
 

 

 

 

平成２５年第１２回教育委員会定例会会議録 

 

 

 

１ 日 時 平成２５年１１月２６日（火）１３：３０～１６：１５ 

 

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１２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。早いもので、来月で今年も終わりということで、

慌しい毎日ですが、手違いのないようにお願いします。 

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、１０月２２日の第１１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） 

 

10/23 授業研究会 スーパーティーチャー派遣事業（那波小） 

10/27 相生市スポーツレクリエーション祭（スポーツセンター） 

10/30 レインボークロックづくり（相生小：相生産業高） 

10/31 「香美町学校間スーパー連携チャレンジプラン」視察（香美町立射添小） 

11/ 1 レインボークロックづくり（矢野小・若狭野小：相生産業高） 

11/ 3 文化祭表彰式 

   文化芸術顕彰贈呈式 

11/ 6 就学時健康診断（相生小） 

11/12 上松地区懇談会 

11/13 小学校修学旅行（京都・奈良）（青小除く） ～14 

11/14 かがやき顕彰表彰式 

11/15 小学校修学旅行（京都・奈良）（青小） ～14 

11/19 平成２５年度小学校給食員採用試験 

   兵庫県社会教育研究大会（神戸市） 

11/20 相生市文化財保護審議会 

11/21 総務文教常任委員会 

11/22 西播磨青い鳥学級赤穂教室第５回講習会・閉講式 

11/23 全国人権・同和教育研究大会（徳島市） ～24 

 



 

 

＜各課より補足説明＞ 

 

生涯学習課長：文化財保護審議会について 

 

・１１月２０日に行われた相生市文化財保護審議会で説明した資料館の取り組みにつ

いての概要を説明する。現在資料館の隣に収蔵庫があり、２５年度に入ってから相

生市在住の方にサポーターとして整理に取り組んでいただき、夏前に全てが終わり、

１０月から特別展ということで１２月１日まで行っているところ。この資料館の活

性化事業を更に充実していくということで、これまで２階にある特別展示室を郷土

の偉人コーナーということで、いろいろと検証しながら、調度品などを展示するこ

とによって資料館の中で、こういった方々を顕彰するためのコーナーを設けていき

たいと考えている。常に同じ方を検証するのではなく、様々な偉人の方がいらっし

ゃるので、順次紹介していく。それに合わせて若干の整備の必要があるので、そう

いう予算の必要性も含めた説明を行った。 

同じく資料館の関係になるが、展示物の入れ替えについては、今年度も行っている

が、更に資料館の事業を充実するため、当市に関する文化財の保存、収集に努める

ということで、今後は収集にかかる費用というものを予算化する中で考えている。

資料館には、委託先の職員が受付で１名いるだけであり、文化財専門員、いわゆる

学芸員にはそちらの方を拠点に在中させ、歴史民俗資料館のホームページを新たに

立ち上げ、情報発信等を図っていきたい。資料館が文化財の拠点の場所ということ

を明確に図っていきたいといったことを審議会の中で説明した。 

それともう一点、文化財に関する内容については、国指定史跡の感状山城跡では、

指定されている敷地内に落石等が出てきているところがある。それに対する対策を

２６年度に図っていきたいという内容についても説明した。 

審議会委員からは特に異論がなく決定をいただいた。 

 

 

 

委員長 ：ありがとうございました。それでは、経過報告、補足説明について、何か

質問等がございましたらどうぞ。 

 

委 員 ：１０月２３日に行われたスーパーティーチャー派遣事業は、これまであり

ましたか。初めてですか。 

 

学校教育課長：これまでもございました。今回につきましては、民間人派遣というこ

とで、先ほど、教育長の方からご報告しましたが、大阪教育大学名誉教授

の松本先生でございますが、名誉教授ということで、今はいろんなところ

を回られながら、若手の指導であったりだとか、今回の言語活動表現力の



 

 

育成ということで、ご活躍されているところで、ご自分でも教育所的なも

のをお持ちでありながら、各学校を回っていただいたりということでござ

います。播磨西教育事務所にもスーパーティーチャーがいらっしゃいます

が、今年度でも４回くらい那波小学校とか、矢野、若狭野小学校の合同授

業の時とか、新採用の相生市の研修会等に来ていただいて、いろいろとご

指導をいただいているところです。 

 

委 員 ：スーパーティーチャーに模範授業とかしていただくと、やはり違うものな

のですか。それから、良い先生と思うとその授業を参考にしたいというこ

とで、他の先生が見たいというようなこともあるのでしょうか。 

 

学校教育課長：いろいろとございまして、今、本市で行っておりますのは、先日の那

波小学校でもそうなのですが、若手の教員が自分で授業をしているところ

を見ていただいて、それに関わる指導、助言をしていただいた後、全体に

講義、講演をしていただくというようなこともございます。それから、こ

の年度初めには矢野小学校と若狭野小学校の合同授業で３年生が理科の

学習をしたのですが、そこでは、先ほど申しました播磨西教育事務所のス

ーパーティーチャーが、植物の観察ということで授業をしていただきまし

た。教員の私たちとは違う視点であったり、かなり専門性の高い先生方が

いらっしゃいますので、そういうものも見せていただきながら参考にする

ということでその先生にしていただくこともございますし、こちらの教員

が授業をしてそれについて、ご指導をいただくということもございます。 

 

委員長 ：スーパーティーチャーは特殊な資格ですか。 

 

学校教育課長：先生の先生ということで、播磨西教育事務所に何名かいらっしゃいま

す。 

 

委員長 ：特に国家資格とかではないですか。 

 

学校教育課長：違います。 

 

委 員 ：矢野小学校と若狭野小学校の合同授業を何回かされて、１０月３１日に香

美町に視察に行かれていますが、現状などをお聞かせいただけますか。 

 

教育次長（指）：今年、矢野小と若狭野小の合同授業を依頼するにあたって、最初に

こちら側から提案させていただいたのが、２つの学年を一度に移動して、

そうすれば先生が４人になりますから、例えば１人の先生が３年生の体育



 

 

を見る、そうすると残り３人の先生がいますから、４年生の算数を複数で

見る、そういう形の授業を考えてくれないかということをお願いしました。

しかし、いきなりということだったので、学校の方も難しいということで、

今年は各学年ごとに移動で計１８回の授業をやっていただいております

が、こちらが提案していたことをやっていたのが香美町でした。射添小学

校と小代小学校というところで、学校規模は矢野小学校と若狭野小学校と

ほとんど同じです。そこに行かせていただきました。ちょうど、私たちが

行った時に小代小学校の３、４年生が射添小学校に来て、射添小学校の１、

２年生が小代小学校へ行くという形の合同授業を行っていました。その日

は午前中３時間の合同授業といった形の授業をしておりました。午後に小

代小学校の校長先生に詳しく説明をいただいて、こういったねらいで行っ

ているということを説明いただきました。矢野小学校と若狭野小学校の先

生も一緒に行っておられましたので、こういうやり方で行えばいろいろと

工夫できるのだな、もっと面白い取り組みになりそうだなという意識を持

っていただきましたので、来年度以降もっと工夫していただけるものと思

っております。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

１学年１０人未満の生徒であれば人数的に刺激が尐ないですね。だからあ

る程度の人数で授業を受けるということは必要なことでしょうね。この小

中連携というのと小中一貫というのはどのように違うのですか。 

 

教育次長（管）：本日、配付しております総務文教常任委員会の報告についての資料

の一番最初に小中一貫教育と小中連携教育の定義ということで記載して

います。今回の総務文教常任委員会でもご説明させていただいたのですが、

一貫教育というのは小学校６年間と中学校３年間を一つの期間として考

えており、連携というのは、あくまでも小学校と中学校は独立しているわ

けで、その中でどういう形で繋いでいくかというそこの部分です。今、国

の方は、学校制度、学年制度６、３、３というのをどうしようかという考

え方が変わってきております。それが、最終的には小中一貫教育となりま

すが、今のところ相生市としては、６年、３年、３年、幼稚園も入れてで

すが、そこは独立した形で上手に繋いでいくかという形を進めているのが

連携教育というように考えていただければと思います。その説明を今回の

総務文教委員会でもさせていただきまして、後ほど私の方から概要につい

ては、説明させていただきます。 

 

委員長 ：わかりました。他、特にございませんか。 

ないようでしたら次に移らせていただきます。それでは議事の報告事項



 

 

『報告第２３号 相生市立図書館協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す。それでは、報告第２３号について何か質問等がご

ざいましたらどうぞ。 

     特にないようでしたら、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２４号 平成２

５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 ：報告第２４号は了承したということにいたします。次に議決事項、『議第

１７号 平成２５年度教育費補正予算（１２月）（案）について』をお願

いします。 

 

【非公開事件】 

 

委員長 ：議第１７号については、原案どおり議決といたします。次に協議事項『協

議第９号 平成２６年度教育費当初予算要求の概要について』をお願いし

ます。 

 

【非公開事件】 

 

委員長 ：協議第９号については原案どおり議決といたします。 

その他に入って、１０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。 

     よろしいですか。双葉中学校１年生の頭蓋骨陥没骨折、頭部裂創の事故で

保護者から学校の方へ問い合わせなどが入っておりませんか。どういう状



 

 

況の中で起きたのかなど。 

 

教育次長（指）：その報告を受けて学校の方もすぐに対応したのですが、やはり怪我

も怪我ということで、保護者も慎重になられて担任、それから当時の体育

の授業をしている者、教頭が入れ替わり、続けて家庭訪問をさせていただ

き、その後は、何も聞いておりませんが、継続して続けていくと聞いてお

り、それから一週間が経っていますので、その後は特に問題にはなってい

ないのではと思っております。 

 

委員長 ：これは、学校としても慎重に対応された方が良いと思います。 

 

教育次長（指）：学校としては、今後どうするかということについて、文書でも、保

護者にも伝えているところです。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

     不登校、長欠の中で、いじめが原因で不登校とか長欠になっているという

事例はないですか。 

 

学校教育課長：それについてはございません。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

 

委 員 ：この４月から始まって、いじめがありましたという報告はありましたか。 

 

学校教育課長：いじめということの報告はございませんでした。いじめかもしれない

ということでも報告はあがってくるようにしておりますが、いじめという

ことではございません。 

 

委 員 ：総務文教常任委員会での報告でもありますが、中学校になればぐっと増え

ます。人口割ですれば、確率からいえば相生でも１０件から１５件程度あ

るのかなと思いますが、本当のところどうなのかなと思います。 

 

教育次長（管）：次ページに相生市の児童生徒の様子ということで近隣市町の分と合

わせまして不登校数を書いております。その中で、１００人あたりの割合

を出しておりまして、小学校であれば、１００人あたりの発生率が０．２

２、全国平均が０．３２、兵庫県が０．２６、それに比べれば尐ない、近

隣市町と比べても尐し尐ない。中学校に入りますと、相生市は１．２７と

いうことで、尐ないということが今の現状です。これは２４年度の学校基



 

 

本調査で見ておりまして、相生市としましては今のところ不登校の割合は

尐なくなっているということです。いじめとはリンクしないのですが、不

登校という点では尐なくなっているというデータは出てきているという

状況です。 

 

委 員 ：人口割で見ても相生は不登校とかいじめも含めて落ち着いた環境の中の学

校運営がされている可能性がかなり高いという感じですね。 

 

教育次長（指）：報告もするようにきっちりと指導もしております。 

 

委員長 ：他ございませんか。特にないようですので、次に進みます。１２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） 

   １２月の定例会は １２／２０（金）１５：３０～ 

    １月の定例会は  １／２８（火）１３：３０～ 

 

委員長 ：ありがとうございました。それでは、１２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。 

     ハードロックというのはどういうことですか。 

 

生涯学習課長：ロックに関わっている若手の方が相生にも結構おられるということで

すが、できるだけ相生を中心に、大体４、５人から７、８人までの中で組

んだ状態になると思いますが、今年度から文化協会の方にも加盟をされま

して AMS という団体ですが、そこが企画をされまして、実施をするとい

うことでございます。時間の方も９時２０分から２０時までということで、

２０団体程度が入れ替わりで出るような形になります。西播磨でもこうい

ったことは行ったことはないだろうということで、相生の元気を何とか文

化祭行事で発揮できればということで実施いたします。市民会館は他の方

も利用されておりますので、他の方のご迷惑とならないように思う存分や

っていただければと思っております。 

 

委 員 ：２０団体と言われましたが、市内と市外はどうなっていますか。 

 

生涯学習課長：正式な市内と市外は把握しておりませんが、１０月の広報紙に掲載さ

せていただいてからも３、４団体の申し込みがあったと聞いておりますの

で、これまで、隠れて練習されていた方も折角の機会というものもあるよ

うです。市内、市外の割合は本日持ち合わせておりません。 



 

 

委員長 ：よろしくお願いします。 

他、ございませんか。特にないようでしたら、次に総務文教常任委員会の

報告についてをお願いします。 

 

教育次長（管）：（提出資料に基づき説明） 

 

委員長 ：先ほどの報告で何か質問等がございましたらどうぞ。 

 

委 員 ：小中一貫教育というのは、小中が一つの学校になるということですか。 

 

教育次長（指）：一つにまとめるということではなくて、一貫の中にもいろいろとあ

りまして、連携型の一貫とかもあります。どんな子供を育てるかというこ

とを９年間を通じて決めていくというだけの一貫教育です。カリキュラム

を９年間通してするのも一貫教育です。ハード面が一緒になっているから

一貫だけでなくて、別々で３つの学校が連携しながら一貫というのもあり

得るわけです。 

 

教育次長（管）：小中一貫というのには、校区一体型小中一貫と、施設一体型の小中

一貫というのがございます。中学校の下に小学校がありまして、ただ、そ

の中で３、６の９年間を例えば１、２、３、４年生、それから５、６、中

１、それから中２、中３という形に分けたような形を作っておいてそれを

施設ではなくてその校区の中でそういう取り組みをするという方法と、一

番分かりやすいのは施設で小中一貫を作ってしまってそういったカリキ

ュラムを変えてしまうという２つがあります。どちらかと言いますと、連

携教育と言いますのは最初に言いましたように、小学校は小学校、中学校

は中学校と独立しています。それを連携していくということで先生の出入

りはあるかもしれません。小中一貫校となると先生もその学校一つの中で

という形になります。 

 

教育次長（指）：姫路市が一貫教育をやっておりますが、あれは全部別々です。各小

学校、中学校が独立した中でカリキュラムを一緒にして、連携したり交流

したりしているのも一貫教育となります。 

 

委 員 ：それは、市単位の教育委員会で決めたら認められると言いますか、出来る

ものなのですか。 

 

教育次長（指）今、全国各地でもいろんな自治体で、一貫教育或いは連携教育が進め

られています。国の方が９年間を通したということを出されましたので、



 

 

それを受けてと言う事もありますが、かなりの地域で実施されています。 

 

委員長 ：教員資格、小学校教員免許、中学校教員免許、それらの教員免許は小中一

貫教育を想定してないですね。ですからそこらも問題がありますね。中学

校の先生が小学校の免許を持っていたら小学校の授業が出来る、小学校の

先生が中学校の免許を持っていたら中学校の授業が出来る、そのあたりは

どうなっていますか。 

 

教育次長（指）：この前行った宇都宮を例にとりますと、中学校の教師が例えば数学

の免許を持っている教師でしたら小学校で算数の授業は出来ます。ですか

ら理科の先生が小学校に行って小学校の理科の授業をすることは出来ま

す。小学校の先生は、小学校で算数を教えているけれど中学校へ行って数

学を教えれません。教えられないので、自分達の学校から行った子どもた

ちの補助という形で授業に入ってというそういう連携、そういうことを宇

都宮市とか姫路などもそういう形で行っていると思います。 

 

委 員 ：小学校の教員免許と中学の教員免許は別ですね。両方持っている人はあま

りいないですか。 

 

教育次長（指）：相生市で調べたところ、小学校の先生で中学校の免許を持っている

方が４割です。教科がバラバラですが。中学校の先生で小学校の免許を持

っておられる方が８人ですから、１割弱です。 

 

委 員 ：尐ないけど数学の先生が小学校で算数を教えることはできるのですね。 

 

教育次長（指）：できます。その教科であれば構わないです。 

 

委員長 ：それが一つ課題ですね。 

 

委 員 ：小学校の英語もそうですね。これから教員免許証の在り方が変わってきま

すね。今のも含めて。 

 

教育次長（指）：今の小学校の若い先生は英語の免許を持ってらっしゃる方は結構い

ます。 

 

学校教育課長：最近の若い先生は小学校だけという先生はほとんどいません。 

 

委 員 ：時期によって変わったのですかね。我々の時は小学校の先生が中学校に変



 

 

わって校長先生になるということが結構ありましたが。ご存じないですか。 

 

教育次長（指）：私も元々は小学校でした。 

 

学校教育課長：管理職の場合は大丈夫です。 

 

教育次長（指）：教頭先生の場合は授業がありますので、免許が必要ですから中学校

の先生が小学校というのはできませんが。免許外の申請というのもありま

す。今は、家庭科と美術は免許外です。 

 

委 員 ：そういうのもあるのですね。 

 

委員長 ：他、ございませんか。 

特にないようでしたらその他ございますか。 

 

教育次長（管）：ございません。 

 

委員長 ：それでは、長時間になりましたが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。 

     

 

 

１６：１５ 終了 

 


