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付 議 案 件 

＜教育長報告＞ 

 

＜審 議 案 件＞ 

議案第 41号 教育財産用途廃止の件                        （学校管理課） 

議案第 42号 安井小学校教育環境整備事業基本計画(素案)策定の件        （学校施設計画課） 

報告第 15号 西宮市一般職員の給与に関する条例及び西宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 

の一部を改正する条例制定に関する意見決定の件            （教育職員課） 

報告第 16号 平成 29年度西宮市一般会計補正予算(第 6号)(12月定例会教育委員会所管分)に関する意 

見決定の件                             （教育総務課） 

報告第 17号 損害賠償の額の決定に係る専決処分に関する意見決定の件        （中央公民館） 

報告第 18号 西宮市学校教育事業審査委員会臨時委員委嘱の件            （学校教育課） 

報告第 19号 人事に関する件  ※非公開                     （教育職員課） 

 

＜一般報告＞  

一般報告①  第５次西宮市総合計画・基本計画の検討状況について          〔教育企画課〕 

一般報告②  ＰＴＡと個人情報保護法改正について                 〔社会教育課〕 

一般報告③  文化財保護法の一部の事務が兵庫県から西宮市へ移譲されることについて  〔文化財課〕 

一般報告④  大坂城石垣石丁場跡東六甲石丁場跡の史跡指定の答申について       〔文化財課〕 

一般報告⑤   児童・生徒の状況について  ※非公開               〔学校保健安全課〕 

 

＜資料による情報提供＞ 

・第 11回(平成 29年 12月)定例市議会における一般質問の答弁について        （教育総務課） 

  

 

                                         以 上 

 

傍 聴 ０名 
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重松教育長 ただ今より、平成２９年度第９回教育委員会定例会を開催いたします。 

議事録署名委員には、側垣委員を指名します。よろしくお願いします。 

初めに、１０月１１日の定例会の議事録の承認を行います。議事録は既にお手元

に送付し、確認していただきましたが、簡単な字句の訂正を除き、承認してよろ

しいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 それでは、承認します。 

なお、簡単な字句の訂正があれば、事務局にお伝えください。 

ここで、各委員に確認します。本日の議題の内、議案第４２号は市議会に報告す

る案件で、現時点では公表されておりません。又、報告第１９号は人事に関する

案件、一般報告⑤は個人情報を扱う案件であり、公開により率直な意見交換がで

きなくなる恐れがある為、非公開としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認め、非公開とします。 

初めに私から報告をさせていただきます。 

１２月１５日に、県の学力向上シンポジウムがありました。その中で、学力検査

や調査等を受けた、今の子供達の課題についての報告と、アクティブラーニング

の模擬授業がありました。それを聞いて、気になったことが何点かありますので、

報告をさせていただきます。 

まず、国語と算数、数学について。西宮でも同じでしょうが、全体として次のよ

うな問題点があると言われました。 

国語についてですが、小学校では、必要な内容を簡潔に書くことができない、ま

た、自分の考えを広げたり深める為の目的意識を持った話し合いができないこと

を挙げられました。中学校では、自分の伝えたい事を相手にわかりやすい語句を

選択して明確に言い表すことができない、また、他人の表現の意図や工夫を見つ

けたり、それに対する自分の考えを具体的に書く事ができないということを言わ

れました。以前に、今の子供達の問題点として、教科書等がきちんと理解できて

いないのではないか、読解力に問題があるのではないかという話をしたと思いま

すが、やはりそういった問題が出てきているのだと思います。 
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教科書レベルの問題でどのようなことが理解できてないかという例として、「幕府

は１６３９年、ポルトガル人を追放し、大名には沿岸の警備を命じた。」という文

章と、「１６３９年、ポルトガル人は追放され、幕府は大名から沿岸の警備を命じ

られた。」という文章の意味は同じか、違うかという設問が挙げられていました。

前の文章は幕府が大名に命じ、後の文章は幕府が大名から命じられたとなってい

ますが、この文章が同じ内容だと答えたのは、中学生で４２％、高校生で２７％

もいたという結果になっています。 

一生懸命、色々な知識を覚える勉強をしていますが、きちんと関係性が把握でき

てないのではないかということを、この結果から感じました。 

算数、数学でも同じことが起きており、例えば小学生では、図や表を書いて決ま

りを見つけたり問題を解決することができず、正しい数量関係を捉えることや簡

単な言葉や式を用いて表現することもできなくなっています。中学生では、数学

的に表現された結果を事象に即して解釈することができない。事象を数学的に解

釈し、問題解決の方法を表、式、グラフの要素と関連付けて説明できないと言わ

れています。関連付けができないので、図や表があっても、それが何を意味して

いるのか分からず、自分が言いたいことを表すのに、どの表やグラフを使えば良

いかが判断できなくなっています。 

そういった力を付ける為に、「主体的、対応的で深い学び」と言われているわけで

す。そのことを学校側が理解できているのか。先生方に研修をしていかなければ

ならないと思います。県でも、全県の先生を集めて、模擬授業という形で、一つ

は従来の授業、もう一つはこのようにしたらよくなりますという形態の授業を実

施しましたが、そのことを、どの程度先生方が理解されているのかと感じました。 

それに関係して、今まで、教師はＡＩでは代替できないと言われていましたが、

知識理解を付けるだけあれば、ＡＩでも十分できると言われるようになってきま

した。コンピュータソフトを使いゲーム形式で、漢字の意味や英単語の知識、計

算問題を教えることは可能だそうです。ただ、実際の場面で計算をどう使うのか。

足し算ができても、買い物に行っておつりをもらうのに、計算機がないとできな

いのでは困るので、暗算も必要になってくる。実際にその知識が使えるかどうか

が、今後の大きな課題だと思っています。教師も、今までのように単に教えて知

識を付けるだけではなく、子供達に考えさせるような授業を展開していく必要が

あると今回の発表で感じました。自分で考え、自分で判断し、これからどう行動

するかを決めることが求められる時代になってきていると思っています。 

この間新聞に、数学のＡＢＣ予想という難問を、京大の先生が証明したと出てい
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ましたが、応用力を持ち、自分で考えられないと絶対に証明はできない。あの人

は４８歳ですが、今の若い世代は、自分で考えることができるのか。今までは日

本人もノーベル賞を受賞していますが、これからは無理だとも言われています。

それは、先ほども言いましたが知識の理解はあるが、それをどう使うかという応

用力がなくなっているからです。何か困ったことがあると、どうしたらいいのか

を尋ねるだけになっていることが、問題ではないかと感じています。今後、そう

いったことも、考えていかなければならないと感じましたので、報告させていた

だきました。 

今の、話について何かご意見ありますか。 

  

西川委員 幕府云々の話で、４２％の中学生が分からないというのは、大変ショックな数字

だと思いますが、何が原因でそうなったのかという、話はあったのでしょうか。 

  

重松教育長 原因はわかりませんが、他の項目との関連でいうと、読書が好きかどうかは関係

ないようです。だから、自分で考えさせないといけない。読書が好きな子でも理

解できていないということは、本当に本の内容をきちんと理解できているのか疑

問です。映画を見ていて、みんなが笑うところで、「はあ？」という顔をしたり、

みんなが泣きそうなところで笑っているようなことが起こる可能性がある気がし

ます。だから、ジョークを言っているのに、ジョークにならずに会話ができない。

そのような食い違いが、多く出てきていると感じています。 

  

西川委員 スマホが原因の一つであるとか、家庭環境が関係しているとか、そういった話は

ありますか。 

  

重松教育長 それは、結果としては出てきていなかったようですが、あるかもしれないですね。

調査しているかもしれません。 

他に、何かありますか。 

  

側垣委員 今のお話を伺って、人間の関係性について考えました。やり取りという言葉があ

りますが、誰かがこう言ったらこう返して、お互いにやり取りする。それが最近、

どちらかからの一方的な発言になっている。そのような傾向が、小さな子供達に

もあって、自分で考える力を現場でなかなか提供できていない。そういったこと

が、幼児期の子供達の育ちにも出ていると感じるところがあるので、本当の意味
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でのやり取りができる関わり方をしなければならないと、改めて感じました。 

  

重松教育長 ありがとうございます。 

他に、ありませんか。 

ないようですので、審議に入ります。 

議案第４１号「教育財産用途廃止の件」を議題とします。 

学校管理課長、お願いします。 

  

学校管理課長 議案第４１号「教育財産用途廃止の件」について、ご説明いたします。 

本件は、平成２９年６月１４日の一般報告で、予告しておりましたが、旧高須東

小学校の跡地利用につきまして、平成３０年度より保育所施設用地及び貸付事業

用地としての活用に向け、各事業課において事務を進めることとなりました。 

現在、教育委員会が所管する旧高須東小学校の土地及び建物について、教育財産

としての用途廃止を行い、平成３０年３月に保育施設用地をこども支援局、貸付

事業用地を総務局に、それぞれ所管替えを予定しております。 

お手元の資料「別紙１」をご覧ください。 

こちらは土地及び建物の所管替え先をまとめたものです。 

上段の建物配置図の青線で囲んでいる部分を保育施設用地、赤線で囲んでいる部

分を貸付事業用地として活用する予定です。下段の青で着色している土地・建物

をこども支援局、赤で着色している土地・建物を総務局にそれぞれ所管替えを行

います。 

次に、お手元の資料「別紙２」をご覧ください。 

こちらは、跡地活用の今後の事業スケジュールを示したものです。平成３０年度

より保育施設用地にて保育施設の新築工事、貸付事業用地にて既存の建物の解体

撤去工事を行う予定となっております。 

以上です。 

  

重松教育長 説明は終わりました。これより質疑討論に入ります。 

本件にご意見、ご質問はありませんか。 

  

前川委員 用途廃止で教育財産が所管替えになる、と前回お話がありました。教育財産が所

管替えになるということは、教育委員会で管轄していたものが減っていくような

イメージを持ってしまいがちですが、全市的な視点に立てば、こういったことも
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あるし、逆に、教育委員会に教育財産として所管替えもある。だんだんやせ細っ

ていくのではなく、オール西宮として所管替えが行われていると理解したいです。

逆パターンの、所管替えの事例があるのか教えてください。 

  

学校管理課 今、委員からご質問がありましたように、逆のパターンもございます。最近の事

例では、浜甲子園中学校の南東に市営住宅があり、そちらが廃止になった契機で、

土地が浜甲子園中学校の南東に接続しておりますので、学校用地として引き受け

た事例がございます。 

  

前川委員 そのように、全市的な視点から有効利用が図られるように願っています。ありが

とうございます。 

  

岩本委員 こども支援局の保育施設ができるということですが、総務局の貸付事業用地は、

この後どのように使われる予定なのでしょうか。全くの白紙なのか、それとも何

か予定があるなど、お聞かせください。 

  

学校管理課 ただ今の委員のご質問ですが、この貸付用地につきましては、サウディング調査

を行っており、一定使用価値があるという評価を受けております。サウディング

での、事業者の提案は、複合施設として、高齢者向け施設の中に店舗等も含めた

ような提案があったように聞いております。今後、建物の解体後に事業者を募り、

そこで正式にどういった用途で使うのか決まっていくことになります。 

  

岩本委員 保育施設に隣接するので、どのような建物ができるのかは、気になるところです

ので、よろしくお願いいたします。 

  

重松教育長 他にありませんか。 

なければ、採決に入ります。 

議案第４１号「教育財産用途廃止の件」については原案の通り可決してよろしい

でしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。よって議案第４１号は可決されました。 
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つづきまして、議案第４２号「安井小学校教育環境整備事業基本計画(素案)策定

の件」を議題とします。 

学校施設計画課長、お願いします。 

  

学校施設計画課

長 

安井小学校教育環境整備事業計画（素案）策定の件について付議させていただき

ます。 

教育委員会では、教室不足や運動場不足、児童の増加傾向、校舎の老朽化等から、

特に教育環境の改善が必要な学校を『優先校５校』として公表し、順次、計画的

に事業を進めているところでございます。平成２７年度以降、香櫨園小学校、西

宮養護学校、春風小学校と基本計画をまとめ、次の対象校が、安井小学校となり、

残るは、瓦木中学校となります。 

それでは、資料に沿ってご説明いたします。 

まず、安井小学校の現状になります。現在の児童数は７１１名でございます。校

舎棟を見ていただきますと、北校舎棟が昭和３５年建築で、築６０年を経過して

おり、特に老朽が著しい状況です。 

安井小学校の位置ですが、敷地の南側にＪＲが走っており、敷地の西側が体育館

となっております。安井小学校では、公道を渡って体育館に行くことになります。 

続きまして３ページです。 

児童数、学級数の今後の推移でございます。今後の推移は、現在把握している新

規マンション等の影響も踏まえ、増加傾向を見込んでおります。学級数も現在２

３学級ですが、恐らく２６学級に達する見込みであると考えております。児童数

は、現在７０４人ですが、上昇傾向がしばらく続き、まだピークが見えていない

状況でございます。 

３番の現況の配置図です。上が北側になりますが、北側に北校舎、西に西校舎、

東に東校舎という、コの字型になっており、先ほど申し上げたように南側にはＪ

Ｒが接している状況でございます。西の道路を挟んで体育館がありますが、体育

館は昭和６０年とまだ新しいので、今回の改築の対象とはしておりません。 

また、北校舎の南側に、仮設校舎４教室が設置されておりますが、このままの状

態ですと、更に仮設校舎の設置が必要になる状況です。 

同様に、敷地の南側の育成センターも既に不足が見込まれており、それを解消す

ることも課題となっております。また、狭い運動場がこのままでは更に狭くなる

現状がございます。 

４ページをお願いします。 
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そのような状況を解消することが、今回の校舎改築の目的です。更に、児童一人

当たりの運動場も不足しており、できるだけ運動場を確保できるよう検討が必要

です。また、学校施設は地域の避難所としての役割を果たす為、児童や地域にと

っての安心安全の確保が必要です。以上のことから校舎改築により老朽校舎の解

消と教育環境の改善を図りたいと考えております。 

２番の基本計画策定の経過でございます。基本計画の段階では学校づくりの大き

な方針、校舎の規模や配置、工事概要等、事業の骨格を協議いたします。平成２

８年７月に基本計画に着手し、校区内の自治会長、関係団体、ＰＴＡ会長、教職

員等で構成する西宮市立安井小学校校舎改築推進委員会を設置し、これまで６回

推進委員会を開催し協議を行っております。また、近隣住民や、保護者にも影響

がございますので、その方を対象に計画に関する説明会を行っております。 

３番の整備内容ですが、体育館を除く全ての校舎棟の改築を行います。鉄筋コン

クリート４階建て、延べ床面積は約８，６００平方メートルを予定しております。

通常学級２６学級及び特別支援学級３学級を想定し、今後の児童数増加に対応で

きる規模や仕様で計画しています。課題となっております運動場の面積は現状の

５，６００平米に対し、改築後６，２００平米と１割程度増加できるよう計画し

ております。 

また、今回、利用児童数の増加が見込まれる留守家庭児童育成センターの増設も

行います。体育館は、まだ新しいので改築の対象とはしておりませんが、公道を

横断して移動する状況ですので、今回の改築に合わせ、校舎棟から体育館まで、

道路の上の空中通路の設置も計画しております。空中通路の設置に関しましては、

関係機関の許可、建築審査会の同意が必要となります。 

次に、地域の避難所としての機能を確保する為に、校舎内に備蓄倉庫の確保、災

害時用トイレの設置も予定しております。また、地域利用にも配慮した設計を検

討したいと思っております。校舎改築等にかかる整備費、仮設校舎の設置費や運

動場整備費込みで、約４９億１千万円を見込んでおります。 

今回、課題となりましたのが階層です。 

この安井地区には、地区計画があり、新しく建てる建物については、高さが１２

メートル以内に制限されています。今回、運動場確保の為、運動場に設置してい

るプール及び関係諸室を４階に配置することで、一部４階建てを考えております。

その結果、建物の高さが１２メートルを超える為、条例上の特例許可を受ける必

要がございます。その為には、近隣の皆様や地域の方に趣旨をご理解いただき、

建築審査会の同意が必要となる特例許可を予定しています。 
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ご覧のようにプールが敷地の南東角にございますが、改築後につきましては、改

築校舎の西の南側に置くことで、運動場も一定増えると考えております。 

続きまして６ページでございます。 

これはどの学校でも同じですが、改築校の学校づくりの基本方針を挙げておりま

す。安全・安心な学校づくり、多様な学習に対応できる学校づくり、快適な学校

生活環境づくり、災害を想定した学校づくり、地域に根差した学校づくり、環境

を考えた学校づくりを方針としております。 

７ページをご覧ください。 

ここからが校舎改築の基本計画になりますが、まず主な計画諸室等でございます。

これも今までの改築校とほぼ同じような諸室を考えております。 

８ページをご覧いただきたいと思います。 

校舎の配置計画です。敷地南側はＪＲと隣接していることや、教室や運動場への

採光などを考えますと、改築校舎も現況と同様に、敷地の北側に配置することが

適当と考えます。その場合、改築工事中は、運動場に一旦、仮設校舎を設置し、

学校生活を送ることになります。工期中の運動場を確保する為、現在の東棟にあ

る給食室を利用しながら工事を進める為に、東棟は最後まで残そうと考えており

ます。そうすると、改築後の校舎形状は、東の方にあいた『Ｌ字型』になります。 

また、近隣への影響が懸念されるプールや給食室は、できるだけ近隣の家から離

れた場所、敷地の南西角に配置の予定です。改築後は敷地東側の校舎がなくなる

為、音や土ぼこりの影響が考えられます。それらをできるだけ減らす為、植栽や

防じんネットの対応に加え、土壌改良剤の使用も計画しております。 

３番の工期です。これだけの工事を一度に行うかどうかを、検討、協議いたしま

した。全ての仮設校舎を一度に設置するケース、これだと工期はⅠ期で終わりま

す。若しくは、工事を２回に分けて、仮設校舎の規模を減らすケース。半分の仮

設校舎にして、解体して改築を２回繰り返すといった、工期がⅡ期になるケース

も検討いたしました。工期がⅠ期の場合、工期中の運動場は、１，６００平米程

度で現況の３割程度、校舎の改築期間は、概ね２年になると思われます。一方、

工期がⅡ期の場合ですと、工期中の運動場は最低で約２，２００平米、現況の４

割程度確保できますが、改築期間は概ね３年となります。工事中の騒音や振動、

児童の安全、近隣への配慮を考えますと、工期はⅠ期で行くのが適当だと考えて

おります。 

続きまして９ページの４番です。 

工期中の学校運営についてです。工事中、運動会の開催や、最初にプールを解体
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しますので、工事中の運動場の代替等の対応が必要となります。今後、詳細設計

の段階で、学校と十分協議をしながら検討を進めることになりますが、現在の方

針として、工期中の運動会やプールの授業については、２カ年自校で実施ができ

ないので、他校か他の施設で実施できるよう検討しております。また、工期中の

運動場が狭くなりますので、児童への影響ができるだけ軽減されるように、学校

では体育の授業を工夫いただくと共に、必要に応じて運動場の代替として、他校

や他施設の利用も検討してまいりたいと思います。近隣に適当な施設がない場合、

バスによる移動等も検討せざるを得ないと考えております。 

５番の事業工程です。平成３０年２月から３月にかけまして、パブリックコメン

トを行い、基本計画を確定したいと考えております。基本設計が確定後、平成３

０年７月に基本設計実施設計に着手し、平成３２年度のプールの授業終了後、プ

ールの解体から工事着手になります。プールの解体後、敷地南側に仮設校舎の設

置、子供達の引っ越しが終わりましたら、平成３３年度当初から校舎解体工事に

入り、２年をかけ平成３４年度の改築校舎竣工を目指しております。その後、仮

設の解体や運動場整備、外向整備などを行い、最終的に平成３６年度中の事業完

了を計画しています。 

１０ページでございます。 

詳しい設計はこれからになりますが、現在の改築校舎の計画というところで、各

階の平面図を載せております。１階部分は、Ｌ字型で管理諸室、昇降口などが配

置されます。敷地の南西角に給食室。育成センターは、運動場の支障にならない

敷地の南西角に新設し、２、３階部分は普通教室になります。６学年の学年ユニ

ットを２階部分に３つ、３階部分に３つということで、中廊下式の３学年ずつの

学年ユニットを考えております。また、できるだけ運動場を広くということで、

プールだけを４階部分配置する状況になります。 

最後１２ページになります。 

改築校舎のボリュームイメージでございます。現在は、敷地に対してコの字型に

なっておりますが、改築後は東側に開いたＬ字型、運動場が広がり、体育館への

空中通路も架けられる為、教育環境の改善が図れると考えております。 

本日は、教育委員会会議でご議論をいただきました後、来年の２月ぐらいに市議

会に報告後、パブリックコメントを予定しております。 

説明は以上です。よろしくお願いします。 

  

重松教育長 説明は終わりました。これより質疑討論に入ります。 
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本件にご意見、ご質問はありませんか。 

  

前川委員 この基本計画は、学校の整備だけではなく、育成センターや体育館への通路など、

色々な角度から考えられたよい計画になっているように思いました。ただ、課題

等も色々あるということで、これからも検討を進めていただきたいと思いますが、

基本計画の時点での、空中通路のことを教えてください。 

市内には、雨の日には校舎から、傘を差して運動場を通ったり、陸橋を渡ったり

して体育館に入る学校もあります。そこに比べると、空中通路というのは、雨風

が避けられて、校舎から直接渡れると大変いいと思っています。どういった形状

なのか等、お話いただける範囲で教えてください。 

もう一つは、教育課程の円滑な実施は学校にとって、最も大切な使命となるとこ

ろです。これについては、阪神淡路大震災後に、もっと長期間、運動場が利用で

きなかった学校が市内には数々あります。そういう学校の教育課程の円滑な実施

の実績と経験、これらをぜひ生かしてもらえたらと思います。 

  

学校施設計画課

長 

まず１点目の空中通路ですが、資料の１１ページをご覧いただきますと、２階部

分と３階部分に、飛び出た部分がありますが、これが空中通路になります。高さ

の関係もあり、恐らく２．５階部分に空中通路を架けて、校舎から直接渡れるよ

うになります。そこから道路上を通り階段で降りる感じになりますが、さすがに

体育館の中に降りるのは難しいので、体育館の敷地の中に着所を置くことを考え

ております。当然、雨風のことがありますので、屋根は付くと思いますが、壁に

つきましては、景観や圧迫感のことを言われておりますので、どの程度になるか

は、近隣との今後の協議になると思います。 

それとおっしゃる通り、運動場が狭い状況が続きますので、児童の体力低下にな

らないようにというところを、危惧しております。できるだけ学校の工夫などに

よって、影響が低減されるよう学校と協議してまいります。 

  

側垣委員 防災対策についてお伺いします。 

ここが地域の方々の避難所ということですが、この前南甲子園小学校を見せてい

ただいたときに、特別教室や視聴覚室等は、地域の方々が避難された時に使える

と伺いました。この学校は、ＪＲの北になるので南甲子園小学校と環境は違いま

すが、備蓄倉庫の他に、非難時に利用できるような階はあるのでしょうか。 
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学校施設計画課

長 

おっしゃる通り、津波では避難しないかもしれませんが、災害時には、体育館が

まず一時的な避難場所になると思います。ですので、備蓄倉庫は、もちろん確保

する必要があると思っておりますし、体育館に避難を想定した形で、現況の西校

舎の敷地沿いに、災害用のマンホールトイレ、災害時用にも使えるようなトイレ

を設置しようと考えています。それと体育館と校舎が空中通路で繋がりますので、

家庭科室などの特別教室が避難時にも体育館と連携して対応できるよう、詳細設

計できないかと考えております。 

  

側垣委員 特に空調ですが、避難された高齢の方や幼児等も、阪神大震災の時は、本当に寒

くて暖房もない中で皆さん困られていました。また、夏の暑い時も、体育館では

空調を望めないので、そういった特別な配慮を要する方が避難された時に、対応

できるように、配慮していただけたらと思います。 

もう１点、屋上プールはもちろん耐震設計をされていると思いますが、大きな揺

れが来た時、阪神大震災でも、神戸市社協の建物の上にプールが破損して下が大

変なことになりました。安井小学校でも、屋上に大量の水があり、プールが破損

して、その水が漏れる可能性もありますが、そのあたりの配慮はどうなっている

のでしょう。 

  

学校施設計画課

長 

おっしゃる通り、プールがない方が加重的にはいいと思いますが、設計に関して

は、他の学校でも屋上にプールがある状況での構造計算で、耐震性については確

保できているということで、許可を頂いており、安全には万全を期したいと思っ

ております。 

  

側垣委員 プールの水を、断水した時にトイレの排水にも使えるよう準備をしていれば、何

日間かは耐えられるようなので、そういったことも含めて工夫されたらどうでし

ょうか。私は専門家ではありませんが、屋上にあれば水圧もかかります。 

  

学校施設計画課

長 

４階のプールの水を、トイレ等何かがあった時に使えるようにということは、詳

細設計で検討したいと思っております。 

  

重松教育長 他にありませんか。 

なければ採決に入ります。 

議案第４２号「安井小学校教育環境整備事業基本計画(素案)策定の件」について
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は、原案の通り可決してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。よって議案第４２号は可決されました。 

次に報告第１５号「西宮市一般職員の給与に関する条例及び西宮市一般職の任期

付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定に関する意見決定の件」

を議題とします。 

教育職員課長、お願いします。 

  

教育職員課長 それでは、報告１５号「西宮市一般職員の給与に関する条例及び西宮市一般職の

任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定に関する意見決定の

件」につきまして、説明いたします。 

本件は、平成２９年人事院勧告に基づき、本市一般職員について給与改定等を実

施することに伴い、教育職給料表の改正を行うものでございます。 

１２月８日の改正国家公務員給与法の可決成立を受け、市総務局がこの１２月定

例会に条例改正提案し、審議を経て昨日１２月１９日に可決されました。この為、

「教育長に対する事務委任等に関する規則」第３条第２項但し書きの規定により、

緊急やむを得ないものとして、教育長の臨時代理を行い同条第３項の規定により

報告させていただきます。 

お配りしております報告第１５号の資料５ページに高等学校教育職の給料表とな

る改正後の教育職給料表（１）を、８ページに幼稚園教育職の給料表となる改正

後の教育職給料表（２）を示しております。 

改正内容ですが、１１ページには教育職給料表（１）、１３ページには教育職給料

表（２）の新旧対照表を示しており、現行の給料表と比較しますと、それぞれ 

４００円から２，１００円の増額改定となります。 

また、今回改正予定の給料表は、兵庫県の教育職給料表に準じております。 

最後に、改正条例の施行期日でございますが、公布の日から施行し、平成２９年

４月１日に遡って、適用いたします。 

説明は以上です。よろしくお願いします。 

  

重松教育長 説明は終わりました。これより質疑討論に入ります。 

本件にご意見・ご質問ありませんか。 
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なければ、採決に入ります。 

報告第１５号「西宮市一般職員の給与に関する条例及び西宮市一般職の任期付職

員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定に関する意見決定の件」につ

きましては、これを承認してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認め、承認します。 

つづきまして、に報告第１６号「平成２９年度西宮市一般会計補正予算（第６号）

１２月定例会教育委員会所管分に関する意見決定の件」を議題とします。 

教育総務課長、お願いします。 

  

教育総務課長 平成２９年度西宮市一般会計補正予算（第６号）、１２月定例会の教育委員会所管

分につきまして、ご説明いたします。 

資料を１枚めくっていただきまして、１ページの「第１表 歳出予算補正」をご

覧ください。教育費は、528 万 2 千円を増額補正し、補正後を 191 億 2,785 万円

といたします。 

内訳は次の２ページをご覧ください。補正理由は、先の教育職員課長の説明でも

触れましたが、人事院勧告に基づき実施される、国家公務員の一般職の給与改定

に伴い、本市職員の給与についても所要の改定を行います。４月に遡って差額を

支給する為、職員の給与費の、給料、職員手当等、共済費を増額するものです。 

議会に上程する期日の関係で、１２月１日に、規則に基づく教育長の臨時代理に

よって決定いたしましたので、これを報告させていただき、ご承認を求めるもの

でございます。 

なお、本件につきましては、昨日１９日の総務常任委員会に付託され、審議の結

果、本会議で原案の通り可決されました。 

説明は以上でございます。 

  

重松教育長 説明は終わりました。これより質疑討論に入ります。 

本件に、ご意見・ご質問はありませんか。 

なければ、採決に入ります。 

報告第１６号「平成２９年度西宮市一般会計補正予算（第６号）１２月定例会教

育委員会所管分に関する意見決定の件」については、これを承認してよろしいで
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しょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認め、承認します。 

つづきまして、報告第１７号「損害賠償の額の決定に係る専決処分に関する意見

決定の件」を議題とします。 

中央公民館長、お願いします。 

  

中央公民館長 報告第１７号「損害賠償の額に係る専決処分に関する意見決定の件」について、

ご説明いたします。 

お手元の資料の１ページの「損害賠償の額の決定に係る専決処分（指定事項第２

号該当）」の表をご覧ください。 

西宮市立若竹公民館で、講座の実施等を業務委託している西宮市立若竹公民館活

動推進員会から中央公民館の職員が受領した預かり金を、西宮市立若竹生活文化

会館の金庫で保管していたところ、管理が不十分であった為、これを紛失したも

ので、損害賠償の額は、預かり金相当額４８，６００円でございます。 

次に、２ページ「損害賠償に係る専決処分に関する意見」をお願いいたします。 

市長が専決処分を行う際には、教育委員会の意見を提示いたしますが、本件は、

１１月１７日に預かり金を紛失したことが判明し、その預かり金は、損害賠償の

相手方となる、若竹公民館活動推進員会が、１２月８日に事業の実施を予定して

おりましたバス研修の参加者から集めた参加費であった為、１１月２８日に「教

育長に対する事務委任等に関する規則」第３条第２項の規定に基づき、教育長が

教育委員会の議決を経ることなく臨時に代理して、市長が行う専決処分に異議が

ない旨の意見決定を行い、同日市長による損害賠償の額の決定に係る専決処分が

行われ、本日の教育委員会会議に報告し、ご承認をお願いするものでございます。 

次に、資料の３ページ「示談書（案）」をご覧ください。 

本件、損害賠償の相手方である西宮市立若竹公民館活動推進員会とは、１１月３

０日に示談書（案）の内容で示談を締結し、１２月７日に損害賠償金を支払い事

故解決し、１２月８日に予定どおりバス研修が実施されております。 

なお、今後の再発防止策としまして、若竹公民館の預かり金を一定期間保管する

場合は、金融機関に入金することとし、当該金庫での保管を極力行わないこと。

これまで金庫の鍵の保管を若竹生活文化会館職員３名で行っておりましたが、今
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後は２名のみで行い管理体制を強化すること。以上２点を実施すると共に、他の

公民館におきましても、預かり金の金庫での保管を極力行わないようにするなど、

再発防止に努めてまいります。 

説明は以上でございます。 

  

重松教育長 説明は終わりました。これより質疑討論に入ります。 

本件に、ご意見・ご質問はありませんか。 

  

西川委員 賠償そのものはそれでいいと思いますが、金庫で保管していて紛失というのは、

盗難という意味ですか。そうではない可能性があるのですか。 

  

中央公民館長 西宮警察署に被害届を出しておりまして、現在捜査中でございます。 

この金庫ですが、平日の昼間の時間帯におきましても、ダイアルをずらしてはお

りませんが施錠しており、金庫は開かない状態にしております。夜は、ダイアル

を回しておりますし、金庫の鍵も、わかりにくいところに保管しており、若竹生

活文化会館長と、係長２名しか鍵のある場所を知らないという状態で運用してお

りましたが、今回このようなことになってしまったということです。金庫の中に

は、預かり金以外にも公民館使用料、つり銭、還付金といったものがありました

が、盗難に遭ったのは、バス事業に関する預かり金だけで、事件性もあるという

ことで、西宮警察署に被害届を出しました。 

  

西川委員 わかりました。 

  

側垣委員 金庫で預かるという、その預かり金の取扱規定や、管理規定は、これまで整備さ

れていたわけですよね。そのあたりはどうなのでしょう。 

  

中央公民館長 このお金ですが、若竹生活文化会館の活動推進員会という、教育委員会が事業委

託しております地域の団体から預かったお金でございます。この団体が、行うバ

ス事業の受付を１１月１３日に行いました。そこでお金を持ち帰ることもできま

したが、１週間程度はキャンセルがあれば返金するという取り扱いであったため、

若竹生活文化会館の金庫で一時的に保管をしておりました。このお金は、バス事

業の参加者からの預かり金で、厳密には西宮市の公金ではなく準公金という扱い

であると会計室でも判断され、預かっている場所が市役所の金庫であること、活
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動推進員から公民館の職員が預かったことから、今回のこの損害賠償に該当する

という判断がなされました。 

今後につきましては、中央公民館でも取り決めを行い、この件も含めて、一時的

な預かり金や、市民文化祭での預かり金がございますが、極力金庫での保管を行

わないように、適宜対応する予定でございます。具体的には、極力、推進員会事

業の場合は、推進員会の口座がありますので、そちらで、管理してもらう予定で

ございます。市民文化祭の方につきましても、極力現金での取り扱いをしないよ

うに、主催者である文化振興財団と協議を行っているところでございます。 

以上でございます。 

  

側垣委員 預かり金とはいえ、市民の財産ですのでそれが、市の管理している場所で紛失あ

るいは盗難は、基本的にはあってはならないことですし、信頼関係を損なうもの

だと思います。ぜひ今後とも注意していただきたいと思います。 

  

中央公民館長 今、委員がおっしゃいましたように、市民に対して信頼を失っている事案である

と思っており、誠に申し訳なく思っております。この事業の当日１２月８日にも、

出発前に私共から参加者にお詫び申し上げ、紛失した２６名の方に対して連絡を

行い、書面を送りまして、できるだけ丁寧な対応をさせていただいております。

今回、４万８，６００円のお金もですが、住所・名前・生年月日・電話番号が書

かれた資料も紛失しており、こちらはまだ出てきていないということで、何かあ

りましたら、真摯に対応させていただくことを、参加者にお伝えしております。 

  

前川委員 意見として聞いてください。 

この件については、しっかりと解決に向けて対応され、再犯防止策にも触れて、

十分に責任を自覚した報告をいただいたと思います。公民館には限らないと思い

ますが、学校にも、色々なところにも金庫があります。これが、誰の手によって

いつ、何の為に開けられたか、そして次に、誰が開けたのか。このようなことは

どこでも、ちょっとしたゆるみで起こると思います。校長をやっていた時には、

校長室に金庫がありました。これを校長の知らない間に、他の人が開けるなんて

ことは、あってはならないです。金庫の中には大事なものが入っています。です

から、何の為に、誰が、いつ、開けているのか把握することを、これを機会に全

体でしっかりと気を引き締めて取り組んでいけたらと思います。どうかよろしく

お願いします。 
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重松教育長 確かにお金の問題だけではなく、金庫の管理をきちんとするのは大事なことなの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

他にありませんか。 

なければ、採決に入ります。 

報告第１７号「損害賠償の額の決定に係る専決処分に関する意見決定の件」につ

いては、これを承認してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認め、承認します。 

つづきまして、報告第１８号「西宮市学校教育事業審査委員会臨時委員委嘱の件」

を議題とします。 

学校教育課長、お願いします。 

  

学校教育課長 報告第１８号「西宮市学校教育事業審査委員会臨時委員委嘱の件」について説明

させていただきます。 

「西宮市学校教育事業審査委員会」は、平成２７年１２月議会で西宮市附属機関

条例を改正し設置したものです。担当事務は、学校教育事業を委託する事業者選

定等の調査及び審議です。特に学校教育に係る委託業務においては、学校教育に

関する専門的知識や十分な経験を要する事業など、価格のみの競争では目的や内

容にふさわしい事業者を選定できない場合がございます。その場合の事業者を、

公募型プロポーザル方式で選定する時に、教育行政の公平性、透明性を図り、説

明責任を果たす為、外部委員により厳正かつ公平に審査するものです。 

平成２８年１月の臨時会で委員として、資料の一番下の（参考）一覧表にござい

ます元西宮養護学校校長の金高玲子さん、大阪大学大学院教授の志水宏吉さん、

元市立中学校校長の屋代鶴夫さんと、今は退任されている為、表にはありません

が元市立中学校校長の吉村公明さんの４名を選任させていただきました。 

この審査委員会は、案件の専門性に応じて専門部会を立ち上げ、当初選任された

委員の他に、臨時委員を追加選任できることになっています。 

今回、平成２７年度に選定いたしましたＡＬＴの派遣業者との契約が３年の期限

を迎えましたので、新たに平成３０年度から３カ年の予定で、公募型プロポーザ

ル方式による業者選定を行いたいと考えております。つきましては、事業者から
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の提案について、専門的な見地から審査・評価を行う為、藤岡和代さん、大林英

夫さん、多田玲子さんの３名を臨時委員として追加し、当初委員の屋代鶴夫さん

と合わせた４名で、専門部会の「小中学校外国人英語指導助手派遣業務部会」を

立ち上げ、審査・評価に当っていただきます。 

選定スケジュールの都合上、１２月１日より業者の募集を始める必要があり、１

１月１６日に規則に基づく教育長の臨時代理により、３名への委嘱を決定いたし

ましたので、ご報告させていただき、ご承認を求めるものでございます。 

説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

  

重松教育長 説明は終わりました。これより質疑討論に入ります。 

本件に、ご意見・ご質問はありませんか。 

  

側垣委員 新しく委嘱された３名の方は、どういった方でしょうか。 

  

学校教育課長 藤岡和代さんは、高校の英語科の教員であり、元市立西宮高等学校長です。また、

教育委員会事務局在職中は、国際教育の担当係長を務めておられました。 

大林英夫さんは、西宮市立小中学校の校長をお勤めになられました。小学校にも

中学校にもお勤めになられた経験をお持ちで、退職後は、兵庫教育大学教職大学

院で外国語教育の業務も担当されておられました。 

多田玲子さんは現在、大阪教育大学の非常勤講師で、外国語教育が専門でいらっ

しゃいます。小学校の外国語活動の早期化、教科化への対応についてということ

で、近隣の市町でも、アドバイスを求められる存在でございます。 

  

前川委員 委員を委嘱する場合には略歴を資料として添付することを、お願いしていたと思

いますが、今回は、資料が添付できない事情がありましたか。 

  

学校教育課長 ご指摘は、ごもっともでございます。今、口頭で説明させていただきましたが、

本来は添付しなければならず、失念していたものでございます。次回より添付す

るようにしたいと思います。 

  

重松教育長 よろしいですか。では、次回より、資料を添付するようお願いします。 

他にありませんか。 

なければ、採決に入ります。 
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報告第１８号「西宮市学校教育事業審査委員会臨時委員委嘱の件」については、

これを承認してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認め、承認します。 

報告第１９号は、秘密会で行いますので、関係者以外の職員は退出してください。 

  

 ＜関係者以外の職員退出＞ 

  

重松教育長 では、再開します。 

報告第１９号「人事に関する件」を議題とします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 他になければ、採決に入ります。 

報告第１９号「人事に関する件」については、これを承認してよろしいでしょう

か。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認め、承認します。 

次に、一般報告の①「第５次西宮市総合計画・基本計画の検討状況について」を

議題とします。 

教育企画課長、お願いします。 

  

教育企画課長 第５次西宮市総合計画・基本計画の検討状況について、ご報告いたします。 

なお、ご覧いただきましたように、内容は多岐に渡り、かつ量も多いので、本日

は概要のみお伝えさせていただきます。 

資料が４点ございます。資料①、資料②、それから参考資料①、参考資料②でご

ざいます。 

まず参考資料②をご覧ください。参考資料②は、７月４日の総務常任委員会で報

告をされたものですが、策定趣旨と基本方針が１ページに記載されております。
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それから２ページに計画期間等が書かれております。そこに記載されております

ように、５次総は平成３１年度からの１０年間の計画でございまして、市議会の

議決を必要とします。５ページに策定スケジュールが記載されております。今後、

議会開催ごとに報告を行い、今から１年後の平成３０年の１２月議会での議決を

目指しております。 

次に資料①、４次総施策の主な実績という資料をお願いします。詳細につきまし

ては割愛をいたしますが、こちらには、４次総での主な実績について記載をして

おります。黒の四角が４次総以前から継続して実施する取り組みでございます。

白の四角が４次総での新たな取り組みとなっております。なお、括弧内は全て年

度で表記をしております。 

続きまして、資料②をご覧ください。こちらは５次総における現時点での現状と

課題について、記載しております。なお、施策の分類や名称は、あくまで暫定の

もので、今後さらに整理をしてまいります。 

先程も申し上げましたが、一年後の平成３０年の１２月議会での議決を目指しま

すので、今後一年間をかけて策定していくものでございます。また、随時ご意見

等を伺いたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

報告は以上でございます。 

  

重松教育長 説明は終わりました。本件にご意見・ご質問はありませんか。 

  

前川委員 改めて違う立場で見て強く意識したのが、「芸術文化」の並びが「文化芸術」に変

わっているところです。それから、文化財が教育委員会の所管であることを、以

前よりしっかり表記されるようになっているのかなと。そのあたりまだ、内容が

煮詰まっていないのであればいいのですが、もし可能なら、そういった考え方や、

どのようなまとめ方になるのかなど、芸術文化や文化財のあたりでのお話を教え

ていただきたい。これが質問の一個目。 

それから、ここには表記がなかったと思いますが、「こども１１０番の家」と小学

校はとても結びつきが強いです。学校に着任したら挨拶にも回りますし、通学路

の安全点検では、年に１、２回、それらの家を確認をしたりします。表示を見る

と防犯協会と教育委員会の名前でプレートやステッカーがあります。この機会に

教えていただきたいのですが、教育委員会では、「こども１１０番の家」をどこが

所管しているのでしょうか。この２点についてお願いします。 
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教育企画課長 まず１点目の芸術文化などの並びの件でございますが、あくまで現時点での暫定

のものでございまして、また体系化された段階でご報告をさせていただければと

考えております。 

また、２点目の「こども１１０番の家」につきましては、警察の所管でございま

す。市教委の窓口としては、警察との関係から、学校保健安全課が一定担ってお

りますが、あくまで警察が所管されているものとの認識でございます。 

  

前川委員 教育委員会名でステッカーが貼ってあるので、見た人が教育委員会が所管してい

ると思われても仕方がないと思います。そのあたりを確認しておいてもらえばと

思います。 

  

教育企画課長 実物を見たことがございませんので、また確認したいと思います。よろしくお願

いします。 

  

重松教育長 他にはございませんか。 

来年１２月までを目指して、また、ご意見等伺いますのでよろしくお願いします。 

なければ、一般報告①を終了します。 

つづきまして、一般報告②「ＰＴＡと個人情報保護法改正について」を議題とし

ます。 

社会教育課長、お願いします。 

  

社会教育課長 一般報告②「ＰＴＡと個人情報保護法改正について」報告いたします。 

平成２９年５月３０日に、改正個人情報保護法が施行され、各学校のＰＴＡも法

の適用対象となったことを受け、社会教育課では、ＰＴＡ協議会と協議し、単位

ＰＴＡの会長や理事向けの研修、並びに各学校長、園長向けの研修を実施いたし

ました。 

任意団体であるＰＴＡ協議会及び単位ＰＴＡには、個人情報保護法が適用され、

市の機関である教育委員会及び学校には西宮市個人情報保護条例が適用されます

が、この件について、個人情報保護条例の所管課である総務局情報公開課に相談

すると共に、先ほど述べました研修会の講師を依頼したところ、村本課長が講師

を引き受けてくださいました。 

研修会では、村本課長に、今回添付しております資料に基づき、個人情報保護法

の制度趣旨や今回改正の趣旨を法的な観点から説明していただきました。今回お
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配りした資料は、兵庫県ＰＴＡ協議会が作成し、県下のＰＴＡ協議会への研修会

で配布されたものでございます。研修会では、資料の２ページの２に書いており

ます３点を明示し、次年度に向けて単位ＰＴＡで、対応が必要であることをお伝

えしました。 

一つ目は、現行の単位ＰＴＡの会則を改正し、ＰＴＡの個人情報取扱いについて

は「個人情報取扱規則」に定める、という条項を追加すること。 

二つ目は、資料の１３、１４ページの方にサンプルを付けておりますが、このサ

ンプルを基に、単位ＰＴＡが、各学校園の実情に応じた個人情報取扱規則を作成

し、一つ目の会則の改正と合わせて、来年度の総会で承認を得て各会員に周知す

ること。 

三つ目は、ＰＴＡ名簿作成の為に、資料の１１ページのひな形を基に、ＰＴＡ会

長名で依頼文を作成し各会員の個人情報を取得することです。 

今回は、既に名簿が存在するものとして、その更新処理と、新会員の名簿情報取

得を想定しておりますが、ＰＴＡによっては、既に入会届の提出を求め、独自に

名簿を作成しているところもあります。個人情報保護法の趣旨から、基本的には、

任意団体として「入会届」が必要であることも、研修会では伝えておりますので、

新会員からの名簿情報取得と合わせて、入会届の提出について取組むＰＴＡも出

てくると考えております。ＰＴＡ役員も、校園長も、研修を真剣に聞いていただ

き、積極的な質疑が行われました。また、研修会以降も、情報公開課では、各学

校からの質問に対応してもらっており、個別事情をお伝えすれば、事例毎の回答

をしていただいている状況でございます。 

教育委員会としましては、今後も、情報公開課の協力を得ながら、各ＰＴＡが、

個人情報保護法の改正に対応し、適正に活動していけるよう、ＰＴＡ協議会と連

携しながら支援してまいります。 

説明は以上でございます。 

  

重松教育長 説明は終わりました。本件にご意見・ご質問はありませんか。 

  

岩本委員 校園長先生やＰＴＡ会長等の研修会、ありがとうございました。 

個人情報取扱規則が変更されたので、もちろん会則は改正される必要があると思

いますが、ＰＴＡ執行部は、ボランティアで活動されているので、対応が学校に

よってまちまちになると思うのです。前向きなところもあれば、うやむやになっ

てしまう場合もあると思うので、校長先生等にフォローしていただく等、密接に
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関係性を持って、執行部の負担があまり多くならないようにしていただきたいで

す。ＰＴＡ執行部に入る方は年々減っているので、負担のない仕組み等のフォロ

ーを、校園長先生や教育委員会の方に考えていただけたらと希望します。よろし

くお願いいたします。 

  

社会教育課長 この件につきまして、一部負担が増える部分もあるかと思いますが、今後のトラ

ブルを避ける為にも、法に則してやっていく必要があると思っております。研修

につきましても、今回限りではなく今後も継続してやっていきますし、個別事情

に対しても相談を受けながら進めていきたいと思います。 

  

重松教育長 気になるのは、名簿の話ではなく、会員になるかどうかを問うことになるので、

抜けます、入りませんという人が増えた場合、ＰＴＡが組織できなくなる可能性

があるのではないかということを危惧していますが、その点はどうですか。 

  

社会教育課長 多くの学校園がありますので、中には組織率が危ぶまれる学校があるかもしれな

いことは認識しておりますが、入学式や折に触れて、ＰＴＡ活動の意義を執行部

から会員に伝えていただくことも、研修会等でお伝えしたいと思っております。 

  

重松教育長 幾つかの学校でトラブルがあることは、私も直接聞いています。できる限りＰＴ

Ａと学校が連携を取りながらやっていかないと、色々な事を実施するのに困るの

ではないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

他にありませんか。 

なければ、一般報告②を終了します。 

つづきまして、一般報告③「文化財保護法の一部の事務が兵庫県から西宮市へ移

譲されることについて」を議題とします。 

文化財課長、お願いします。 

  

文化財課長 一般報告③を説明します。 

一般報告③は、文化財保護法の一部の事務の権限が、兵庫県から西宮市に移譲さ

れるものです。 

資料１をご覧ください。 

権限移譲の対象は、文化財保護法において都道府県の教育委員会が処理すると規

定されている事務のうち、埋蔵文化財の届け出の受理と審査及び、それに基づく
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指示または命令に関する事務２件です。一つは、民間の開発事業者などが、遺跡

において土木工事等を行おうとするとき義務付けられている、事前の届け出の受

理と審査を行い、発掘調査の実施など遺跡の取り扱いを開発事業者等に指示する

ものです。もう一つは、遺跡を新たに発見した時の届け出の受理と審査を行い、

保護の為の措置を指示、命令するものです。いずれも、現在は兵庫県教育委員会

の権限で処理されている事務で、権限移譲後は西宮市教育委員会で処理する事務

となります。この権限移譲は、文化財保護法の改正ではなく、兵庫県規則「教育

委員会の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定により市町

が処理する事務を定める規則」の改正によって移譲されます。権限移譲の期日は、

平成３０年４月１日、移譲先は、本市の他、姫路市、尼崎市、明石市です。 

今回の権限移譲については、明石市が４月１日に中核市となることに合わせて実

施されるものですが、移譲される事務処理は、遺跡の評価、価値判断や施工中の

土木工事等を停止または禁止する命令が含まれます。これまで、それら届け出文

書の進達のみを行ってきたことに比べると、遺跡の保護において市教育委員会の

最終判断が求められる為、審査、監査にかかる負担は大きく、責任は格段に重く

なります。一方、開発事業者等にとっては、県市の間の文書の往復が不要となる

ことから、取り扱いの指示が現在よりも早く処理される利点があります。 

兵庫県教育委員会からは、今回、中核市４市に対して権限移譲を行うに際し、そ

のような負担に耐えられる文化財保護の体制が各市において一定程度に達してい

るかどうかが判断基準となったと聞いております。 

一般報告③の説明は以上でございます。 

  

重松教育長 説明は終わりました。本件にご意見・ご質問はありませんか。 

ないようですので、これから権限が移譲され大変だと思いますが、よろしくお願

いします。 

では、一般報告③を終了します。 

つづきまして、一般報告④「大坂城石垣石丁場跡東六甲石丁場跡の史跡指定の答

申について」を議題とします。 

文化財課長、お願いします。 

  

文化財課長 一般報告④を説明します。 

模型と図のパネルをお持ちしております。 

平成２９年８月２日の第５回定例会において「史跡指定の意見具申について」と
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して報告した大坂城石垣石丁場跡、東六甲石丁場跡について、国の文化審議会か

ら文部科学大臣に対して、史跡指定の答申が行われたことを報告するものです。 

一般報告④の資料１をご覧ください。 

名称は、大坂城石垣石丁場跡東六甲石丁場跡で、１１月１７日に、国指定史跡の

追加指定として答申がありました。場所は、資料３に示す通称仏性ヶ原といわれ

る県立甲山森林公園の一部で、指定面積は約６万４千平方メートルです。 

大坂城石垣石丁場跡は、既に香川県小豆島において「大坂城石垣石切丁場跡」と

して１９７２年（昭和４７年）に史跡に指定されており、九州、瀬戸内、大阪湾

周辺地域から京都府、滋賀県にかけて広範囲に広がる、大坂城の石垣石丁場の一

部として、今回、東六甲が追加指定されるものです。なお、今回の追加指定に際

して、指定名称が変更されており、元は「大坂城石垣石切丁場跡」であったもの

が、「大坂城石垣石丁場跡」となりました。これは、今回追加指定される東六甲石

丁場において、石を割取る工程以外に、母岩（母の岩）を掘り出す露天掘りの跡、

石を割取っている途中段階のもの、必要な石を割取りその露天掘りの穴だけが残

っているもの、割取った石垣石材を１カ所に集積している場所、石を引き出す通

称石曳道、露天掘りの掘削や石材の搬出の為に掘削された人工的な大きな谷など、

当地で石材を産出していく一連の作業過程を復元できることから、単なる石切丁

場ではなく、花崗岩の産地における石材調達の全体像が伺えることから、「石丁場」

という名称となりました。なお丁場とは、現場、あるいは作業現場という意味で

ございます。 

教育委員会では、指定に向け、平成２４年度から２８年度まで、詳細分布調査及

び範囲確認発掘調査を実施しました。指定に係る文化庁との協議の中で、調査と

その成果において最も評価された点は、最新技術三次元航空レーザー測量、測量

士による現地測量、教育委員会学芸員による全石材の図化、この３点を融合させ

ることで、高精度の遺跡分布地図の作製に成功した点です。大きくて少し見にく

いかもしれませんが、資料４の図でございます。その成果図の電子データを三次

元プリンタで出力し調整したものが、前にございます千分の一模型でございます。

この模型の南北は約３００メートル、東西が約２３０メートルです。この石丁場

跡では、同じ形の刻印が石材に無数につけられており、これと同じ形の刻印が、

大坂城において肥前佐賀藩鍋島家が担当した石垣にも多数見られることから、こ

の場所は鍋島家が採石を行った場所であることがわかります。市内には、その他、

肥前平戸藩松浦家、筑後久留米藩有馬家、出雲松江藩堀尾家、備中松山藩池田家

などの採石場が所在することもわかっています。鍋島家には、大坂城再築に関わ
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る文書が伝わっており、当時は、この場所が広田山と呼ばれていたことや、採石

作業には一時に５千人程度が働いていたことがわかります。なお、大坂城再築は

１０年間３期に分けて行われており、第１期から第３期工事おいてそれぞれ約５

０の大名家が動員されていますので、全体としては、一どきに２５万人の作業員

が働いていた勘定となります。 

これまで説明しております大坂城は、天正１１年（1583年）に豊臣秀吉が築いた

いわゆる豊臣大坂城ではなく、慶長２０年（1615年）の大坂夏の陣で落城した後、

元和５年（1619年）に徳川秀忠が再築を命じ、寛永６年（1629年）に完成した、

いわゆる徳川大坂城を指します。現在、私たちが目にする大阪城のモデルとなっ

た徳川大坂城は、石垣、天守とも豊臣大坂城の２倍程度の規模があります。秀忠

は、徳川家の威光を国中に示す為、また、豊臣恩顧の大名の力をそぐ為に、巨大

な新大坂城を西国大名につくらせた、と言われます。徳川将軍家の直轄事業であ

ったことから、当時「公儀御普請」といわれました。今でいう、国家プロジェク

トでした。今回指定となった仏性ヶ原の、東六甲石丁場跡についての遺跡の価値

としては、大坂城石垣石丁場跡でも最大規模の東六甲石丁場跡の中でも遺構の保

存状態が極めてよく、先に述べた採石の諸工程を具体的に伺えることが、最大の

評価点となっています。指定対象の丘陵は、本来は地形模型や前の赤色立体図の

南東部、右下のように比較的なだらかな山肌でございますが、丘陵の西部から北

東部にかけましては、斜面の傾斜方向に扇形の人工の深い谷が幾筋にも掘削され、

その谷の周囲にブドウの房状に露天掘り坑が直径１０メートルから２０メートル

のくぼみとなって残っています。このように広範囲にさまざまな状態の遺構が良

好な状態で保存されています。 

今後は、史跡の所有者、管理者として、県立甲山森林公園や阪神南県民センター、

県教育委員会などと連携して、保存、管理、活用、整備の計画を策定し、重要な

遺跡を保護しながら市民、県民に歴史を現地、実物で体感していただけるよう活

用を図っていきたいと考えます。 

なお、資料５、６は、来年２月に実施される、史跡指定記念シンポジウムの案内

チラシの校正刷りでございます。シンポジウムは、石丁場の指定史跡がある小豆

島町と西宮市教育委員会共同で行い、石が運ばれた大坂城に近い大阪歴史博物館

において開催します。 

説明は以上です。 

  

重松教育長 説明は終わりました。本件にご意見・ご質問はありませんか。 
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なければ、一般報告④を終了します。 

つづきまして、一般報告⑤「児童・生徒の状況について」を議題とします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 他にはございませんか。 

なければ、一般報告⑤を終了します。 

以上で予定された議題は全て終わりました。 

最後に、今日の課題について、お願いします。 

  

教育企画課係長 本日は、報告第１８号にありました委員委嘱で、委員の略歴につきましては、後

ほどお渡しいたします。一般報告①、第５次総の西宮市総合計画。基本計画検討

状況についてでありました、「こども１１０番の家」の所管につきましては、こち

らも調べて報告をさせていただきます。以上でよろしいでしょうか。 

  

重松教育長 よろしくお願いします。 

では、これをもちまして、第９回教育委員会定例会を閉会します。 

ありがとうございました。 

  

 （終了） 

  

 


