです。地

元の方で入っておられましたが、今、学校評価というのが行われています

が、その中で学校関係者評価というものを行っていますが、どの学校も学

校評議員を学校関係者評価と連動させてやっていますが、学校関係者評価

の中には保護者代表というのが入っておかないとだめなのです。ですから、

学校評議員の中にも保護者代表というのを入れるような形になっていま



 

 

す。例えば中学校などでは入れるようになってきています。学校関係者評

価をするために PTA の代表も自然と入ってきている形になってきており

ます。 

 

委 員 ：始まったときは、なかなか人選が大変でした。矢野小は、子どもの人数よ

りも多い評議員がいて、私もその中の一人で、もっと減らしたらどうかと

いう感じで、自治会長さんが全員、評議員さんになっていました。最初私

たちも、自分が学校にいる時に、選ぶと言う観点が非常に難しくて、いろ

んな立場の方に学校を見ていただいて、評価していただきたいなと思いな

がらなかなか、どなたというのは浮かばなくて、結局宛て職みたいな感じ

で、老人会の会長をされている方とか、民生委員さんとか、そういう感じ

で選んで、結局はすごい人数が多くなって、年に１回だけ評議員会をして

いたというような覚えがあります。何も意見が出ないという時もありまし

た。今は５人とか６人とか尐人数で人選も大分考えられてスタートしてい

るので、学校の事を外から、いろんな立場から見ていただいて、参考にな

るようなご意見も聞けているように思います。ですから、そういう意味で

は、やはり、初めはなぜこんなものがあるのかという感じでしたが、今は

大分変わってきたと感じています。今も会議は年間１回か２回ですかね。

年度末に集まってもらってというような感じが多いし、普段のオープンス

クールの案内だとか、行事の案内とか、そういう事をこの方達には是非来

ていただきたいという形で案内して、学校を見ていただく、そういう機会

を持って、最後に意見をいただくとか、また、立ち番とかしてもらって、

子どもの登下校の安全であるか、危険な場所などを教えていただいてと言

うようなことかと思います。 

 

教育次長（指）：学校評議員の中で一番大事な仕事とこちらが認識しておりますのが、

先ほどのありました、学校評価、学校評価をした部分がきっちりと評価さ

れているのかというのを学校評議員学校関係者が学校関係者評価の中で

適切な部分を見て頂くことが一番大事な仕事ではないかなと思っていま

す。本年度、各学校の学校評価を見てみましたところ、その部分が十分出

来ている学校と出来ていない学校がありましたので、今年１年目として、

来年度までの間に学校評価の見直しを校長会を中心に提案したところで

ございます。学校の先生方が、きっちりとアンケートを取ったり、いろん

な資料から評価をして、来年度の課題を決めて、それを学校評議員、学校

関係者が、それが本当に良いのか、悪いのかということを評価して、それ

を公表すると、そういう手項を取って頂くようお願いは今年度いたしたと

ころです。 

 

委員長 ：今の次長の説明でよくわかりました。やはり学校によってバラつきがある



 

 

と思います。校長先生自体も学校評価とかそういったものについて、尐し

認識のバラつきもあります。そのあたりをお願いいたします。 

     他、ございませんか。特にないようでしたら、報告第１９号は了承したと

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１９号は了承したということにいたします。それでは、

『報告第２０号 平成２５年度科学研究記録・読書感想文・人権作文・人

権ポスター・人権標語の優秀作品の表彰について』事務局よりお願いしま

す。 

 

【非公開事件】 

 

委員長 ：報告第２０号につきましても、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、了承したということにいたします。次に『報告第２１号 平成

２５年度相生っ子かがやき顕彰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 ：それでは、報告第２１号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２２号 平成２５年度相生市文化芸術顕彰（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 ：報告第２２号は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、了承といたします。次にその他に移ります。９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、事故発生状況報告、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。 

     特にないようですので、次に進みます。１１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） 

 

   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、１１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 ：参考に教えて下さい。小学校の修学旅行の行き先は、自分達で決めて違う

所に行くのですか。 

 

学校教育課長：基本的には京都、奈良方面で、相生市７校として旅行会社を通して、

特に宿でしたり、バス等交通手段のことをお願いしております。どういう

ところに行くかということについては、学校ごとに担任であったりが尐し

考えて、京都から入る学校もあれば、奈良から入る学校もあるというとこ

ろ、あるいは、向こうでの体験活動を入れる学校もあれば、班別行動をと

って、京都の街を歩くというところもありますので、そのあたりについて

は、尐し学校によって違いますが、基本的な京都、奈良方面ということに

ついては、一緒でございます。 

 

委 員 ：泊まる旅館も、市内の小学校は同じところですか。 

 

学校教育課長：その年の状況によって違うのですが、全て一緒の時もございますし、

２、３に別れる時もございます。今年度は、青葉だけがずれたのは、当初

６小学校であろうということであったこと、どうしてもシーズンになりま

すので、宿の関係で日にちをずらして１校は別の日ということで、大体、

前の年の夏くらいには、次のことを決めているところでございます。 

 

委員長 ：他、ございませんか。特にないようですので、行事予定報告はこれで終わ

らせていただいて、次に進ませていただきます。全国学力・学習状況調査

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 ：ありがとうございました。それでは、全国学力・学習状況調査についての

報告について何か、ご質問等がございましたらどうぞ。 

このような報告は今までなかったですね。初めてですね。私はこういった

データがある程度出るということは、今度は教える先生の教えるポイント

が絞られていいのではと思います。生徒の务っている部分がわからないと、

授業の組み立てができないのではと思っていました。 

 

委 員 ：最後に一学期末に個別懇談を通じてとありますが、結果は二学期に出るの

ではないのですか。そしたら、中３と小６だったら卒業してしまうのでは

ないですか。 

教育次長（指）：一学期といいますのは、標準学力調査で、相生市が行っているぐん

ぐん学力プランの中での検査の結果は一学期中に返ってきますので、それ

が懇談で使えるということで、そちらについては、夏休み中に来ますので、

二学期中にということで、二学期中にとなりますと、小学校は懇談がない

ので、各学校で工夫していただかなくてはなりません。ですから、個別に

指導のところまでは、要求はできないところです。これが一学期に来れば

一学期の懇談の時に合わせて個人個人の課題を言ってやるのが一番テス

トしたことの価値があろうかとは思います。 

 

委 員 ：みんなプラスに使ってくれるかな、そこのところがマイナスなら、子供を

叱責することになると余計に前向きでなくなるというそういう心配があ

るので、良いか悪いかとなるとやはり親の判断になると思います。親に渡

すと。そこが気になるところです。 

 

教育次長（指）：中学校でいうと３年生にはこの時期には返さないと思います。受験

の学力とは別の学力ですので。 

 

委 員 ：中学校３年生で、この試験を受けないという人はいますか。 

 

教育次長（指）：全員受けます。 

 

委 員 ：先ほどの話ですが、私が子どもの頃、先生に言われたのは、試験の点が良

いとか悪いとかで、喜んだり、がっかりしたらダメですよ。何のために試

験をしているのかと言うと、自分はどこが足りないか、どこが間違ったか、

それを見て考えるのが大事ですよ、親に良い悪いだけみたらだめですよと

言われました。 

 

教育次長（指）：本来、こういった検査は個々に返っていって、個々の課題を明らか

にするということに使わなければならないのが、今は、違う方向の方に、



 

 

平均点より上だとか、学校がどうだとか、そっちに行ってしまっています。 

 

委 員 ：やはり、フィードバックされて、考えるということが大切だと思います。 

 

委 員 ：学校選択制が出てきていますし、これを出してしまうと、誰も来ないよう

な学校が出てくるかもしれません。どこかには殺到するかもしれません。

変な流れですね。 

 

委 員 ：個人別にきっちりしたデータが個人には返ってくるのですか。それを見れ

ば、自分はどこが足りないのか分かるということですか。 

 

委 員 ：私が見るのに、データで全体としていろいろと思いますが、学力調査は個

人個人がバラバラですからね。ただ、世間はその全体のデータに意識があ

りますね。 

 

委員長 ：この結果には、何人中、何位という項位は出ていないのですね。 

 

教育次長（指）：はい。項位はでていません。全国の場合は正答率だけです。個人に

関する場合で言いますと、市独自で行っております標準学力調査は細かい

分析で個人には返しているので、そちらの方を有効に使いたいなと思って

います。これは、全国でやっていて、個人に返すことになっていますので、

相生市だけしないというわけにはいきません。 

 

委員長 ：中学３年生の高校の受験指導をする場合、いわゆる偏差値的なものがない

とどうなんでしょうか。できないのではないでしょうか。 

 

教育次長（指）：先生は持っています。持っていないとなかなかできません。指標は

もっていますが、土俵までは同じではありません。市内は合っても、市外

とは違いますので一概には比べられません。その時は、中学の場合は内申

点は、西播の場合は、ほぼ差がないので、それで比較して、それと当日の

試験でどのくらい取れるかということで、判断していきます。 

 

（標準学力調査の結果（見本）を配付） 

 

委員長 ：これはわかりやすいですね。目標値というのはどこからくるのですか。 

 

教育次長（指）：問題を作ったところが、このくらいは、ということです。 

 

体育振興課長：このくらいは取れますよという達成度合いだと思います。難しいのも



 

 

のならこの目標値が下がります。 

 

委 員 ：よくわかりますね。 

 

委 員 ：親は欲しいですかね。 

 

委員長 ：欲しいと思います。 

 

委 員 ：こっちの方も６年生と中３ですか。 

 

教育次長（指）：４年生と６年生と中２です。 

委員長 ：学び塾もこういったものを反映したら良いですね。 

 

委 員 ：個人の情報ですから難しいですね。 

 

委 員 ：使い方ですね。 

 

委員長 ：そうですね。とにかく学力アップに成果が上がるように。 

 

教育長 ：学力はその団体の教育施策の評価でもあると言われています。結局、静岡

のように悪い場合は、静岡県の教育施策の評価が悪いというようにも見ら

れるということであって、その県知事は自分ところの県の点数をあげよう

という気になっているのではないか。ですから、施策評価にも見られると

いうことです。 

 

委員長 ：相生市は、独自の学力調査を行っていることは素晴らしいですね。 

 

教育長 ：教育委員会でご提案があり、ご協議いただいた結果です。 

 

委員長 ：良い方向に行くようにお願いします。 

     それでは次に、美術展の結果についてお願いします。 

 

生涯学習課長：（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、相生市美術展について何か質問等が

ございましたらどうぞ。 

     例えば、たつの市や姫路市は、たつの市美術展、姫路市美術展というのが

あると思いますが、姫路市の人があえて相生市の美術展に作品を応募して

くるというのはどういうことなのでしょうか。相生市に何かの縁がある人



 

 

でしょうか。それとも相生市の美術展のレベルが高いからということでし

ょうか。 

 

生涯学習課長：おそらく相生に出されている方は他にも出していると思います。姫路

の方が相生だけ出される方もおられるかもしれませんが、たつのにも赤穂

にも出されているかもしれません。何か目的があるかもしれませんが、比

較的近隣に出されていると思います。相生の方もいろんなところに出され

ているみたいです。 

 

委員長 ：洋画の審査員はかなり有名な方ですね。この人はスペインに行って絵の勉

強をされました。この人は新宮出身ですが、全国レベルに行っています。 

 

委 員 ：出品料は無料ですか。 

 

生涯学習課長：無料です。 

 

委 員 ：審査いただく方へは日当などがでているのですか。 

 

生涯学習課長：市の方からは運営委員会から委託料ということで、その中から審査い

ただく方には謝礼を出させていただいております。市によっては出品料を

とっているところもあります。 

 

委員長 ：相生市の審査員のレベルが高いですね。 

 

委 員 ：私が見に行った時は、作品の数が減ったのではと思いながら見せていただ

きましたが、とにかく写真のところは多かったです。 

 

生涯学習課長：一列増やしました。これ以上は増やせません。書道も作品が大きくな

りますので、いくらスペースがあっても置き方によっては置けないという

ケースもございますので、ですから、去年、今年がいっぱいいっぱいにな

っています。 

 

委員長 ：他、なければ次に移ります。スポーツフェスティバルの結果についてお願

いします。 

 

体育振興課長：（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、このスポーツフェスティバルの結果

について、何か質問等がございましたらどうぞ。 



 

 

アジャタの１位の５３秒というのは優秀な成績ですか。 

 

体育振興課長：１００個で５３秒ですので、まあまあ頑張った成績です。トラックフ

ィールドの１０番の IHI 相生工場 E の１分３７秒は、これは６０個です。

小学校の方は１００個です。学校の方では、学級づくりとか、学校づくり

の関係で事前に行ったり、これは、力の弱い子も助け合ってできるスポー

ツですので、この２７日にも那波小学校の PTA が親子で取り組んでいた

だいておりますので、これからも幅広く貸出等をしながら来年度より相生

市のスポーツとして、競技ですけれど皆で楽しむという一つのスポーツと

して広げてまいりたいと考えております。できれば、小学生でしたら４０

秒を切るくらいのタイムでできるかなと考えております。 

 

委 員 ：高さは。 

 

体育振興課長：小学生は２ｍ８０ｃｍです。大人は４ｍ１２ｃｍが一般です。この間、

教育委員会でしていただいたのが、３ｍ５０ｃｍで６５歳以上のところで

やっていただきました。 

 

委 員 ：良い天気で良かったですね。 

 

体育振興課長：それが一番良かったです。爽やかでした。 

 

委 員 ：リレーのプラカードを持っていた子が良い子もいましたが、態度が悪かっ

たです。後ろを向いたり、全然話を聞いていませんでした。教えておかな

いといけないのではと思います。 

 

体育振興課長：学校の先生は、各チームには関わりませんから、学校での態度と、家

に帰ってからの態度、家に帰っても学校と同じように出来れば一番良いの

でしょうが、チーム一番前にいるのは、恐らく１年生だと思います。 

 

教育長 ：６年生がプラカードを持っているところはきちっと宥めたりしていました

が、小さい子がプラカードを持っているところは、その小さい子が振り返

ってということでした。プラカードはやはり６年生が持つべきでした。 

 

体育振興課長：分かりました。来年度、地区代表の打ち合わせ会がありますので、最

上級生が持つように指導します。 

 

委 員 ：小学校１年生だと、集中力がもたないのでしょうね。 

 



 

 

委員長 ：フェスティバルなんで、まずは、参加者が多かったということは、半分成

功ですね。 

 

委 員 ：大成功ですね。 

 

体育振興課長：久しぶりに幼稚園の子が出てくれましたので、いいシーンがありまし

た。お父さんの顔も素敵でした。微笑ましい姿がみれましたので、そこは

良かったかなと思っています。 

 

委 員 ：ご苦労様でした。 

 

委員長 ：他、何かございませんか。 

 

人権教育推進室長：机上に資料を置かせていただいております。一つは１２月８日に

今年度も人権ふれあいコンサートをさせていただきます。合わせて右側の

ページになりますが、同じ市民会館特別会議室の方で、まんまるこころ展

ということで、こころくんの原画展、作品展をさせていただきます。ふれ

あいコンサートの方につきましては、今年は、立木早絵さんに来ていただ

いて講演、それから弾き語りのコンサートで、CD デビューをされて、こ

の前から音楽を聞いていますが、素敵な音楽で、また、自分のチャレンジ

してきたことについても、語っていただきますので、小学生、中学生、高

校生、また、市内の障害のある方々への広報をさせていただいて、たくさ

ん集まっていただきたいと思っています。もう一枚の方は、先ほどのここ

ろ展の関係の絵本、４作目、最新作が『こころくんとどろんこ』というタ

イトルで、立巳先生に作っていただきました。こちらの方につきましては、

すでに市内の保育所、幼稚園、小学校、図書館などに配布させていただき

ました。この資料で紹介させていただきました。以上です。 

 

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。 

     

 

 

１５：４９ 終了 

 

 


