
第８回 あかし教育懇話会  議事録 

 

日時  ：平成 25 年 3 月 27 日（水） 15：30～17：30 

場所  ：明石市役所分庁舎５階 教育委員会室 

出席委員：１３名 

配布資料：「よりより明石の教育に向けて」【あかし教育懇話会 第８回会議資料】  

◎：座長 ○：委員 ●：事務局  

 

１．開会 

●事務局 

定刻になりましたので、あかし教育懇話会第８回目の会議を開催いたします。 

それでは、座長よろしくお願いいたします。 

 

２．議事 

◎座長 

皆様、大変お忙しいところ、お集まりいただきありがとうございます。 

本日は、前回委員からご提案のあった、小中一貫教育について資料を提示させていた

だき、その後、意見交換をしたいと考えています。教育委員会から学校への予算に関し、

他市との比較についてもご要望があったため、その点についても触れたいと思っていま

す。 

  

①前回会議より 

◎座長 

前回は、学校予算、部活動の状況、教員の複数校兼任事例、学校の統廃合などについ

て、意見交換を行いました。事務局から説明をお願いします。 

 

●事務局 

「よりより明石の教育に向けて」【あかし教育懇話会 第８回会議資料】をご覧くだ

さい。 

教育環境の整備について議論を行なった際に、IC 機器の活用、学校予算、部活動に

係る経費負担についてご意見がありました。また英語教育推進等のために、小中連携や

教員の兼任の必要性についてもご意見がありました。主なご意見としては、中学校の先

生が小学校に行くことによる小中連携や、教員の兼任のニーズがあるのではというもの

がありました。 

学校統廃合の議論の中では、将来を見据え、スケジュールを含めた早期対応の必要性、

統廃合を行なう場合に、地域とのつながりを維持していくことが大切であるというご指

摘をいただきました。またモデルケースとしての小中一貫校の設置や、通学区域の見直

し等、統廃合を行なう場合には付加価値をつけることも必要というご意見もありました。

主なご意見としては、学校選択制についてはブロック制で選択できるようにするのはど

うか、耐震化等の工事については、統廃合の可能性を視野に入れた効率的な対応が必要
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だというご意見がありました。また統廃合については、中期的で客観的な視点で地域毎

の学校数を見直すやり方、統廃合等を行なう場合には、吸収合併という形ではなく新し

い１校が生まれる、希望が生まれるという形での整備が必要だというご意見がありまし

た。 

資料の６頁をご覧ください。 

学校配当予算を他都市と比較したグラフを掲載しています。これは、「指定都市教育

委員会校園費予算主管課長会議」資料に基づいています。明石市は下回る状況ですが、

学校によって配当の対象となる費用項目が異なります。そのため、この金額だけでは単

純に比較はできません。参考に、７頁に横浜市の小中学校の学校配当予算の内訳を掲載

しています。前回の会議についての説明は以上です。 

続いて、小中一貫教育についてご説明します。 

資料の２頁をご覧ください。まず小中一貫教育の制度についてご説明します。小中一

貫教育は、中高一貫教育のように制度化されたものではなく、「中一ギャップ」などの

課題を踏まえ、各自治体がそれぞれの考え方で取組を行なっているものです。実施にあ

たっては、小中一貫教育特区の認定を受けたり、研究開発校の指定を受けたりするなど、

国の制度を活用した例も多いです。 

小中一貫教育全国連絡協議会が平成 22 年度に実施した「小中一貫教育全国実施状況

調査」に基づいて、現状をご説明します。調査の対象は 1,750 市区町村で、回答は 64％

にあたる 1,121 市区町村から得ています。そのうち約半数が、小中一貫、または連携教

育を実施、あるいは実施を検討しています。下のグラフにあるとおり、小中一貫教育を

実施しているのは全体の 9.5％にあたる 106 市区町村です。小中一貫教育を実施してい

るところで、「施設一体型」の小中一貫校を設置しているところは 44 市区町村、設置予

定が 78 市区町村です。学校数では、設置済が 42 校、設置予定が 54 校です。複数回答

のため、グラフの数値の合計は 100％を超えています。 

３頁から具体的な事例を掲載しています。 

 まず、兵庫県姫路市の白鷺小学校・中学校です。姫路では、平成 20 年 12 月に「魅力

ある姫路の教育創造プログラム」を策定し、その主要事業として小中一貫教育を位置づ

けています。その中で、小中一貫教育の３要素を定めています。中学校をブロック単位

として小中一貫教育推進委員会を設置し、「小中一貫教育標準カリキュラム」を活用し

ています。標準カリキュラムは、義務教育９年間を、小学校４年までを前期４年間、小

学校５年から中学校１年までを中期３年、後期２年の３つに区分し、それぞれの発達段

階を重視した学習の系統性や連続性を保証する構造としています。また、PTA や地域の

理解を得た学校から、小中一貫教育を順次導入し、小学校の統廃合も併せて行う方針で

進めています。 

白鷺小学校・中学校は、元々中学校が市内で一番の小規模校であったことと、教職員

定数に基づくと全教科に対応できるだけの教職員が揃わなかったということから、地理

的、人的要件において比較的取り組みやすい条件が整っていました。平成 19 年７月に、

隣接した校舎を渡り廊下でつないで一体化した施設として改修を行い、市のモデル校に

指定しています。また、白鷺小学校はモデル校として、小学校１年生において、全市域

を対象に校区外入学枠を設けています。平成 25 年度募集が 15 名ということです。 
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続いて、４頁の奈良市の富雄第三小中学校の事例です。 

奈良市は世界遺産の指定を契機に、小中一貫教育の推進を図っています。平成 27 年

度には、小中一貫教育を全市展開することを視野に入れているということです。平成

16 年度に、国から小中一貫教育特区の認定を受け、平成 17 年度に田原小中学校をパイ

ロット校とし、現在は、市内各エリアに６箇所のパイロット校を設置しています。施設

一体型、施設分離型などの各形態に沿った小中一貫教育の展開を進めています。 

カリキュラムにつきましては、姫路市と同様、義務教育９年間を、小学校４年までを

前期４年間、小学校５年から中学校１年までを中期３年、後期２年の３つに区分し、そ

れぞれの発達段階に応じた指導を行っています。「豊かな人間性の育成」、「個性と人間

力を伸ばす教育」、「信頼される学校づくり」の理念のもと、異年齢交流、教科の新設（英

会話、情報科、郷土「なら」科）、地域協働の推進などに取り組んでいます。 

１例として、富雄第三小学校が、小中一貫校として設置されています。元々小学校が

あった敷地に中学校を新たに作り、平成 20 年４月に、先導的な小中一貫教育の実践を

行なう拠点校として、奈良市のパイロット校に指定されています。中学校は平成 23 年

４月に開校しています。特色としては、学力向上に向けた小中学校教員の連携、中学校

教員の小学校への乗り入れ授業、幼稚園や高等学校との連携が挙げられます。 

続いて、５頁の呉市の呉中央学園の事例です。 

これがもっとも古くから取り組んでいる事例です。広島県呉市で、平成 12 年度から

二河中学校が全国初の小中一貫教育に関する研究開発学校指定を受け、小中一貫教育の

研究を進めています。平成 19 年度から、同一・隣接敷地に小中学校がある中学校区を

「小中一貫教育校」（市内５中学校区）、その他の中学校区を「小中一貫教育実践校」と

して連携教育を推進しています。「子どもの連続した学びと自尊感情の向上」を目標と

して、姫路市と奈良市と同様、義務教育９年間を、小学校４年までを前期４年間、小学

校５年から中学校１年までを中期３年、後期２年の３つに区分していますが、特に、中

期に重点を置いた取組を実施しています。各中学校区で、小中共通の目標設定等を行な

うとともに、地域と連携した学校評価等の取組も行なっています。 

呉中央学園は、同一敷地内に隣接していた二河小学校、二河中学校、及び近隣の五番

町小学校の３校を一体化して、平成19年４月に設置されました。平成23年４月からは、

前期棟、中期棟、後期棟の３つからなる一体型新校舎で教育を実践しています。特色と

しては、小中兼務辞令６名の職員を出したり、６年生で一部教科担任制を実施したり、

５・６・７年生が一緒に学習する選択学習を実施しています。学力向上についても力を

入れて取り組んでいます。 

資料の説明は以上です。 

 

◎座長 

まず、６頁について、ご意見、ご質問をお願いします。これを見ると明石市が低い状

況です。 

 

●事務局 

他都市が費用項目の詳細を明確にしていないため、単純比較はできませんが、京都市、
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横浜市は金額が高くなっています。京都市は各学校の裁量も大きいと聞いています。７

頁の横浜市の内訳を６頁と比較すると、小学校はほぼ同じですが、中学校はかなり違っ

ています。中学校は全市の平均で 769 千円ですが、７頁の個別の事例では 1,271 千円と

なっています。その要因として、学校によって学級数がまちまちということ、重点的に

取り組む内容の違いなどが考えられ、単純比較は難しくなっています。 

明石市においても、１つの経費を学校割にしたり、学級数による割合を出したり、児

童生徒数による割合を出すなどを行なっており、必ずしも平均額がすべての学校にいっ

ているわけではありません。 

明石市が決して多くないことは課題だと思っています。 

 

○委員 

やはり明石市は少ないですね。 

 

◎座長 

学校のビジョンを発揮するためには、今後は、ある程度学校が裁量できるようにする

ことを模索しなければならないと思っています。 

 

②小中一貫教育について 

◎座長 

最近、学校間の接続や連携が謳われている中で、小中一貫教育が進められています。

必ずしも明石市として小中一貫教育を行うというわけではありません。他市の取組事例

について、ご意見、ご質問をお願いします。 

 

○委員 

３つの事例がすべて、義務教育９年間を、小学校４年までを前期４年間、小学校５年

から中学校１年までを中期３年、後期２年の３つに区分していますが、何か理由はある

のですか。 

 

●事務局 

小中一貫教育は制度化されたものではなく、４年、３年、２年という区分の規定もあ

りません。５年、４年という例もありますが、一般的に４年、３年、２年が多いという

ことです。 

小中一貫教育制度の目的は、中学校１年生になったときに、生活や学習環境が大きく

変化することによるギャップを  解消するものです。そのため、従来の小学校と中学

校の境目の部分を一緒にするという考えがあると思われます。 

 

○委員 

各市では、ここに掲げられた学校以外にも、小中一貫教育の事例はあるのですか。 
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●事務局 

呉市は、呉中央学園を含めて小中一貫教育校が市内に５校あり、その他は、校舎は別

ですが、連携教育を進めています。姫路市は、白鷺小学校・中学校が小中一貫校であり、

それ以外についても、ブロック毎に小中一貫教育推進委員会を作り、連携教育を進めて

います。奈良市は、今後全市での展開を予定しています。 

 

○委員 

この事例では１小１中が多いですが、複数の小学校で展開する例も多いのですか。 

 

◎座長 

典型例としては、施設一体型が多いです。カリキュラムも組みやすいため、そこをモ

デルケースとする例が多いです。また、建物は別でも、カリキュラムを一本化して取り

組む例もあります。 

 

○委員 

一貫校にするほうが、学習効果は上がるのでしょうか。 

 

●事務局 

２頁での「小中一貫教育全国実施状況調査」では、ここには記載していませんが、小

中一貫教育の成果としては、「教員の意識の変化」がもっとも高く 45％です。小学校の

教員が中学校の教員の専門性を学ぶことによってさらに向上を図ったり、中学校の教員

が、小学校で子どもと向き合っている小学校の教員を見て、意識の変化があることなど

が考えられます。 

また「中一ギャップの解消に結びついた」が 23％、「学力向上」は９％でした。この

ような点が、小中一貫教育の成果として挙げられています。 

 

○委員 

マイナス面はないのですか。 

 

●事務局 

課題でもっとも多いのは、教員の免許の制限に関するものが約 20％、教員の定数や

人事など制度上の問題が約 20％です。一貫教育における学校間の距離や、教員の負担

感、教員の時間の確保が困難なども課題として挙げられています。 

 

◎座長 

今後、小中一貫校を検討する際には、さらに先行事例の情報収集が必要だと思います。

小中一貫校でなくても、小中の接続や連携をどうするかは、どこでも共通の課題だと思

います。２頁のグラフでいうと、明石市はどこに該当しますか。 
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●事務局 

明石市では、数年前から、校区ユニット会議を開催しています。幼稚園、小学校、中

学校が、各校区で教職員同士が授業を公開するなど、協同研修を行っています。小中の

学力向上に向けた取組として、今まで単独校で行なっていた研究指定を、来年度からは

中学校区として複数校でまとめて、その地区の子どもたちの学びと育ちに関する取組を

長期スパンで支援することとしています。 

明石市は、２頁のグラフでは、「小中一貫教育の実施を検討」、「小中連携教育の実施

を検討」に当たるものと思われます。 

 

◎座長 

明石市は、「小中一貫教育の実施を検討」になると思います。中学校を中心に、学校

間の連携と接続を校区ユニットとして、教員が集まって授業の公開や協同研修を行って

いるという動きがあります。生徒指導上の問題などがあるため、小中のつながりをより

密にしなければならないという課題があります。 

今までも、生徒指導上の問題として、３～４月の学年の節目や、小学校から中学校へ

の入学時には特に取り組んできています。われわれ自身を思い返してみると、小学校か

ら中学校に入学すると、戸惑いもありますが、乗り越えなければならない壁として、頑

張ってきたように思います。しかし、それが今はたちゆかなくなってきています。子ど

も自身が、壁を非常に高いものと思っています。そのため、今は特に学びの連続性が求

められています。 

そのような観点から、明石市では、校区ユニット会議をもっています。また中一ギャ

ップの解消を大きな課題として認識しており、兵庫県では、国語や算数などでも小学校

で教科担任制に積極的に取り組んでいます。全県的に、接続や連携について取組を行な

っている状況です。 

 

○委員 

教科担任制の免許はどのようになるのですか。 

 

◎座長 

小学校、中学校と、校種毎の免許になります。 

 

○委員 

中学校の英語の教員が、小学校で英語を教えてもよいのですか。 

 

◎座長 

基本的には、両方の免許をもつ教員が指導します。チームティーチングで、複数の教

員で教える場合は、１人がその校種の免許保持者であれば、免許がない教員がいても構

いません。 
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○委員 

学校ができても、教員の数が足りなくなることはないのですか。 

 

◎座長 

中学校の英語の教員が、小学校で英語を指導するとなると、過重負担になるため、人

的配置や交流の仕方において、仕組みをきちんと整備することが必要だと思います。 

 

○委員 

「小中一貫教育の実施を検討」というと、小中一貫教育を実施するようなイメージが

あり、不安感があります。「連携」ならよいのですが。 

小学校と中学校の教員の話し方には違いがあります。小学校の教員は子ども目線です

が、中学校の教員は上からものを言うという印象があります。その点でも中一ギャップ

があると思います。 

 

◎座長 

明石市では、小中の授業スタイルをお互いに見合う機会をできるだけ設けて、授業の

進め方や言葉使いを研究しようとしています。これらが連携の第一歩となります。一貫

教育は、それをさらに進めてシステム的に行なうものです。連携や接続がうまくいくよ

うにしていく必要があります。 

 

○委員 

中一プロブレムについては、具体的にはどのようなことがあるのですか。 

 

◎座長 

小学校６年の不登校の件数が、中学校１年で３倍になると言われています。小学校で

は担任と密接な関係がありますが、中学校で教科担任制になることや、子ども同士の関

係によって崩れてくるという面があります。小学校４年から５年にかけても若干上がる

傾向があります。 

 

○委員 

小学校の教科担任は、クラス担任はできないのでしょうか。 

 

●事務局 

 加配教員は原則、担任はできないことになっています。クラスの担任同士が、教科を

チェンジすることは可能です。それによって子どもに多面的に関わることもできます。 

 

○委員 

 白鷺小学校・中学校のクラブ活動は、共同でできるのですか。 
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◎座長 

 詳細は不明ですが、これは施設一体型のため、可能だと思います。 

 

○委員 

 小学校で不登校だった子どもが、中学校で通学できるようになることはあるのですか。

小学校で授業を受けていない子どもは、中学校でついていけないのではないかと思いま

すが。 

 

◎座長 

 個別指導で対応する例がありますが、難しい面があります。 

 呉市では、今の小学校５～６年生の体格や精神面が、20 年前の中学校１年生相当に

なっているというデータが、小学校５～６年と中学校１年生を一くくりとする取組のき

っかけとなったと聞いています。 

 

○委員 

 学力向上のために、小規模校がスタートしたと思います。明石市としては、小中連携

には取り組むものの、今のところ小中一貫校までは考えていないのであれば、このよう

な議論に時間を使うのは疑問です。むしろ連携型で何を行なうか、学力向上のために何

をすべきかなどソフト面などを議論すべきだと思います。 

 この問題のスタートは、明石市の子どもの学力が低いことから、対応策が必要という

ことでした。議論の方向性が変わってきていることを懸念しています。 

 この懇話会は何かを決定するものではなく、様々な意見を上に上げていただくもので

あることは承知していますが、学区再編や高校入試などの目の前の課題に対してもっと

議論すべきだと思います。 

 

◎座長 

 進行について提案がありましたが、いかがでしょうか。 

 

○委員 

私も賛成です。目の前の課題について議論すべきだと思います。懇話会らしい議論が

できればと思っています。 

 

○委員 

小中一貫がどのようなものかがまだ分かりませんが、本日話を聞いていて、９年間で

連携を取るというイメージでとらえています。このようなことを考える機会になりまし

た。現場がどのようなものかが掘り下げて出てくれば、もっと議論ができると思います。

この懇話会の位置づけ自体がよく分からないというのが、正直なところです。 

 

◎座長 

 明石市が、今すぐに小中一貫に取り組むというものではありません。市としては、現
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在幼稚園から小中学校への連携について取り組んでいるところであり、問題提起をして

いるところです。スムーズな連携の中で学力向上を図りたいということです。資料から

離れても結構ですので、そのような観点でご意見をいただければ、学校への情報提供も

できると思っています。 

 

○委員 

 様々な提案をしましたが、新年度から、学力向上の新たな取組はあるのでしょうか。 

 

●事務局 

 来年度から研究指定の体制で、小中連携で、公開授業などの学力向上に向けた取組を

行ないます。予算を投じて３年計画で行ないます。 

 

○委員 

 以前から、６・３・３制が今の時代には合わないと思っていました。小中一貫が学力

向上につながるなら、できれば前向きに進めていただきたいと思っています。 

 

◎座長 

 まずは仕組みなどを整理しなければいけません。現実的には、小中連携をどのように

進めていくかになります。その中で、小中一貫のほうが効果的だということも出てくる

かもしれません。今の段階で小中一貫を議論するのはかえって混乱するということです。 

 

○委員 

 小学校６年生を子ども扱いするのはもったいないと思っています。中学校も少子化の

ため、小学校６年生を部活動に参加させるのもよいのではと思います。 

 

○委員 

 研究指定に関してですが、学区拡大という背景の中で、明石市として何を考えていま

すか。私が高校の現場にいるときに、総合選抜制から複数志願制に変更になりましたが、

中学校の進路指導のやり方は、あまり変わりませんでした。明石市の子どもの不利益に

なることは避けなければなりません。放ったらかしにしていては、大変なことになると

思います。そのような意味で、研究指定にあたって進路指導などについて、どのような

対策を考えているかをお聞きしたいと思います。 

 

●事務局 

 平成 27 年度から始まる学区編成のシステムの正確な情報は、各中学校に届けていき

ます。市全体の方向性は、あり方検討会を立ち上げつつある段階で、まだ検討中です。 

 

◎座長 

 進路指導に関する研究指定は、今のところ考えていないということです。進路指導担

当者会での進路指導の研究は当然やるべきことで、各学校の情報交換も行うのがよいと
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思います。絶対評価をベースにしながらも相対評価も加味するという、評価基準の統一

などについては取組を行なっています。 

 

○委員 

 学力そのものが教育のすべてではないことは分かるのですが、今の明石市の状況を考

えると、井の中の蛙が外に放り出される状況のため、人間教育も大事ですが、優秀な子

どもが市外に出ていくことがないよう、小中一貫も含めて子どもの教育に取り組んでい

ただきたいと思っています。 

 

○委員 

 受験した子どもの保護者の話ですが、中学受験では夏休みくらいから、朝から夜遅く

までものすごく勉強を行なうということです。そこまで子どもにやらせるのはどうだろ

うという意見もありますが、実際には、そのような私立の子どもと戦わなければなりま

せん。明石市では、公立と私立で別の世界になっているように感じており、そのような

点が視野に入っていないように思います。中学校と高校の連携も必要だと思います。 

 

○委員 

 高等学校は、子どもを選ぶことができず、入学してきた子どもをどのように育てるか

ということになります。義務教育と違って、何らかの意思をもって入学してくる子ども

たちの育成であり、非常に重要です。義務教育では、そのような観点が薄いと思います。

今まではそれでよかったのですが、ソフト面だけでは不十分で、今後は何らかの具体的

なハードの動きがなければ進まないと思っています。 

 私も学校経営に携わっていますが、教員の意識を変えようと思うと、ハード的な枠組

みを変える必要があります。小中連携においても、西宮市や京都市のように市を上げて

の何かハード的な枠組みが必要だと思います。この懇話会で、そのような議論をすべき

だと思います。小中一貫も１つのハード的な枠組みになると思います。 

 中高連携においても話し合いで終わるのではなく、何らかの予算をつけてハード的な

取組を行なう必要があると思います。 

 

○委員 

 加古川市なども危機感をもっています。平成 27 年度の当初時点でうまくいかなけれ

ば、「明石市はだめだ」というイメージを植え付けてしまいます。平成 27 年度に成功す

ることを目標に掲げて、さらに飛躍できるような教育を考えるべきだと思います。その

ためには、「今やらないと」という気持ちです。 

 

◎座長 

 子どもが希望する学校に入れるための進路指導が重要ということですね。 

 

○委員 

 地元明石市の学校に進みたいという子どもの学力が、不足している場合にどうするか
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ということもあります。通学に交通費がかかれば保護者の負担にもなり、登下校に時間

がかかれば、子どもたちはクラブ活動もやりにくくなります。このような観点でも、こ

の懇話会でよいアイデアが出ればと思います。 

 

○委員 

 進路指導については、中学校はもっと行っていただきたいと思います。高校は、大学

に出向いて資料を収集します。すべての高校が学区拡大を踏まえて、中学校に広報宣伝

活動をしています。しかし、中学校から高校には、情報提供の依頼があまりありません。

もっと中学校から率先して情報を求めて進路指導を行っていただきたいと思います。そ

れが保護者の望みでもあると思います。 

 この懇話会には PTA の方もおられるため、市をあげて生の声を拾って何らかの形で対

応することが必要だと思います。 

 

◎座長 

 進路指導については、やるべきことだと思います。 

 

○委員 

 明石市の総合計画でも、子どもが１つのキーワードになっています。子育ては頑張っ

ていますが、教育についてはどうだろうと思っています。６頁の数値は単純比較はでき

ないということですが、何らかの取組を検討して予算をつけるのがよいのではと思いま

す。 

 

◎座長 

 事業を見直して、そのようなものを生み出す努力が必要だと思います。 

市では今まで、幼稚園、小学校、中学校でテーマ毎に市の指定研究を行ない、それぞ

れに大きな成果を上げています。しかし、個々の学校の取組が、他の学校に広がりにく

いという状況もあります。特に小学校の特色ある取組は、さらに中学校につながること

を目指して、中学校区全体で取り組めるようなことも検討しています。特に９年間のカ

リキュラムを各学校で作成するのは困難なため、このような活動の中で取り組んでいき

たいと思っています。一方で、平成 27 年度に向けた具体的な取組も必要です。 

 学校間の連携や、子どもの力をつけるという観点で、ご意見はありませんか。 

 

○委員 

 そもそも学校間の連携は生徒指導体制の問題から始まり、その解消のために幼稚園、

小学校、中学校で校区ユニットが生まれたと思います。しかし、年数が経って中学校区

でかなり温度差があることを感じています。まだ生徒指導が話し合いの中心になってい

ます。中学校の教員が小学校で教えることで、垣根を低くする取組もあります。小中の

教員同士が授業を通して交流を行うことで、授業の方向性に関しては、つながりができ

つつあります。学校そのものも、学力改善の方向性に向かっています。ある中学校区で

は、中学入学時のテストを事前に小学校と打ち合わせを行ない、小学校での授業に反映

 11



しています。中学校区毎に温度差がありますが、学力向上に向けて、このような取組を

行なっているところもあります。 

 

○委員 

 平成 27 年問題と、生徒数減少などのさらに先を見据えた問題は区別して議論すべき

だと思います。 

 

◎座長 

 学校規模の適正化については、前回までに、見通しをもって考えておくべきという議

論を行ないました。 

 学力向上については、校区ユニット会議で、情報交換をきちんと行って方向性を決め

るべきというメッセージを、懇話会としても発信する時期に来ていると思います。働き

かけは必要だと思います。 

 当初、この懇話会は４つのテーマを掲げて議論することとしました。個別に様々な議

論をいただきましたが、全８回分の議論を整理して、次回は、さらに「この部分につい

てはより具体的なご意見をいただきたい」という点に絞って、改めて議論を行ないたい

と思います。 

 

○委員 

 この懇話会は、次回もあるのですか。今年度は今日で最後なので、来年度がどうなる

のかと思いまして。 

 

◎座長 

 年度も変わるため、一旦終了という考えもありましたが、もう少し議論の内容を整理

したほうがよいと思っています。一つの目途として、次回もう１回くらい開催したいと

思います。 

事務局の方で一定の整理ができた段階で、次回の開催日時は、後日連絡させていただ

きます。 

 

○委員 

 その他のことですが、学校現場は大変なところでいろんな苦情を言いに来られ、学校

だけではなく教育委員会にも来られて苦労されていることがあると聞きます。いじめや

体罰などの問題では、本人の受け取り方によるところもあり、学校の教員は両手両足を

縛られた状態にあると思います。そのような中、教育委員会は、学校と保護者の間で、

若干保護者側に寄っているという声も聞こえてきます。それでは、さらに学校の教員が

指導しにくくなります。もう少し教員側に寄るくらいで丁度真ん中くらいになると思う

ため、教員がよい指導ができるように考慮していただければと思います。 

 また「兵庫県いじめ防止標語コンテスト」には、何万通もの応募があり、よい言葉が

出ています。３月末の表彰に向けて、学校では冬休みに宿題として取り組んでいる学校

もあり、人権について考えるのによい機会になると思います。明石市の小学校が率先的
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◎座長 

 体罰については状況調査を行なうことで進めています。体罰は絶対的によくないこと

ですが、懸念するところはそれによって教員が本来あるべき指導に腰がひけてしまうよ

うではよくないと思います。おっしゃるように学校をしっかり支えていくことが我々の

一つの仕事だと思います。 

それでは、本日はこれで議事を終了します。 

 

３．閉会 

●事務局 

本日は長時間に渡り活発な議論をいただきありがとうございました。今後の教育行政

にしっかり反映させていただきたいと思います。次回の懇話会については、追ってご連

絡させていただきます。 

これで、第８回あかし教育懇話会を終了いたします。ありがとうございました。 

以上 


