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付 議 案 件 

 

＜教育長報告＞ 

 

＜審議案件＞  

報告第８号  人事に関する件  ※非公開                （教育職員課） 

 報告第９号  西宮市いじめ防止等対策委員会委員解嘱及び委嘱の件   （学校保健安全課） 

 報告第 10号  西宮市学校教育事業審査委員会委員解嘱の件         （教育総務課） 

 

 

＜一般報告＞  

一般報告①   西宮市教育委員会事務事業評価アドバイザーの選任について  〔教育総務課〕 

一般報告②  児童・生徒の状況について  ※非公開          〔学校保健安全課〕 

 

＜その他報告事項＞ 

 

＜資料による情報提供＞ 

 

                           以 上 

 

 

 

傍 聴 ０名 
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重松教育長 ただいまより、平成２９年度第２回教育委員会定例会を開催します。 

議事録署名委員には、西川委員を指名します。よろしくお願いします。 

初めに、３月１０日の定例会、及び３月２２日の臨時会について、議事録の承認

を行います。議事録は既にお手元に送付し、確認していただいておりますが、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 では、承認させていただきます。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。 

初めに私から報告をさせていただきます。 

３点気になることがあるので、御報告させていただきます。 

一つは、いよいよ文部省で新しい学習指導要領の説明会等が行われますが、特に

気になるのは、これに合わせて英語、道徳をどうするかということです。特に英

語は、小学校５、６年でも担任が授業をするということですが、全面実施される

までに、どのようにやっていくかが課題だと思っています。英語の授業をどのよ

うに進めるか、ＡＬＴ等だけでは、不十分かと思うので、県の意向とか、国の意

向もありますが、それについては市としてどうするかを今後検討していく必要が

あると思っています。 

それと、道徳の件です。特に中学校の道徳について、きちんと道徳の時間を確保

し、担任が授業を進めることになりますが、その評価のあり方も含めて、どのよ

うにするかを今後、説明会等を受けて、それがきちんと周知されるような形で進

めたいと思いますので、それも今後の検討になるかと思っています。新しい学習

指導要領に関して、それ以外では、社会に開かれた教育課程と言われています。

地域、特にＰＴＡとの関係をどうするかですが、最近ＰＴＡのあり方について、

市内の色々なところで、もめ事があるようです。ＰＴＡに入るのか入らないのか、

きちんと確認して欲しいという要望も来ています。ＰＴＡのあり方については、

あくまでも各学校の問題ですが、市としてどのような考え方を持つのかを、考え

ていく必要があるのではないかと思っています。ＰＴＡに入ると、１年から６年

生の間に全員が少なくとも１回は学級委員とか、広報などの役をしなければいけ

ないと言われますが、どうしてもその役を引き受けることができないという問題

があって、ＰＴＡを抜けたいというのがある。それをどうするかについては、そ

れぞれのＰＴＡで組織のあり方について考えてもらう必要があります。例えば、
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平日に出られないのであれば、文書を夜の間に作成し、それを学校に届けるとい

った対応を取れば、広報活動はできるので、やり方や方法等も考えてもらう必要

があるのではないか。ですから、市としてこのようにというのではなく、色々な

事例や取組みをそれぞれの学校に提案することも必要だと思います。 

また、小学校でも同じでしょうが、特に中学校のキャリア教育と進路指導がどう

違うのか。校長会の中でも、キャリア教育と進路指導で別々に部会を設けるのか、

従来通り進路指導の中でキャリア教育をやるのかといったことがあります。キャ

リア教育は、将来の生活というか自立を目指している。進路指導は、極端に言え

ば将来というより、大学とそこから先の進路をどうするかという問題で、キャリ

ア教育と進路指導は立ち位置が違うので、それをどのようにやっていくのか。中

学校の場合は、高校入試等があるので、どうしても進路指導が中心になってしま

っているので、その中でキャリア教育をどう進めるのかと、小学校・中学校の連

携をどう図るか。小学校でやってきたキャリア教育と中学校のキャリア教育をど

う繋げていくか。西宮の場合、市立高校がありますので、さらに高校との連携を

どうするかということも、今後問題になるのではないかと思います。ですから、

キャリア教育・進路指導をどうするかを、校長会等と検討しながら進めていかな

ければならないというのは大きな課題です。 

それから二つ目は、今、話題になっている教員の超過勤務の件です。特に中学校

の部活に関わって、超過勤務になっているのをどう対応するか。それぞれの学校

でノー部活デーとか、定時退庁日という形で実施していますが、話を聞くと中学

校は終わりが６時じゃなくて８時。要するに部活が終わって、ひと息ついて学校

の事務仕事を終えて帰る。だから８時が最終退庁時間と言われています。その超

過勤務の実態をそれぞれの学校で、どう対応するかが今後の課題になると思いま

す。中学校長会で、その話はさせていただきましたが、超過勤務をどうするか、

市としても考える必要があるのではないか、それぞれ学校で適切な対応ができる

形にしていく必要があるので、今後の検討課題だと思います。 

三つ目が心の教育の問題。心を育てるためには、色々なことを教えるだけではだ

めで、最終的に色々な体験を通して、子供達がどう変わっていくかだと言われて

います。しかし、ただ体験しただけでは、子供は変わりません。子供達が、頭で

理解していることと、実際の体験をどのように繋いだら、どう変わっていくのか

をやっていかないと、難しいのではないかと思います。特に西宮は独自に色々な

ことをやっています。しかも教育大綱ができていますから、それを実際に子供達

にどう定着させていくか、実際に行動として表れるようになるのかが、一番の問
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題ではないかと思います。例えば、子供達が我慢することができるか、耐えるこ

とができるのか。子供達が自分から積極的に関わっていく、例えば、電車で老人

が立っていたら、席を譲るといった行動が実際できるのかなど、日常生活にも関

わってきます。それと朝の挨拶がきちんとできるか、それぞれの学校で挨拶運動

等もやっていますし、文科省も早寝・早起き・朝ご飯などと言っていますが、そ

れがきちんと実際の生活に定着しているのか。最終的に西宮の子供達が、きちん

とできるためには、どのようなことをやっていけばいいのか。ただ、体験させる

だけではなく、それを知識とどう繋いでいけばいいのかが、今後の課題だと思い

ます。 

以上、三つを、私の気になることとして、挙げさせていただきました。 

これについて委員の皆さんからの御意見があれば、お願いしたいと思います。 

  

西川委員 教えていただきたいのですが、神戸市では、クラブ活動が終わってから職員会議

を行う中学校があると聞いたのですが、西宮市の中学校の現状はどのようになっ

ていますか。そのようなことをしている中学校は実際にあるのでしょうか。 

  

重松教育長 どうでしょうか。学校の実態について。 

  

加藤教育次長 私が承知しております限りにおきましては、部活動が終了した後に、改めて会議

を開催することはないと思っております。西宮の中学校の場合、夏場で基本６時

が絶対下校、冬場になりますと５時半、５時という形で下校時刻を定めて、子供

達に指導しております。ですからそれが全て終わってから、別途、職員会議等は

していないと認識しております。 

  

岩本委員 ＰＴＡの話で思うのですが、その学校に一任ではあるが、市としての方針は出さ

なければということ、その組織のあり方や色々なことを、これから考えなければ

いけないと教育長はおっしゃいましたが、それを誰が考えるのかということも、

とても大事だと思います。ＰＴＡで実際に活動しているのは保護者ですが、本当

にボランティアなので考える時間はほとんどなく、日々のやっつけ仕事に追われ

ているような状況です。ＰＴＡのＴはもちろん先生のＴですが、学校がどのくら

い関わってくださるかは、学校によってとても温度差があるようです。広域的に

ＰＴＡと一緒にやりましょうというように、ＰＴＡの活動も真剣に考えてくださ

る学校もあれば、そうではなく、一歩離れたような感じの学校もあるので、その
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あたりをきちんと把握しないと、一体誰が考えるのかということになってくると

思います。もちろんＰＴＡもこれからのあり方は絶対に考えていかないと、年々

活動がしづらくなっていますが、それでも必要なところは残さないといけないと

思うので、先生達とどう関わっていけるのかというところがとても重要ではない

かと思います。 

  

前川委員 英語、道徳の教科化のことです。 

西宮市には小学校と中学校で教科等研究委員会というのを立ち上げています。指

導主事の先生が幹事のような立場で、その会に入っていると思います。現在は教

科と領域に分かれていて、この領域にある英語活動や道徳を教科の方に移したり、

教科になることがわかっているのですから、どのようにその研究をチェンジして

いくか、そこを教育委員会として十分リードして欲しいと思います。これまでは、

道徳であれば教科等研究会の中で、しっかりとカリキュラムや教材を練り上げて、

そして特設道徳の時間が充実するように取り組んできました。ともすると報道な

どでは、読みかえの道徳として教室で問題行動があったら、学級指導ではなく、

道徳でカウントしているのではないか、怪しいという詮索を受けます。きちんと

胸を張ってやっているということを言えるように十分な準備をお願いしたいと思

います。 

二つ目はクラブ活動です。近隣の中学校の様子を何十年と見ていますが、部活動

の時には指導者は必ず先に居ます。早朝練習であってもサッカー部の顧問が、運

動場の真ん中に仁王立ちして、生徒達が登校してくるのを待っています。それは

とてもすばらしい姿です。生徒だけでの部活動をさせない、これを何十年と続け

ている。先日校長先生のお話を聞くと、うちの学校は全員が顧問、そして、顧問

と副顧問がいると。中学校が一定の規模であることによって、急な生徒指導で先

生が放課後外に出る、出張へ出る。この時にも必ず誰か代わりに入る体制を取っ

ているのです。ですから、単なる勤務時間の問題ではなく、そこは教育活動が営

まれていて、職員は勤務している。そんな実態に合うように、柔軟にそして先生

たちが悲鳴を上げないように、そのような観点から、内容についても、学校を広

く見ていただきたいとお願いします。 

  

重松教育長 前川委員から教科等研究会の話がありましたが、小学校に英語の研究会はあるの

ですか。 
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学校教育課長 小学校の教科研究会ですが、今は外国語活動という名称でございます。 

  

重松教育長 道徳も外国語活動もあるのですね。では、そこでやってもらう形になると思いま

す。先ほど言われたＰＴＡの件は、少し難しいかもしれません。調査はできるで

しょうし、校長先生等から聞き取りはできるでしょう。しかし、どう対応するの

かとなったときに、少し難しいかもしれません。また考えていきたいと思います。 

  

岩本委員 教育委員会の社会教育課がどのくらい関わっていただけるかが、キーだと思いま

すが、そこがあまり指示をすると多分ＰＴＡは嫌うでしょうし、それぞれプライ

ドもあったりするので。難しいですね。 

  

重松教育長 そうですね、基本的にはそれぞれの学校が主体で動いているので、組織も学校に

よってずいぶん違うようです。学校によっては一人一役で、必ず一回は役をして

もらわないと困りますというところもあるみたいですし、逆にある人がずっとや

っているところもあるみたいです。最近、補導委員がとても人気になっている。

今までだと補導委員は、２年任期なので、そんな委員は嫌だと言っていたのが、

補導員になると、会長や副会長と同じ位置付けになるので、１回やればもう他の

役をやらなくてよくなるので、補導委員になりたい人がたくさん出ているという

話も聞いています。 

社会教育部長、どうでしょう、そのあたりは。 

  

社会教育部長 ＰＴＡの問題で教育長がおっしゃったようなことは承知しております。先ほど委

員がおっしゃったように、社会教育課に関わって欲しいが、関わりすぎて指示す

ると嫌がられるところがあり、社会教育課も遠慮して、余り言えないということ

もありました。もう少し前向きに、特にコンプライアンスに関わって、色々な苦

情が舞い込んできますので、個人情報のことや、入会の意思表示があるなしとか、

法的なことに絡めての抗議もありますので、そのあたりは行政できちんとスケジ

ュールして、心配なく胸を張って活動できるような核を作る、それは我々の責任

だと思って取り組んでいきたいと思います。 

  

岩本委員 よろしくお願いします。 

  

重松教育長 ほかにありませんか。 
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学校教育部長 教育課程で少し報告をさせてください。 

先ほど委員のほうから教科等研究委員会での取り組みということで、御指摘いた

だきました。教育委員会としましても今回の道徳の教科化、外国語活動から外国

語という教科化に向けまして、道徳については道徳の教科化に関する検討委員会

を教育委員会で、学校現場の人を入れて検討を進めております。外国語の取組み

につきましても、外国語活動が始まる時から、小学校と中学校の先生方を中心に、

西宮独自のカリキュラムで、外国語活動の進め方を検討しております。この度、

外国語も教科になりますので、国から示される教材や評価についてはそれに基づ

きますが、今後、外国語活動が始まる３年生、４年生では、その内容についてま

だ提示されてない状況ですので、これについて内容を作る取り組みをしておりま

す。それともう一つ、教科等研究委員会は自主的な研究活動を担っており、非常

に熱心に成果を上げていただいております。ただ一つ難しさが残るのは、自主的

な活動ですので、全ての学校からメンバーが参加している状況ではないというこ

とでございます。そこは教育委員会の取組みの中で、全ての学校に同じ情報、同

じ研究の環境が整うように進めていきたいと思っています。以上です。 

  

重松教育長 他にありませんか。 

ないようですので、これより審議に入ります。 

報告第８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８号「人事に関する件」を議題とします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 ほかになければ、採決に入ります。 

報告第８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） 
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重松教育長 異議なしと認めます。よって、本件は承認されました。 

ここで説明員は交代してください。 

  

 （関係職員入室） 

  

重松教育長 では、再開します。 

報告第９号「西宮市いじめ防止等対策委員会委員解嘱及び委嘱の件」を審議しま

す。 

学校保健安全課長、よろしくお願いします。 

  

学校保健安全課

長 

西宮市いじめ防止等対策委員会委員の解嘱及び委嘱の件について、お手元の資料、

報告第９号をご覧ください。 

いじめ防止等対策委員会委員につきましては、校長会の組織編成に伴い、平成２

９年４月２４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」

により、教育長の臨時代理により決定しましたので、西宮市教育委員会に報告し

ます。 

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。 

本件に御意見・御質問ありませんか。 

なければ採決に入ります。 

報告第９号「西宮市いじめ防止等対策委員会委員解嘱及び委嘱の件」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、これを承認します。 

続きまして、報告第１０号「西宮市学校教育事業審査委員会委員解嘱の件」を審

議します。 

教育総務課長、お願いします。 

  

教育総務課長 報告第１０号「西宮市学校教育事業審査委員会委員解嘱の件」について、ご説明

いたします。 
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まず、「西宮市学校教育事業審査委員会」ですが、これは学校教育事業を委託する

事業者の選定等について調査及び審議を行うため、「西宮市附属機関条例」により

設置しているものでございます。この度、委員の一人、吉村公明委員から、平成

２９年４月３０日付の辞任届が提出されましたので、委員の解嘱を行いました。

これは、吉村委員が平成２９年５月１日付で、教育委員会学校教育課の嘱託職員

として採用されたことに伴い、委員を辞退したものでございます。 

このことにつきましては、期日の関係で、規則に基づく教育長の臨時代理により

既に４月３０日付で決定しておりますので、その御承認をいただくものです。 

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。 

本件に御意見・御質問ありませんか。 

なければ、採決に入ります。 

報告第１０号「西宮市学校教育事業審査委員会委員解嘱の件」について、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、これを承認します。 

次に一般報告に移ります。 

一般報告の①「西宮市教育委員会事務事業評価アドバイザーの選任について」を

議題とします。 

教育総務課長、よろしくお願いします。 

  

教育総務課長 本年度の西宮市教育委員会事務事業評価のアドバイザーにつきましては、ここに

記載のとおり、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社、政策事業研究

本部主席研究員の善積康子さんにお願いしたいと考えております。 

任期は本日より、年度内の平成３０年３月３１日までといたします。 

まず、この制度について少し説明させていただきますが、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律、いわゆる地教行法の第２６条に、教育委員会の権限に属す

る事務の管理及び執行の状況をみずから点検評価し、議会に報告するとともに公

表しなければならないこと。また、この点検評価に当たっては、学識経験を有す

る者の知見の活用を図ることとの規定がございます。詳しくは資料の３枚目に実
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施規程を付けておりますので、そちらをご覧ください。 

善積康子さんの略歴については、２枚目に資料を付けております。専門は、学校

教育のほか、福祉・保健政策、住宅政策、地域振興・活性化、市民協働まちづく

り支援など、政策事業に幅広く見識をお持ちであり、以下に一例を記載しており

ますが、大阪市の運営方針評価や、愛知県豊田市教育委員会の点検評価などの実

績がございます。 

また、学校の校務改善に関連した数多くの研修実績をお持ちですが、昨年度は、

文部科学省からの派遣事業として本市の校務改善アドバイザーをお引き受けいた

だいておりまして、既に関わりがございますので本市の取組にも一定のご理解を

いただいております。 

平成２６年度から２８年度までの直近３年間は、武庫川女子大学文学部教育学科

長の矢野裕俊教授に、教育分野での学識経験者としてアドバイザーをお願いして

おりましたが、本年度からまた違った視点で、行政経営の視点から助言をいただ

きたいと考えております。参考資料として矢野教授からいただいた意見報告書も

添付しておりますので、ご覧いただければと思います。 

説明は以上です。 

  

重松教育長 説明は終わりました。本件に御意見・御質問はありませんか。 

  

前川委員 一つ質問です。資料の１ページ、参考資料の方です。 

表１の中の「やや達成できなかった」のニーズが「余りない」、そして「やや達成

できなかった」、別に咎めるつもりではないですが、ちなみに何が該当するのでし

ょうか。 

  

教育総務課長 すみません。昨年度の評価シートが手元にありませんので、また確認して報告さ

せていただきます。 

  

前川委員 わかりました。昨日、後ろの方までよく読みましたが、参考と書いてある中のど

れかだろうと思ったのですが、わかりませんでした。急ぎませんので、ここだと

いう部分があれば教えてください。 

  

重松教育長 では、また後で報告をお願いします。 

他にありませんか。なければ、一般報告の①を終了します。 
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つづきまして、一般報告の②「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 ほかには、ありませんか。 

なければ一般報告の②は終了します。 

以上で予定されていた議題は全て終わりました。このほかに何か報告、協議をし

ておくものはありませんか。 

ないようですので、本日の会議で次回以降の課題となったものを確認したいと思

います。 

教育企画課係長、よろしくお願いします。 

  

教育企画課係長 本日は、１件あったと考えております。 

一般報告の①「西宮市教育委員会事務事業評価アドバイザーの選任について」御

質問がありました、資料の「事務事業評価成果達成状況の表」におきまして、「や

や達成できなかった」事務事業につきまして、別途御報告させていただきます。 

以上の１点でよろしいでしょうか。 

  

重松教育長 はい、よろしくお願いします。 

では、これをもちまして、第２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。 

この後、事務局との懇談会を開催します。 

  

 （終了） 

  

 


