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教 育 委 員 会 議 事 録 
 

（ 平成２９年度 教育委員会 第 1回臨時会 ） 

開会 平成２９年５月１７日（水）        閉会 平成２９年５月１７日（水） 

午前 ９時００分                 午前 ９時２５分 

  場所 西宮市教育委員会庁舎３階 大会議室 

出席委員 教育長    重松 司郎 

委 員    辰馬 朱滿子 

委 員    西川 淳 

委 員    岩本 佳菜子 

委 員    前川 豊 

欠席委員  
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した職員 
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教育次長 

教育次長 
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参与 

学校改革部長 

兼 学校改革調整課長 

学校教育部長 

教育総務課長 

教育企画課長 

学校改革推進課長 

学校教育課長 

教育企画課係長 

教育総務課係長 

山本 英男 

加藤 周司 

村尾 政義 

上田 幹 

八橋 徹 

津田 哲司 

大和 一哉 

薩美 征夫 

河内 真 

岩本 安弘 

中村 みはる 

谷木 陽介 

竹村 一貴 

  

署 名 

教育長 委員 
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付 議 案 件 

 

＜審議案件＞  

議案第３号 平成３０年度使用西宮市立学校教科用図書の採択に関する基本方針の決定の件 

議案第４号 義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員委嘱の件  ※非公開 

議案第５号 西宮市立西宮高等学校教科用図書選定委員会委員委嘱の件  ※非公開 

議案第６号 西宮市立西宮東高等学校教科用図書選定委員会委員委嘱の件  ※非公開 

議案第７号 西宮市立西宮養護学校高等部教科用図書選定委員会委員委嘱の件  ※非公開 

 

＜一般報告＞  

一般報告①   西宮市立幼稚園の休級・休園について          〔学校改革推進課〕 

 

                                         以 上 

 

 

傍 聴 ２名 
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重松教育長 ただいまより、平成２９年度第１回教育委員会臨時会を開催します。 

議事録署名委員には岩本委員を指名します。よろしくお願いします。 

ここで各委員に確認します。本日は傍聴希望者が２名おられます。 

会議は公開が原則ですが、「議案第４号から７号」までについては委員名を公開す

ることによって、率直な意見交換もしくは意思決定の中立性が損なわれるなど、

今後の選定に支障を来す恐れがあるため、それぞれ非公開としてよろしいでしょ

うか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 ご異議を認めませんので、これらを非公開といたします。 

なお審議の順番ですが、事件表の順に従って、公開案件から先に行い、続いて非

公開案件に移りたいと思います。 

では、議案第３号「平成３０年度使用西宮市立学校教科用図書の採択に関する基

本方針の決定の件」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 議案第３号について説明させていただきます。 

この基本方針は、平成２６年度に根拠法令や採択権者、採択に関わる各組織の役

割を明確にし、構成を一新いたしました。その後、この構成を踏襲しつつ教科書

無償措置法の一部改正に伴い、「義務教育諸学校教科用図書採択地区協議会」の名

称を「義務教育諸学校教科用図書選定委員会」に変更する等、適宜変更を加えて

まいりました。今年度の基本方針も、昨年度までの構成にのっとった上で、必要

な点について変更しております。 

２ページの基本方針をご覧ください。１で、根拠法令や教育委員会が採択権者で

あること、２で、本年度の校種ごとの教科書の採択について述べております。今

年度は、小学校の「特別の教科 道徳」で初めての採択が行われます。道徳は「特

別の教科」として位置付けられ、新たに検定教科書が作成されたことに伴う採択

となります。小学校の「特別の教科 道徳」以外の教科及び中学校の全教科につ

いては、今年度採択替えは行われません。また特別支援学校及び学級用の「一般

図書」及び高等学校、この高等学校の中には特別支援学校の高等部も含めており

ますが、こちらの教科用図書については、毎年の採択替えとなっておりますので、

今年度もこれらについては採択替えを行います。３で、採択に関する組織につい
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て述べております。３ページの参考資料「教科書採択のしくみ」をご覧ください。

「一般図書」を含めました小・中学校の教科用図書につきましては、教育委員会

が採択を行うための資料としまして、調査研究結果をまとめ報告いたしますのが、

この図中の真ん中よりやや下にございます「義務教育諸学校教科用図書選定委員

会」となります。更に調査研究を行い、選定委員会に報告する調査委員会を設け

ます。今年度は、「特別の教科 道徳」及び「一般図書」について調査委員会を設

けます。高等学校及び特別支援学校高等部の教科用図書採択については、各校の

教科用図書選定委員会が教育委員会に採択申請し、教育委員会が採択いたします。

それでは再び、２ページの基本方針をご覧ください。最後の４ですが、こちらで

は採択に当っての公正確保の旨を述べております。一昨年から昨年にかけまして

は、教科書会社が検定中の教科書を教員らに閲覧させ、謝礼を渡していた事案等

が発覚し、大きな社会問題となりました。この問題を受けて、一般社団法人教科

書協会では、平成２８年９月９日に「教科書発行者行動規範」を制定し、教科書

に対する信頼を損ねる事態を生じさせないよう、各教科書発行者においても取り

組んでいるとのことです。また、今春には文部科学省から「教科書採択における

公正確保の徹底等について」の通知が出され、市立各校には４月１８日付にて通

知いたしました。採択関係者のみならず、全ての学校関係者に、教科書発行者と

の適切な関係及び公正確保について、改めて徹底を図っております。 

基本方針では、昨年度から従来の文言「公正を期するため万全の措置を取る」に、

「いかなる疑念の目も向けられることのないよう」という文言をつけ加えており

ます。なお、３ページから１４ページには参考資料を示させていただきました。 

説明は以上でございます。 

審議のほど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・ご質問はございませんか。 

  

前川委員 今年度の基本方針は昨年度までを踏襲されているということで、整理はされてい

るとは思いますが、先ほど課長のお話にもありましたように、「特別の教科 道

徳」については、社会の大きな期待であるとか、注目を背負っていると思います。

「特別の教科 道徳」について基本的なところで、まず我々教育委員として確認

しておきたいことがあります。これまで、教育課程は「教科」と「領域」に分か

れていました。ここに「特別の教科」が入って道徳だと。そうすると学校の教育
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課程には、「教科」と「領域」に加えて「特別の教科」という三つ目のものができ

て、それが道徳で実施されるといった考え方でよいのでしょうか。そこのところ

をお願いします。 

  

学校教育課長 今、委員がおっしゃった通り、道徳は今までは「領域」という位置付けでしたが、

今回からは「領域」ではなくなります。そして「教科」かと言いますと、今まで

の「教科」ではなく、やはり「特別な教科」と位置付けられると考えております。 

以上でございます。 

  

前川委員 では、「特別の教科」道徳の教科書採択に関わるということですね。わかりました。 

  

重松教育長 他にはどうでしょう。よろしいですか。 

なければ採決に入ります。 

議案第３号「平成３０年度使用西宮市立学校教科用図書の採択に関する基本方針

の決定の件」については、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 ご異議なしと認めます。よって本件は可決されました。 

次に一般報告に移ります。 

一般報告の①「西宮市立幼稚園の休級・休園について」を議題とします。 

学校改革推進課長、お願いします。 

  

学校改革推進課

長 

「西宮市立幼稚園の休級・休園について」です。 

２月１日の教育委員会議で報告させていただきました市立幼稚園の休級・休園に

ついて、その後の報告をいたします。 

資料を４枚用意させていただいておりますので、ご覧いただきながらお聞きくだ

さい。まず、２月に報告した園は３つありました。１枚目の瓦木幼稚園及び２枚

目の用海幼稚園、３枚目の越木岩幼稚園です。いずれも３０名定員に満たなかっ

たため、休級・休園規程の検討の対象となりました。ただし、越木岩幼稚園につ

いては、就学前児童数の地域での増加、今後も続くマンション等の大規模開発、

周辺公立幼稚園のニーズの高さ、そして私立苦楽口幼稚園の閉園予定等、地域の

状況を踏まえ、昨年度末の入園内定者数だけで休園を判断せず、今後の地域の就
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学前児童数、受け入れ施設の状況を注視する必要があり、昨年度末の休園を見送

ることとしたところです。従って、３枚目の保護者宛プリントの通り、越木岩幼

稚園については休園を見送るということで周知、説明させていただきました。 

残る瓦木幼稚園・用海幼稚園については、３月末の段階で３０名定員を満たさな

かったため休級・休園が確定し、４月から５月上旬までで、青愛協等地域の方々

及び保護者対象の説明会を持ち、それぞれ説明させていただきご理解をいただい

たところです。その際の文書を１枚目から３枚目の資料とさせていただいていま

す。４枚目については、ホームページでこれらをまとめ、公開する予定のものに

なります。今後は、休級・休園規定に基づいて、休園を決定し、その後は子育て

施設等として活用を検討していく考えです。 

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。 

  

岩本委員 よろしいですか。２月の教育委員会議には、出席しておりませんので、その時に

ご説明いただいたことはわかりませんし、今の時点では、もう決まってしまった

ことですが、４月から５月にかけて、青愛協や地域、保護者にご説明いただいた

ということですが、その時に意見が出ませんでしたか。 

  

学校改革推進課

長 

二つの園の休園についての説明会で保護者からのご意見は、大きく分けて２通り

です。一つは、できるだけ速やかな次の子育て施設への移行をお願いしたいとい

うこと。例えば、保育所を幼稚園の跡地を活用する形で早くしてほしいと。その

間に、我が子たちの弟、妹は大きくなっていくといったご意見をいただきました。

もう一つは、特別支援の必要がある子供や、アレルギー対応が必要な子供などの

心配でした。公立幼稚園だから、安心して預けていたという、ある意味嬉しいお

言葉をいただきましたが、それについては、公立・私立、幼稚園・保育所を問わ

ず、やっていかないといけないことなので協議しますと、お答えし一定のご理解

をいただいたところです。 

  

岩本委員 ありがとうございます。そのいただいたご意見を基に、新しい幼稚園のあり方に

ついての案を作っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  

重松教育長 他にありませんか。 
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なければ、これで一般報告を終了します。 

では、これより非公開案件に移りますので、恐れ入りますが傍聴者の方は、ご退

出お願いいたします。 

  

 （傍聴者退出） 

  

重松教育長 では、再開いたします。 

次に議案第４号「義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員委嘱の件」から議案

第７号「西宮市立西宮養護学校高等部教科用図書選定委員会委員委嘱の件」まで、

これら４件を一括審議いたします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 他にご質問はどうですか。 

よろしいですか。 

なければ採決に入ります。 

議案第４号「義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員委嘱の件」から議案第７

号「西宮市立西宮養護学校高等部教科用図書選定委員会委員委嘱の件」まで、こ

れら４件全て原案のとお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４号から議案第７号までの４件は全て可決さ

れました。 

以上で予定されていた議題は全て終わりました、他に何か報告、協議をしておく

ことはありませんか。 

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 本日の課題は特にありませんでした。 

  

重松教育長 ありがとうございました。 
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これをもちまして、第１回教育委員会臨時会を閉会いたします。 

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いたします。 

  

 （終了） 

  

 


