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平成２８年度 第２回赤磐市教育委員会定例会議事録 

 

 

 

１ 開会日時 平成２８年５月２０日（金） 午後３時００分 

２ 閉会時間 午後４時３１分 

３ 会議場所 赤磐市立中央公民館 ２階 第２会議室 

４ 出席委員 委 員 長 内 田 惠 子 

 
委員長職務代理者 日 名 智 子 

 
委  員 山 本 賢 昌 

 
委  員 平 松 由 香 

 
教 育 長 杉 山 高 志 

５ 説 明 者 教 育 次 長 奥 田 智 明 

 教 育 総 務 課 長 藤 井 和 彦 

 学 校 教 育 課 長 石 原 順 子 

 
社 会 教 育 課 兼 

スポーツ振興課長 
土 井 道 夫 

 中 央 公 民 館 長 高 橋 浩 一 

 中 央 図 書 館 長 三 宅 康 栄 

 
中 央 学 校 給 食 

セ ン タ ー 所 長 
久 山 勝 美 

６ 書  記 
教 育 総 務 課 

副 参 事 
竹 下  充 
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議  事  

 １ 議案の審議 

  非公開  委員長の選挙について 

  非公開  委員長職務代理者の指定について 

  非公開  付属機関の委員の委嘱について 

  公 開  平成２８年度赤磐市一般会計補正予算（第２号）について 

  公 開  平成２８年度赤磐市教育振興重点目標の承認について 

 

２ 教育長等の報告 

  公 開  教育長の報告について 

  公 開  ６月の教育委員会行事予定について 

  公 開  平成２８年度教育要覧について 

  公 開  平成２７年度赤磐市教育委員会の行事実績について 

  公 開  平成２８年度赤磐市教育委員会の行事計画について 

 

 ３  その他 

  公 開  チャレンジデー２０１６の開催について 

  公 開  次回定例会開催日について 

 

 ※非公開の議事については、議事録は公開されません。 
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○日名委員長職務代理者 ただいま、定刻の午後３時となりました。ただいまより会議

のほうを始めさせていただきたいと思います。出席委員が定足数に達しておりますので、

会議は成立しております。 

 これより平成２８年度第２回赤磐市教育委員会定例会を開会します。 

 なお、委員長が任期満了に伴い不在なので、委員長が決まるまで委員長職務代理者で議

事を進めさせていただきます。 

 本会の議事録に署名する委員として、平松委員を指名します。 

 今回の議事録作成の職員として、教育長から推薦のあった事務局職員の教育総務課竹下

副参事を指名します。 

 それでは、前々回、平成２８年３月２４日開催の第１２回教育委員会定例会の議事録に

つきましてお目通しをいただき、ご異議等がなければ、ご承認をいただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○日名委員長職務代理者 それでは、第１２回教育委員会定例会の議事録については、

ご承認をいただいたということで取り扱いをしてください。 

 次に、非公開案件の決定です。 

 本日の付議案件（１）議事の審議の議案第２号委員長の選挙について、議案第３号委員

長職務代理者の指定について、議案第４号付議機関の委員の委嘱についてですが、この案

件につきましては、人事に関する案件でありますので、赤磐市教育委員会会議規則第４条

第１項第１号の規定により非公開にしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○日名委員長職務代理者 それでは、非公開といたします。 

 続きまして、議事に移りますが、本日の会議に付議された案件は、（１）議案の審議、

（２）教育長等の報告、（３）その他についてです。 

 それでは、（１）議案の審議に移ります。 

 議案第２号、議案第３号、議案第４号は非公開ですので、関係者以外の退席を求めま

す。 

 

 〔非公開案件審議〕 

  議案第２号 委員長の選挙について       （内田惠子さんを選任） 
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  議案第３号 委員長職務代理者の指定について  （日名智子さんを指定） 

  議案第４号 付属機関の委員の委嘱について   （原案のとおり可決） 

 

○内田委員長 それでは、一言挨拶をさせていただきます。 

 今年度も委員長を務めさせていただくことになりました内田です。よろしくお願いしま

す。 

 では、続きまして、委員長職務代理者になられた日名委員と、本日から新たに教育委員

として任命されました平松委員の挨拶を続けてよろしくお願いします。 

○日名委員長職務代理者 失礼します。今年一年間、委員長職務代理者を務めさせてい

ただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○平松委員 失礼します。今日から教育委員になりました平松です。４年間頑張ります

ので、よろしくお願いします。 

○内田委員長 ありがとうございました。 

 次に、議案第５号平成２８年度赤磐市一般会計補正予算（第２号）について、事務局か

ら説明を求めます。 

○藤井課長 委員長。 

○内田委員長 教育総務課長。 

○藤井課長 はい、教育総務課長藤井です。 

 資料のほうは、４ページをお願いいたします。 

 議案第５号平成２８年度赤磐市一般会計補正予算（第２号）について。 

 ６月議会に平成２８年度赤磐市一般会計補正予算（第２号）を上程したいので、赤磐市

教育委員会の議決を求める。 

 平成２８年５月２０日提出、赤磐市教育委員会教育長杉山高志。 

 資料５ページをお願いいたします。 

 まず、教育総務課の関係でございます。 

 １番の吉井中学校プール整備事業につきましては、４月に内示を受けました国の交付金

とあわせまして、過疎対策事業債を財源として、整備するための予算でございます。 

 プール整備につきましては、先月の定例会で従来のプールの管理運営の方針変更につい

て説明を申し上げました。 

 この６月補正では、１期工事分といたしまして、既存プールの解体工事設計、施工監理
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委託料、解体工事費を計上するものでございます。 

 まず、歳入の①教育費国庫補助金５,６５６千円につきましては、第１期工事といたし

まして、既存プールの解体工事に対する学校施設環境改善交付金の内定により、計上する

ものでございます。 

 ②の過疎対策事業債１０，１００千円につきましては、地方負担分の財源として計上す

るものでございます。 

 次に、歳出の教育総務費・事務局費の２,６４０千円につきましては、既存プール解体

設計、施工監理委託料を計上するものでございます。 

 ②の中学校費・学校管理費の１３,２００千円につきましては、既存プールの解体工事

費を計上するものでございます。 

 続いて、２番学校施設耐震補強事業につきましては、磐梨中学校体育館非構造部材耐震

補強工事につきまして、財源としておりました国の交付金が不採択となりましたので、市

単独事業といたしまして、有利な財源として緊急防災・減災事業債、これが平成２８年度

までを期限として活用できることから、財源の振りかえを行うものでございます。 

 まず、歳入①教育費国庫補助金３，３３２千円の減額につきましては、学校施設環境改

善交付金が不採択となったことによる減額でございます。 

 ②のほうの教育債５，０００千円の減額につきましては、国庫補助事業を対象とする地

方債の減額でございます。 

 ③のほう緊急防災・減災事業債９，０００千円につきましては、財源の振りかえのため

の計上でございます。 

 教育総務課の関係は以上でございます。 

○内田委員長 はい。 

○奥田教育次長 委員長。 

○内田委員長 教育次長。 

○奥田教育次長 はい、教育次長奥田です。 

 それでは、６ページのほうをごらんください。 

 社会教育課関係で１点補正がございます。 

 今回の補正につきましては、中段、歳出というとこにありますけども、あかいわＡＲＴ

 ＲＡＬＬＹ２０１６を本年度、実行委員会が計画をされております。 

 このあかいわＡＲＴ ＲＡＬＬＹにつきましては、かつて２０１０年、２０１３年と３
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年置きに開催をしてきたものでございます。このたび県の新しい事業等がありまして、ア

ートプロジェクトおかやま振興事業補助金というものを活用して計画されとるものでござ

いまして、赤磐市としても、この実行委員会に対して市の補助金５００千円を補正予算を

させていただくものでございます。 

 右の７ページのほうに、２０１３年の実績報告があります。 

 市内２０カ所におきまして、いろんな作家によりましてイベントがなされました。来場

者数も２万人を超すという反響でございました。 

 次に、８ページのほうには、２０１６の事業計画案というのをいただいております。 

 ２０１６のＡＲＴ ＲＡＬＬＹにつきましては、市内１２会場を会場として計画されて

おります。なお、会期のほうも、９月１７日から２５日、９日間ということで、１２会場

では１５，０００人を見込んでおるということでございます。 

 今回のＡＲＴ ＲＡＬＬＹにつきましては、単なる作者の展示だけでなくて、それぞれ

が参加をできるような方法ということで、現在計画をされとるということで、赤磐市も応

援をしていこうということで、５００千円補正をさせていただくものでございます。 

 以上です。 

○内田委員長 ただいまの説明に対し、質疑、ご意見はありませんか。 

○山本委員 はい。 

○内田委員長 山本委員。 

○山本委員 あかいわＡＲＴ ＲＡＬＬＹの２０１３って予算どれぐらいでやられとる

とかわかりますか。 

○奥田教育次長 委員長。 

○内田委員長 教育次長。 

○奥田教育次長 ２０１３年については、教育費というよりも商工費だったと思いま

す。やはり市外から赤磐市を訪れてくださるという関係で、観光協会等から予算が出てお

って２００万か３００万というふうに記憶しております。 

○山本委員 委員 大体同じぐらいの予算規模でやられるんですか。 

○奥田教育次長 はい。 

○山本委員 わかりました。 

○内田委員長 ほかにはありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○内田委員長 ほかにはないということで、質疑、討論を終結し、議案第５号を採決し

ます。 

 本案を可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

   〔賛成者挙手〕 

○内田委員長 本案は原案のとおり可決とします。 

 次に、承認第２号平成２８年度赤磐市教育振興重点目標の承認について事務局から説明

を求めます。 

○藤井課長 委員長。 

○内田委員長 教育総務課長。 

○藤井課長 教育総務課藤井です。 

 資料９ページをお願いいたします。 

 承認第２号平成２８年度赤磐市教育振興重点目標の承認について。 

 平成２８年度赤磐市教育振興重点目標について、赤磐市教育委員会の承認を求める。 

 平成２８年５月２０日提出、赤磐市教育委員会教育長杉山高志。 

 これにつきましては、先月４月の教育委員会定例会で各課の重点施策について説明を申

し上げました。その中で、目標値の設定の意図がわかりにくい、また前年度の実績値を入

れたらどうかといった委員さんからのご指摘をいただきました。 

 また、この重点目標については、市民にわかりやすい教育行政を推進するために、昨年

からホームページのほうにも公開をしております。委員さんからいただきましたご意見を

踏まえまして、市民の方が見られてもわかりやすいものにする必要があると考えまして、

このたび修正を加えております。 

 それでは、別添の重点目標をごらんいただきたいと思います。 

 まず、このたびの修正につきまして概要を説明申し上げたいと思います。 

 ３ページから５ページをお願いいたします。 

 こちらにつきましては、基本目標の５つの体系ごとに教育振興基本計画の目標指標をつ

け加えております。 

 昨年度策定しました教育振興基本計画では、各施策の目標の達成状況を明確にするため

に、目安となる指標と目標値を設定しております。今回修正いたしまして、この１冊でわ

かるように現況の値といたしまして平成２６年度末の数値、また目標値といたしましては

５年後の平成３１年度末の数値を入れております。 
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 今年度２８年度の重点目標につきましても、教育振興基本計画の目標値を意識しまし

て、事業実施に取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、６ページ以降それぞれ重点施策に前年度実績が入るものにつきまして、数値のほ

うを入れております。 

 そのほか、前回の原案に対しまして、重点施策を追加しております。その点について各

所属から説明を申し上げます。 

○久山所長 はい、委員長。 

○内田委員長 給食センター長。 

○久山所長 はい。給食センターからは、追加しました重点施策２項目について説明さ

せていただきます。 

 資料の９ページをごらんください。 

 ９ページの（１３）と（１５）になります。 

 まず、（１３）の地域食材の利用促進ということですけれども、目的、概要につきまし

ては、学校給食に地域食材を積極的に取り入れ、児童・生徒へは食育だよりを発行して、

地場産物やその生産者を紹介するなどして、地域の農林業や伝統的な和食文化への理解を

深めることを目的としております。 

 前年度実績につきましては、赤磐市４７．３％、岡山県５７．３％と、１０ポイントの

差がありますけれども、県平均以上にすることを目標としております。 

 次に、（１５）の調理及び配送業務の一部民間委託の検討についてですけれども、適正

な調理業務の人員を確保し、学校園へ安定的に給食を提供することを目的に献立の作成業

務、食材の購入や調理指示等企画業務は市が継続して行う一方で、調理・洗浄及び配送・

回収業務等については、民間の活力を導入することも運営の一つの方法として検討してま

いりたいと考えております。 

 事業費につきましては、共同調理場運営委員さんの会議及び視察研修として２１５千円

を計上しております。 

 目標につきましては、学校給食共同調理場運営委員に対し、先進地視察を行うなどして

調理・洗浄及び配送・回収業務等の民間委託の内容について調査・研究を行うことを目的

としています。 給食センターからは以上です。 

○藤井課長 はい、委員長。 

○内田委員長 教育総務課長。 
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○藤井課長 教育総務課藤井です。 

 資料１３ページお願いいたします。 

 スポーツ振興課からでございますけれども、（４）に新たに追加いたしました。オリン

ピック等キャンプ地誘致の推進ということでございまして、目的と概要につきましては、

熊山運動公園多目的広場の人工芝老朽化による更新に伴いまして、ホッケーで東京オリン

ピック時のキャンプ地誘致を目指すとともに、ホッケー競技の普及振興を図るというもの

でございます。 

 目標といたしましては、平成３０年度までに施設整備計画等の検討を行うとしておりま

す。 

 続いて、（５）山陽ふれあい公園体育館修繕工事でございます。 

 目的と概要につきましては、耐震改修が必要でありますメインアリーナ、フィットネス

アリーナ及びエントランスホールのつり天井、また利用者から要望を受けておりますメイ

ンアリーナ床の改修等を検討するものでございます。 

 目標といたしまして、平成３０年度までに改修計画等の検討をしたいというふうに考え

ております。 

 次に、１４ページの一番下になります社会教育課の関係でございまして、（７）の文化

振興ビジョン案の策定でございます。 

 目的と概要といたしましては、第２次赤磐市総合計画に基づきまして、その基本計画に

掲げる地域文化・芸術の振興並びに文化財保護を推進するための運用指針といたしまし

て、赤磐市文化振興ビジョンを策定するというものでございます。 

 目標といたしましては、赤磐市文化振興ビジョン案を平成２９年３月までに策定すると

しております。 

 以上が追加した施策でございまして、今回の重点目標の説明とさせていただきます。ご

審議の上、承認をいただきますようよろしくお願いいたします。 

○内田委員長 ただいまの説明に対し、質疑、ご意見はありませんか。 

○杉山教育長 委員長。 

○内田委員長 教育長。 

○杉山教育長 この重点目標案につきまして、事務局含めてもうちょっとしっかり見て

まいりましたが、まだ例えば１０ページの（５）人権教育推進事業、社会教育課、目的と

概要のところで、また市内４０校園においては、ＰＴＡ人権研修会を実施してもらう。こ
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の重点目標は、私たちが主体的に実施できるように努めるとかという文言ですべて統一さ

れておりますが、幾らか手直しがまだ要るところがございます。精いっぱい今、見ている

ところでありますので、できましたらその内容でなくて、文言についてはご承認をいただ

いた後でも訂正をさせていただいて、それに連動して、教育要覧、同じようになっており

ますので、そのあたりを事務局のほうへ一任いただけたら大変ありがたいと思います。 

 以上であります。 

○内田委員長 ほかにはありませんか。 

 はい、山本委員。 

○山本委員 直す必要はないと思うんですけど、２ページの基本目標及び主要施策のと

ころの数値目標の現況のところは平成２６年度末の数値で、重点目標のほうは前年度の実

績ということで２７年度が出てて、どっちもそろえたほうがわかりやすいのかなとは思い

ましたけど、別にこれでも構わないと思います。ちょうど不登校の出現率今日話があった

んでで見ていたんですけど、３ページのところは２６年度末の数字が書いとって、８ペー

ジのほうは２７年度末の数字を書いとって。来年つくるときには、それを検討してみても

らえば。 

○藤井課長 はい、委員長。 

○内田委員長 はい、教育総務課長。 

○藤井課長 総務課藤井です。 

 ２ページから５ページにかけましての現況と目標値につきましては、昨年策定いたしま

した教育振興基本計画のほうの数値をここに書いておりまして、６ページ以降が２８年度

の重点施策のものでございますけれども、最初の元の現況値がこの教育振興基本計画の２

６年度末の数字で、今回策定するに当たって、これ順次現況、２７年度の数値があります

ように、１年ずつ現況が年度が変わっていくわけでございますけれども、これも経年度数

値の変化をわかるようにしたいというふうな思いもありまして、このような様式にしてお

ります。 

 また、山本委員さんが言われた点につきまして、また来年度以降わかりやすいように検

討させていただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○山本委員 よろしくお願いします。 

○内田委員長 ほかにはありませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田委員長 それでは、これをもちまして質疑、討論を終結し、承認第２号を採決し

ます。 

 本案を可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

   〔賛成者挙手〕 

○内田委員長 本案は原案のとおり可決とします。 

 先ほど教育長から意見があった点を大筋はこれで、細かい文言については変動があるか

もしれないということも含めて賛同いただいたということにさせていただきます。 

 では、続いて、（２）教育長等の報告に移ります。 

 初めに、教育長の報告についての報告を求めます。 

○杉山教育長 委員長。 

○内田委員長 教育長。 

○杉山教育長 教育長杉山。それでは、７行事及び関連についてご報告申し上げます。 

 まず、１点目は、４月２１日総務文教常任委員会、１０時から本庁で開かれました。 

 前日の教育委員会定例会でご承認をいただきました、教育用プールの管理運営の基本的

な考え方について説明を申し上げました。そして、５月の総務文教常任委員会が５月１７

日、下のほうになりますが、火曜日にありました。今日ご提案いたしました第１期工事分

のみ、今回の補正予算案で上げさせていただきました。次回も議決がえられるよう、慎重

に私たち、対応してまいりたいと思います。 

 ４月２１日からは、山陽地域区長会、町内会長会がそれぞれこの日を皮切りに、４地区

で開かれてまいりました。その中で、４月２７日水曜日、吉井地域区長会におきまして、

教育用プールの管理運営の基本的な考え方を各３４地区の区長さんに説明を申し上げ、吉

井中学校プール整備について賛同を呼びかけました。その結果、３４地区中３３区長から

賛同する要望書をいただきました。 

 次に、県の教育委員会関係についてご報告申し上げます。 

 ４月２２日金曜日には、高梁市役所及び備中松山城の視察を行いました。 

 ４月２２日の県の教育長協議会では、保、幼、小連携の取り組み状況について、各市の

情報交換を行いました。また、午後からの視察につきましては、現在ＮＨＫの大河ドラマ

で真田丸が放映されておりますが、そのオープニングで備中松山城が４カ所出ておりま

す。幾らかグラフィック化されて、現物とは違うものもあります。例えば、塀を映してい
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るのがありますが、備中松山城では丸と四角しかありません。弓を打つところ、鉄砲、と

ころが加工した関係で三角のが出ていますが、あれはにせものだなと思っていただけたら

いいということも勉強もしてまいりました。 

 それから、関連して４月２５日には教育問題懇談会が県の総合教育センターで開かれま

した。 

 どちらの会でも、県の教育長が挨拶の中で１つは教職員の不祥事の問題、それからもう

一つは教科書採択にかかわる問題、この２つについて説明がありました。本市におきまし

ても、教職員の不祥事については、充実した研修をするよう努めてまいります。 

 ４月２５日、チャレンジデー実行委員会が赤坂健康管理センターで開かれました。 

 秋田県の鹿角市との対戦ですが、私たちは対戦相手が大変強敵なものですから、５０％

を目標、５０％というのは参加率が５０％でありますという、いわゆる金メダルというよ

うなことなんですが、そんな考えではいけないと、勝つつもりで取り組もうという指摘を

受けまして、そのとおりだなと、いかにした人の報告を受けるか、それで現在スポーツ振

興課、奔走しております。私たちも勝つつもりで頑張りたいと思いました。 

 次に、４月３０日土曜日、磐梨旗争奪柔道大会が磐梨武道館で行われました。 

 男子が２２チーム参加、女子が１８チーム参加いたしました。男子の１位は磐梨中学

校、女子は磐梨武道館が第３位に入ることができました。 

 続いて、５月１１日水曜日、県の教育委員会幹部訪問がございました。 

 県の教育次長、岡山教育事務所の次長等６名の幹部の方が来られました。県の施策の説

明、また赤磐市の施策の説明等、その後、要望を受けるときがあります。私どもは、県に

対して１つは備作高校跡地の件、それから通学補助ができないだろうかなと、県のほうで

何もありません。それから、学区の見直しについての要望、また新採用教員の採用の問題

等お話をさせていただきました。今回６月議会では、学区の状況についての一般質問も想

定されております。県への要望等も含めて回答していきたいなと考えております。 

 それから、５月１４日土曜日には、午後から赤磐市ＰＴＡ連合会の総会がございまし

た。この中で、今回ＰＴＡの会費の値上げがあります。わずかな会費の値上げで脱会する

かどうかっていうことを考えるんじゃなくて、私たち大人がちょっと我慢すれば、百十何

円か程度のお金は工面できるのではないかなというのが私、感じました。 

 それと同時に、赤磐市の大きな課題であります学力の問題、不登校の問題、生徒数の問

題等は、長谷川満さんの詩の中にあります「こそだては まつれんしゅう ふうふは ゆ
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るすれんしゅう じんせいは わらうれんしゅう」という幸せになる練習が私たち大人が

できれば、子どもたちが安定した気持ちで頑張っていけるのではないのかな、そういうお

話を挨拶の中でさせていただきました。学校でできること、家庭でできること、本当にお

金がかからずに幸せになる練習はできます。お金がかからずに、まつ練習もできます、ゆ

るす練習もできます、わらう練習もできます。本当に子どもたちが落ちついた本当に温か

い、貧しくても温かい家庭で育つ、それが赤磐市にとって大事なのではないのかなという

のを痛感しております。子どもによりまして、年度年度でいろいろあります。学力がいい

ときも悪いときも、不登校が多いときも少ないときも、問題行動が多いとき少ないときは

ありますが、一番大事なことは温かい家庭、夫婦仲よくすること、もうそれに尽きるんで

はないのかなと、最近強く強く思っておりますので、そのことをご挨拶の中で申し上げま

した。 

 以上であります。 

○内田委員長 ただいまの報告に対し、質疑、ご意見はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田委員長 質疑なしと認めます。 

 次に、６月の教育委員会行事予定についての報告を求めます。 

○藤井課長 委員長。 

○内田委員長 教育総務課長。 

○藤井課長 教育総務課藤井です。 

 それでは、資料１１ページをお願いいたします。 

 平成２８年６月の教育委員会行事予定につきまして各所属から説明を申し上げます。 

 まず、表の一番左の教育委員会行事でございますけれども、６月につきましては、議会

開催月でありますので、６月３日に議会本会議がありますように、それぞれ本会議のみ予

定が入っております。議会以外につきましては、１日水曜日に東備租税教育総会、１０時

から予定されております。 

 ４日土曜日、中学校体育大会、高揚中学校のほうへ教育長の出席がございます。 

 ８日水曜日につきましては、所属長会議を１０時から予定しております。 

 １４日火曜日につきましては、校園長会を２時から予定しております。 

 １２ページをお願いいたします。 

 １６日木曜日につきましては、教育委員会協議会を２時、教育委員会定例会を３時から
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予定しております。ご出席をよろしくお願いいたします。 

 ２２日水曜日は公民館の運営審議会を１０時から、２４日金曜日につきましては第１回

の図書館協議会を１０時から、２６日日曜日につきましては東備地区教育長研修会が予定

されております。 

 教育総務課の関係は以上です。 

○石原課長 委員長。 

○内田委員長 学校教育課長。 

○石原課長 はい、学校教育課石原です。 

 まず、申しわけありません。文字の訂正をお願いいたします。６月は、学校訪問が大変

多い月ではありますが、１日の笹岡小学校の養成訪問の養成、３日のいわなし幼稚園の養

成訪問の養成、そして１ページめくりまして、１２ページ、２８日の山陽北小学校の養成

訪問の養成という文字が誤っております。正しくは、２４日金曜日にあります山陽西小学

校の要請、派遣を要請するの要請訪問です。大変失礼いたしました。 

 また、学校すべてを申し上げませんが、９校の学事訪問、４校の要請訪問に伺う予定に

しております。 

 また、４日土曜日は、中学校の体育大会ということで、吉井中以外の４校について実施

されます。 

 １４日火曜日は、第３回校園長会ということで、中央図書館。 

 １２ページに参ります。 

 １８日、１９日は、備前東地区大会、中学校の部活動関係です。大会があります。 

 また、公開保育という名称で、すみません、たびたびめくっていただくんですが、９日

ひかり幼稚園、１６日木曜日山陽北幼稚園、２１日火曜日山陽幼稚園の公開保育を予定し

ております。これは、今年度、赤磐市内のこの３幼稚園が少し大きな研究大会を受けてい

るということで、自主研究会を進めているところです。 

 学校教育課は以上です。 

○内田委員長 社会教育課長。 

○土井課長 委員長、すみません。社会教育課のほうからは、まずこの会に遅れたこと

を申しわけございません。緊急の用事がありまして、ちょっと出ておりまして申しわけご

ざいません。すみませんでした。 

 それでは、社会教育のほうの行事予定を説明させていただきます。 
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 まず、社会教育課といたしましては、６月２日に育成センターの運営協議会と、その次

に青少年問題協議会が中央公民館のほうでございます。 

 あと、６月６日にＰＴＡ人権研修会が和気町のほうでございます。 

 １２ページのほうをお開きください。 

 １６日に県博物館協議会の巡回パネル展が吉井の郷土資料館のほうで、１６日から６月

３０日までを行うようにしております。 

 ２４日が県の社会教育委員連絡協議会理事会の総会と研修会が、県の生涯学習センター

のほうでございます。 

 ２５日の土曜日につきましては、吉井の郷土資料館で、パネル展に伴って講演会をさせ

ていただくことにしております。 

 続きまして、スポーツ振興のほうも１２ページをお開きください。 

 スポーツ振興、全然予定を書いてなかった、１つ漏れておりまして、２３日に第３回ス

ポーツ推進委員会が７時半から中央公民館でさせていただくようにしております。 

 社会教育、スポーツ振興は以上でございます。 

○内田委員長 公民館長。 

○高橋館長 はい、公民館です。 

 公民館では、市内公民館で各主催講座を計画しております。 

 まず、１日に６月の思い出作り教室っていうて西山公民館で開催いたします。 

 ２日にはふるさと探訪教室、熊山公民館、３日にはキッズテニス４回目、赤坂公民館、

４日マジック教室３回目を高月公民館、同じ日に竜天天文台で無料観望会、これ吉井公民

館で開催いたします。 

 続きまして、６月４日水曜日、たんぽぽの会、赤坂公民館、第５回を行います。 

 １０日、ガーデニング講習会第２回を山陽公民館、キッズテニス第５回が赤坂公民館、

マジック教室第４回が高月公民館で開催いたします。 

 次にページをお開きください。 

 美わくわくカレッジ第２回、山陽公民館で。子どもとママの元気教室、中央公民館で開

催いたします。同じ日に自然観察会、西山公民館で開催いたします。 

 １７日キッズテニス６回目が赤坂公民館で行います。 

 同じ日に男のそば打ちということで笹岡公民館で開催いたします。 

 １８日土曜日は、Ｓｌｏｗヨガ教室、高月公民館で開催いたします。 
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 １９日、親子料理教室、赤坂公民館、２０日、るんるんエコ講座第１回目を中央公民館

で開催いたします。 

 ２２日ですが、公民館運営審議会第１回目を中央公民館で１０時から開催をする予定で

ございます。 

 同じ日にたんぽぽの会第６回、赤坂公民館で開催を予定しております。 

 ２３日、季節の薬膳料理教室、熊山公民館、２５日、ブルーシャトーコンサート、山陽

公民館、美わくわくカレッジ３回目を山陽公民館、シュークリーム作り教室、西山公民館

で開催を予定しております。 

 ２７日にはるんるんエコ講座第２回を中央公民館、３０日に元気もりもり教室第１回を

中央公民館で開催する予定としております。 

 以上です。 

○内田委員長 図書館長。 

○三宅館長 はい、中央図書館三宅です。 

 それでは、図書館の行事予定を報告させていただきます。項目別にさせていただきま

す。 

 まず、全館で定例のおはなしかいを予定しております。 

 そのほか、まずイベントとしまして、中央図書館のほうで１８日の土曜日、映画会がご

ざいます。ページが１２ページに戻ります。 

 また、５月２８日土曜日から６月２日までの予定で、山陽新聞社出版の絵本「岡山のむ

かしばなし」の原画展を中央図書館の多目的ホールのほうで行います。 

 次に、出張のおはなしかい、こちらをご報告します。 

 まず、６月３日金曜日、こちらのほうでは山陽児童館へ、６月１０日、こちらのほう山

陽北幼稚園でやらせていただき、１７日にはあすなろ子育て支援センターへ中央図書館か

ら行かせていただきます。 

 そちらの予定表には入ってないんですけれども、６月１６日には吉井図書館から仁美保

育園へ読み聞かせに行く予定となっております。 

 また、ボランティアの方の行事としまして、１１ページに戻っていただきまして、１２

日、こちらの日曜日にボランティアのおはなしかい、まためくってください、１９日日曜

日には昔話の語り、民話の寺子屋、そして２２日、２９日、両水曜日になりますが、こち

らボランティアの養成講座としまして、絵本の読み聞かせ講座を実施する予定になってお
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ります。 

 さらに、６月２４日金曜日午前１０時から中央図書館多目的ホールにより、第１回の赤

磐市図書館協議会を予定させていただいております。 

 図書館、以上です。 

○内田委員長 給食センターからよろしいか。 

○久山所長 すみません。ちょっと記入はないんですけれども、６月１３日月曜日から

の週ですけれども、学校給食の食材は地産地消週間として、学校給食への赤磐産食材を積

極的に利用した献立を作成したほうは完成しております。その週により、栄養教諭の給食

指導や、また給食だよりによって子どもたちに赤磐産の食材を生産された方々を紹介する

予定としております。 

 以上です。 

○内田委員長 ただいまの報告に対し、質疑、ご意見はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田委員長 質疑なしと認めます。 

 次に、平成２８年度教育要覧についての報告を求めます。 

○藤井課長 はい、委員長。 

○内田委員長 教育総務課長。 

○藤井課長 教育総務課藤井です。 

 それでは、別添で用意いたしております教育要覧のほうをご覧いただきたいと思いま

す。 

 このたび今年度の教育要覧を作成しましたので、ご報告をさせていただきます。 

 教育委員会では、毎年赤磐市の教育の重点施策や学校社会教育施設の概要などをまとめ

まして、この１冊にまとめております。 

 掲載内容につきまして、まず３ページから４ページにかけましては、教育の概要といた

しまして、赤磐市誕生以降の教育委員会の沿革をお示ししております。 

 ５ページには、教育委員会の機構といたしまして、組織図のほうをお示ししておりま

す。 

 次のページをお願いします。 

 ６ページから７ページは、職員数でございますけれども、正規の職員は平成２８年４月

１日現在で１０１人でございまして、昨年の１０４人から３人の減となっております。 
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 これにつきましては、本年度から指定管理者制度を導入しました吉井Ｂ＆Ｇ海洋センタ

ーの職員３名分の減でございます。 

 続いて、８ページをお願いいたします。 

 ８ページから２０ページにつきましては、教育振興の基本方針や重点施策でございます

が、ここについては、先ほどご承認いただきました赤磐市教育振興重点目標のほうから転

記したものでございまして、説明のほうは省略をさせていただきます。 

 ２１ページ、お願いいたします。 

 ２１ページから２３ページが平成２８年度の赤磐市一般会計予算の概要でございます。 

 平成２８年度の予算につきましては、昨年１０月に策定いたしました赤磐市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略に基づきまして、安心して子育てができ、次代を担うひとが育つ

まちを創るなど、３つの重点戦略を掲げまして、この戦略の推進に重点を置いた予算編成

となっております。 

 予算の総額は１８９億３，２０９万円で、前年度に対しまして７億３，６５０万円、

４．０％の増となっております。 

 教育予算につきましては１９億４，７３１万円で、前年度に対しまして６，６８９万

円、３．６％の増となっております。 

 これにつきましては、主に桜が丘小学校の教室増築事業によるものでございます。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 教育委員会の主な事業を説明させていただきます。 

 まず、学校施設の耐震補強事業でございますけれども、安全で安心な学校環境の整備を

目的としまして、今年度は磐梨中学校体育館の非構造部材の耐震補強工事を実施するもの

で、事業費は１０，０００千円でございます。 

 次の教育用コンピューター整備事業につきましては、教育の質の向上のために、小学校

にデジタル教科書、中学校にタブレットパソコン、教職員の事務負担を軽減するために、

小・中学校に校務支援ソフトを導入するもので、事業費は２９，０７５千円でございま

す。 

 桜が丘小学校教室増築工事は、児童数増によりまして不足する２教室を増築するもの

で、事業費は８４，０００千円でございます。 

 続いて、産官学連携協力事業は、子どもの学習意欲の向上、基礎基本の徹底を図るため

に、ドリルやタブレットを導入するものでございまして、本年度は実施校を小学校１０校
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に拡大し、事業費は１４，５８５千円でございます。 

 また、学校教育指導員、常勤・非常勤講師配置事業につきましては、学校全体の指導力

向上のために、学校教育指導員や小学校３５人以下学級に係ります講師、また少人数指導

等を行う非常勤講師を配置するもので、事業費は２５，１６８千円でございます。 

 次の学習支援員配置事業は、小・中学校、幼稚園に学習支援員を配置し、事業支援や放

課後等の学習支援を行うもので、事業費は１４，７５０千円でございます。 

 次の図書推進活動事業は、各図書館の資料購入や主催講座の推進に係る経費でございま

して、事業費は２２，９４２千円でございます。 

 給食センター炊飯システムの更新事業につきましては、中央学校給食センターの老朽化

した炊飯システムを更新するもので、事業費は３５，７９２千円でございます。 

 ２４ページ以降は、学校の児童・生徒数の状況や公民館、図書館などの社会教育施設の

概要でございます。 

 児童・生徒数は５月１日現在で、それ以外は４月１日現在の状況を記載しております。 

 ３４ページお願いします。 

 ３４ページからは、社会教育について文化財の状況でありますとか、公民館や図書館な

どの社会教育施設の概要をお示ししております。 

 ４３ページをお願いします。 

 ４３ページからは、スポーツ振興につきまして、社会体育事業の概要でありますとか、

体育施設の概要などそれぞれ記載をしております。 

 教育要覧につきましては以上でございます。 

○内田委員長 ただいまの報告に対し、質疑、ご意見はありませんか。 

○山本委員 はい。 

○内田委員長 はい、山本委員。 

○山本委員 多分直し忘れだろうと思うんですけど、１ページの赤磐市の内容のところ

で、文章のところで平成２７年度っていうところが２８年度にしたほうがいいんじゃない

かと、合併１２年目を向かえてだと思います。 

○藤井課長 委員長。 

○内田委員長 教育総務課長。 

○藤井課長 大変失礼いたしました。ご指摘のとおり２８年となっておりますので、訂

正のほうをさせていただきます。失礼いたしました。 
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○山本委員 はい、もう一つ。 

○内田委員長 山本委員。 

○山本委員 今回直す必要ないと思うんですけど、教育要覧の載ってくる基本理念と

か、基本方針とか、教育振興重点施策のところが、いろんなことごとの計画とかがあると

思うんですけど、どっから引用してきたのかがわかるように、何とか注意書きでも書いて

もらったらいいんじゃないかなと。基本理念でいつ何年に策定された基本理念ですとか。 

○藤井課長 はい、委員長。 

○内田委員長 教育総務課長。 

○藤井課長 山本委員さんおっしゃるとおりに、この引用したところを例えば教育振興

基本計画から引用しとるというふうにわかるように、表示のほうを図らさせていただきた

いと思います。ありがとうございました。 

○内田委員長 ほかにはありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田委員長 それでは、ほかにはなしと認めます。 

 では次に、平成２７年度赤磐市教育委員会の行事実績について及び平成２８年度赤磐市

教育委員会の行事計画については関連がありますので、合わせて報告を求めます。 

○藤井課長 はい、委員長。 

○内田委員長 教育総務課長。 

○藤井課長 教育総務課藤井です。 

 それでは、資料１３ページをお願いいたします。 

 平成２７年度の赤磐市教育委員会の行事実績並びに平成２８年度の行事計画につきまし

て説明を申し上げます。 

 まず、資料の１３ページにつきましては、平成２７年度の行事実績につきまして、それ

ぞれの所属別に各月の実績を載せております。 

 これにつきましては、教育委員会の定例会で毎月報告しております行事予定の実績をま

とめたものでございますので、説明のほうは省略させていただきたいと思います。 

 続いて、１７ページお願いします。 

 平成２８年度の行事計画でございますけれども、教育委員会のほうでは、各所属の事業

の計画を１つにまとめまして、教育の中でお互いに日程調整をしながら、事業を実施して

いくところでございます。 
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 それでは、表の一番左の教育総務課から順に主なものについて説明をさせていただきま

す。 

 教育総務課につきましては、毎月の定例的なものがほとんどでございますが、教育委員

会定例会、総務文教常任委員会などの開催予定を記載しております。 

 議会本会議につきましては、開催日のみを記載といたしております。それから、この表

の一番右側には、赤磐市全体のイベントなどを記載しております。また、この表の網かけ

部分、色のついている部分につきましては、教育委員さんに出席をお願いする行事や会議

でございます。 

 教育総務課からは以上でございます。 

○内田委員長 はい、学校教育課長。 

○石原課長 はい、続いて学校教育課です。 

 学校教育課関係としましては、幼稚園、小・中学校の各学期の始業式、終業式とそれぞ

れの幼・小・中学校の入学、入園式と卒業式についての記述を行っております。 

 また、大きな行事としましては、各幼稚園、小学校、中学校の運動会、体育会、それか

ら小・中学校の例えば１０月にありますが、１０月のところを見ていただきたいと思うの

ですが、科学研究発表会であるとか、陸上記録会等の児童・生徒の活躍の場があるものに

ついて載せております。 

 また、校長先生、園長先生方の面談を年間３回計画しておりますので、それについても

記述をしております。 

 学校教育課は以上です。 

○内田委員長 はい、社会教育課長。 

○土井課長 はい、社会教育課土井です。 

 社会教育課とスポーツ振興課をあわせて説明をさせていただきます。 

 それでは、社会教育課につきましては、人権社会教育班と文化財班と２つの班を持って

おりまして、それぞれの事業を月ごとに掲載させていただいております。 

 この中で、網かけ部分、教育委員さんに関係のあるものだけご案内させていただきなが

ら、また通知においては別途させていただきますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 まず、５月につきましては、来週の木曜日でございますけれど、人権教育第１回の推進

委員会を吉井支所のほうでさせていただくようにしております。 
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 ６月につきましては、２日に青少年問題協議会のほうをさせていただくようにしており

ます。 

 １枚はぐっていただいて、１８ページで７月、青少年健全育成ブロック会議を７月、１

９から２９日の間でさせていただくようにしております。 

 １０月に人権教育視察研修ということで、下旬になっとんですけれど、一応案では１０

月２５日に山陽小の人権教育のほうを視察するように考えております。来週の２６日の人

権教育推進委員会のほうでご案内申し上げて、承認を得るにさせていただいております。 

 １１月につきましては、１６から３０日、青少年健全育成ブロック会議の第２回目をさ

せていただこうと思っております。 

 １２月につきましては、４日の日曜日、人権を考えるつどいを計画しております。 

 はぐっていただきまして、２０ページ、１月８日に成人式をまた山陽ふれあい公園のほ

うでさせていただくようにしております。 

 ２月４日土曜日、青少年健全育成大会を中央公民館のほうで開催するようにしておりま

す。 

 まだ日にちは定まっておりませんけれど、青少年問題協議会と第２回の人権教育推進委

員会を上旬または中旬にさせていただこうかと思っております。 

 スポーツ振興課につきましては、各種事業ありますけれど、実際に委員さんが出ていた

だきたい、ご案内を申し上げさせていただくのが１０月１０日の２０１６スポレクフェス

テ赤磐ということで、毎年案内はさせていただいとる次第でございます。 

 以上、社会教育、スポーツ振興について説明させていただきました。 

○内田委員長 はい、公民館長。 

○高橋館長 はい、公民館高橋です。 

 公民館では、市内の公民館で行う主催講座、それから公民館長会議及び公民館運営審議

会、それから各公民館で開催する公民館まつりについて記載させていただいております。 

 ９月から高月公民館の公民館まつりが始まりまして、９月、１０月、１１月、それから

３月において、公民館まつりを開催を予定しております。 

 以上でございます。 

○内田委員長 図書館長。 

○三宅館長 はい、中央図書館三宅です。 

 それでは、２８年度そちらの記載のほうですけれども、２７年度と同様、子どもの読書
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活動の推進としまして、幼・小・中、保育所などへのお出かけの機会が具体的なものとし

て入っております。 

 ページをめくっていただいて、１８ページになりますが、９月から、そのあたりから一

般向けの歴史講座、文学講座等がスタートいたします。 

 今年度、新たな試みといたしまして歴史講座、今まで中央図書館のほうで４回開催して

おりましたが、本年度は中央図書館のみでなく、赤坂、熊山、吉井図書館のほうに会場を

移しまして実施するということで、全地域の方に学習の機会を提供させていただきたいな

と考えております。 

 さらに、７月からですけれども、昨年から実施しておりますサマータイムを本年度６

月、７月、８月という３カ月で実施する予定でおります。 

 図書館のほう大きなところは以上になります。 

○内田委員長 センター長。 

○久山所長 はい、給食センター久山です。 

 給食センターにおきましては、毎月ですけど、上旬に市内３センターの栄養士５名によ

る栄養士会の開催ということで、翌月の献立であったり、食育の事業等について協議を行

います。 

 それから、６月と１１月ですけれども、地産地消の週間ということで、これも赤磐産の

食材を積極的に１年を通してのことですけれど、特にこの週は取り組みたいと思っており

ます。 

 それから、７月と３月になると思いますけれども、学校給食共同調理場の運営委員会、

それからちょっとまだ月は未定なんですけれども、運営委員さんによる視察研修を予定し

ております。 

 それから、１２月ですけれども、学校教育課によるポスター・標語展とあわせまして、

栄養士による食育相談を予定しております。 

 それから、１月２４日から３０日の週ですけれども、全国学校給食週間ということで、

今のところテーマは未定ですけれども、特別な給食献立をつくる予定にしております。 

 以上です。 

○内田委員長 ただいまの報告に対し、質疑、ご意見はありませんか。 

○杉山教育長 委員長。 

○内田委員長 教育長。 
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○杉山教育長 教育長杉山です。 

 教育委員会の職員につきましては、毎月初めに教育長なり次長なりがお話をします。そ

の中で、４月１日の全体朝礼の中で教育次長のほうから、コピーにならないようにと。た

くさんの教育委員会関係の行事等あります。昨年いただいたご意見等をきちっと生かしな

がら、できるところを変えていこうと。その一番いい例が今回４月２５日にありましたチ

ャレンジデー実行委員会。スポーツ振興課中心となりましての会議です。今まで本当に年

３回会議を開いてまいりました。１回目、２回目、３回目、そこらの指摘がありました。

そういう中で、今回２回でできる工夫というようなことで取り組んでくれました。それぞ

れの所属のほうでコピーにならない、ひょっとしたら要らないものはなくしていくぐらい

の気持ちで取り組んでまいります。そういう面で、本当に職員の意識改革を図りながら、

行事そのものを考えていきたいと思います。 

 以上であります。 

○内田委員長 ありがとうございました。 

 ほかにはありませんか。 

○奥田教育次長 委員長。 

○内田委員長 教育次長。 

○奥田教育次長 本日お示しをしております資料の中でも誤字脱字がまだあります。教

育委員会、特にこういうことには気を使うべきだろうと思います。それぞれ職務しっかり

見直しとか、点検するようにします。 

○内田委員長 ほかにはありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田委員長 では、次に移ります。 

 （３）その他の案件に移ります。 

 チャレンジデー２０１６の開催についての説明を求めます。 

○土井課長 はい、委員長。 

○内田委員長 スポーツ振興課長。 

○土井課長 はい、スポーツ振興課土井でございます。 

 先ほど教育長ないし次長のほうから、前のコピーにならないということで、チャレンジ

デーにつきましても、年３回実行委員会をさせていただいとったのを２回にさせていただ

きながら、昨年の問題を今年にどう生かすかということでさせていただきまして、もうチ
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ャレンジデーにつきましては５月２５日、最終の水曜日ということで、この日は決まって

おります。今回もそれぞれチャレンジデーで今、頑張ろうということで、職員３名かわり

ましたけれど、今年の対戦相手が秋田県鹿角市ということで、こちらのほうが４年目で７

０％の近い参加率でございます。赤磐市につきましては、例年５０％前後ということで、

今年は実行委員会で是非鹿角市にも負けず劣らず頑張れということで、昨年とは違ってお

りますのがこういう宣言カードをしていただいて、出していただける方はいいんですけ

ど、企業等にご案内申し上げても、企業等のほうにもこの趣旨もよくわからないこともご

ざいますので、その辺では担当者が各企業等を回りまして、チャレンジのほうにご参加と

いうことで回らせていただいとる次第でございます。やっぱり回らせていただいたら、皆

さんご協力していただきながら、そういう趣旨やったんかということでずっと賛同してい

ただいて書かせていただいております。 

 今年から吉井Ｂ＆Ｇも指定管理になったということで、そちらのほうでソフトバレーを

お世話になるということで、市長みずからチームを組んで頑張ろうじゃないかということ

で、先頭に立ってさせていただいております。 

 例年の空き缶の積み上げ大会も山陽ふれあい公園のみでしたけれど、なるだけ皆さん参

加していただこうということで、今年はくまやまふれあいセンターももう一カ所設けさせ

ていただきながら、なるだけ皆さんに参加していただいて、今後チャレンジデーの全国大

会でのその成績は、空き缶積み上げ大会が成績を競うことでございまして、頑張ろうとい

うことでさせていただいとる次第でございます。 

 委員の皆様には、もう既に宣言カード等を書いていただいたと思いますけれど、こちら

の宣伝マンになっていただきながら、今日も５時過ぎからそこのマルナカのほうでシーガ

ルズの方に応援を求めながら、チャレンジデーの参加ということで、街頭の宣伝もさせて

るということでございまして、ありとあらゆるところでお願いしながらやっとる次第なん

で、皆様のほうも是非とも宣言カード、もし書かれてなかったら、今日書いていただい

て、すぐ出していただければありがたいんで、ご家族の方は代筆で結構なんで、１つ７

０％を目指して頑張りたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。というこ

とで、よろしくお願いいたします。 

 それで、今日も私、次長がやっぱり誤字脱字とか先ほど言われましたけれど、やっぱり

物事が起きたらすぐ行動しろということで、先ほどもちょっと事情がありまして、次長の

ほうからすぐ行動するということで、そちらのほうを対応を行かしていただいて、本当こ
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ちらの委員会もあったんですけれど、次長がかわりにしていただけるということで、すぐ

対応するような体制でさせていただいております。本当今日は定例会のほうに欠席いたし

まして申しわけございませんでした。今後とも、教育長、次長の指示のもと、より仕事が

するようにできるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○内田委員長 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 

 山本委員。 

○山本委員 質問で、参加率というのは、赤磐市の人口に対して何名参加したというこ

とでよろしいか。 

○土井課長 参加率は、赤磐市の分母は人口なんですけれど、実際に赤磐市内で運動し

た方ということで、事業所の方というたら、岡山市から来る方も赤磐市以外の方も来られ

るんですけど、それもカウントできるということで、それで事業所を回らせていただいと

るという次第でございまして、赤磐市の方が仮に岡山市で運動するのはだめなんです。と

いうことで、これにつきましても、岡山県ではうちの赤磐市と新庄村２つで頑張っており

ます。全国では１３０カ所ということで、頑張りながら本当、大もとは健康なスポーツを

通じて、いつまでも健康というのが大もとでございまして、その辺で赤磐市のほうも賛同

しながら７年間させていただいて、過去４年間連勝ということで、今年は７０％のかなり

強敵だけど頑張ろうということで、実行委員会でみんなで諸手を挙げて頑張っております

ので、１つご協力またよろしくお願いしたいと思います。 

○山本委員 よそからいっぱいくれば、１００％超えるのもあり得るんですね。 

○土井課長 あり得ます。全国で１位が百十何％ですので、結局観光なんかで来た場合

もそういうのに入れさせていただいて、うちのほうもドイツの森とかがあるんで、全国１

位、僕見てみたら、去年百十何％というところもあります。趣旨からいえば、市民が動く

からって、そこがおかしいんですけど、ルール上はそのようになっとんで、申しわけない

んだけど、皆さん全国統一なんで、それで頑張ろうと。５０％以上になった場合は、金の

盾がいただけるということで、去年は４８．４で銀の盾が今、市長室に飾っておりまし

て、銀の盾でも立派です。ただ、勝てば、うちの旗が対戦相手の市役所で１週間掲げられ

たりするということで、頑張ってやろうということで、市長一丸になってやっております

ので、ご協力またよろしくお願いします。 

○内田委員長 ほかにはありませんか。 
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 はい、平松委員。 

○平松委員 チャレンジデーで質問があるんですけど、毎年これに参加させてもらって

るんですが、実施の予定で宣言ですから、予定で書きますよね。予定で書かせていただい

て、犬の散歩もしますし、柔軟体操もしますけど、予定だったのでそれを入らない、毎年

もうそれを出さずにとまっているんですけど、宣言カードを出していても、実際したこと

がこれより多い場合はまた報告したほうがよろしいんですかね。 

○土井課長 それは助かります。 

○平松委員 報告したほうがいいんですね。 

○土井課長 宣言カードは一応出して、もししなかった場合は電話ということになっと

んですけれど、ただ人数は増えても助かりますんで、その辺ではもう参加率アップなんで

よろしくお願いします。 

○平松委員 電話でさせてもらったらいいんですか。 

○土井課長 もうそれで、はい。それで、運がよければ、お土産が抽せんで１００名当

たるということで、先日も山陽ふれあい公園の利用者の方で２人ほど当たったという方が

おられまして、これも抽せんなんで、それもお楽しみかなと、ただ向こうの特産物なん

で、金額はしれとんですけど、当たらんより当たったほうがいいかなという感じと。本当

皆様にこのチャレンジデー自体が知られてないので、本当ふだんの運動で農業されとって

も、何でも体を１５分以上動かしとけばいいんで、その辺がされとんじゃけど、これが出

てないんで、それで参加率が上がってないということもありまして、その辺が区長さんな

り、あと広報等をさせていただいとんですけれど、いまいち宣言が少ないなということ

で、特に企業のほうがなかなか返ってきてないんで、企業等を回らせていただいて書いて

いただいとる次第で、かなりその企業だったら４００人おられるとか、そういうのでかな

り参加率がアップしとんで、集計が楽しみじゃなと思いながら、日々業務しとる次第でご

ざいまして、また今後も続けていこうとは思っておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

○内田委員長 はい。それでは、まずは今日帰るときに、チャレンジデー運動実施宣言

カードを提出して帰らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 ほかにはありませんか。 

○奥田教育次長 委員長。 

○内田委員長 はい、教育次長。 
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○奥田教育次長 先ほど議案第５号２８年度の一般会計補正予算（第２号）のことで、

山本委員のほうからあかいわＡＲＴ ＲＡＬＬＹ２０１３の予算ということで質問がござ

いました。私どもが２００万、３００万というお答えをしました。今、資料がございまし

たので、内容を説明をさせてもらいます。 

 ２０１３年度の決算額が２７５万円という数字がありましたので、報告させていただき

たいと思います。 

 以上です。 

○内田委員長 ありがとうございました。 

 ほかにはよろしいですか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田委員長 では、次にその他の案件が何かありますでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田委員長 ないようでしたら、次回定例会の開催曜日を議題とします。 

○藤井課長 はい、委員長。 

○内田委員長 教育総務課長。 

○藤井課長 教育総務課の藤井です。 

 次回の定例会の開催日につきましては、平成２８年６月１６日木曜日午後３時からとさ

せていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○内田委員長 それでは、次回の定例会開催日を６月１６日木曜日午後３時からに決定

することにご異議はありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田委員長 異議なしと認めます。 

 それでは、次回の教育委員会定例会は平成２８年６月１６日木曜日午後３時からと決定

します。 

 以上をもちまして本会に付議されたすべての案件が終了となりました。 

 これをもちまして平成２８年度第２回赤磐市教育委員会定例会を閉会とします。お疲れ

さまでした。 

 


