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教 育 委 員 会 議 事 録 
 

（ 平成２９年度 教育委員会 第 3回定例会 ） 

開会 平成２９年６月１４日（水）        閉会 平成２９年６月１４日（水） 

午前 ９時００分                 午前１０時５２分 
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付 議 案 件 

 

＜教育長報告＞ 

 

＜審議案件＞  

議案第 8 号 西宮市教育奨学金条例施行規則の一部を改正する規則制定の件    （学事課） 

議案第 9 号 西宮市社会教育委員解嘱及び委嘱の件             （社会教育課） 

議案第 10号 西宮市立青少年育成センター運営協議会委員解嘱及び委嘱の件 （青少年補導課） 

議案第 11号  西宮市特別支援教育審議会委員委嘱の件           （特別支援教育課） 

議案第 12号 西宮市就学支援委員会委員委嘱の件             （特別支援教育課） 

議案第 13号 春風小学校教育環境整備事業基本計画(素案)パブリックコメント実施結果と基本 

計画策定の件                      （学校施設計画課） 

 

議案第 14号 西宮市学童等腎臓検診審議会委員解嘱及び委嘱の件     （学校保健安全課） 

 

 

＜一般報告＞  

一般報告①   子供の居場所づくり事業の実施について          〔放課後事業課〕 

一般報告②   旧高須東小学校跡地活用に伴う所管換えについて       〔学校管理課〕 

一般報告③   児童・生徒の状況について  ※非公開         〔特別支援教育課〕 

一般報告④  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＞ 

・平成２９年度教科書展示会の開催について                （教育研修課） 

 

 

傍 聴 １名 
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重松教育長 時間になりましたので、平成２９年度第３回教育委員会定例会を開催します。 

議事録署名委員には、前川委員を指名します。よろしくお願いします。 

初めに、４月１２日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。 

本日は傍聴希望者が１名おられます。会議は公開が原則ですが、議案第１３号と

一般報告②は６月市議会に報告する案件で、現時点では公開されておりません。

また一般報告③と一般報告④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恐れがあるため、それぞれ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。 

審議の順番ですが、事件表に従って、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。 

初めに私から報告いたします。 

今回、学習指導要領が変わり、来年度から幼稚園で全面実施となります。それに

関わる、二つのことについて報告させていただきます。 

一つは、幼児期の色々な教育の中には、認知と非認知、やる気や意欲といった心

に関わる非認知の部分と、言葉や学習といった認知の二つの面があります。その

非認知の部分をどのように子供達に教えていくか。二つ目はカリキュラムのマネ

ジメントについて。この二つについて報告させていただきます。 

一つ目の、幼児期の非認知ですが、最近、幼稚園というか子供の発達に関して、

色々な研究の報告が出されています。特にアメリカやイギリスといった国を中心

に、非認知がどう発達に影響しているのかといった報告がたくさん出されていま

す。ごく最近の研究ではなく、１９７０年から８０年代にかけての研究が主にな

っています。なぜかというと、研究の結果が２０年後、３０年後、４０年後に初
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めてどう変わっていったか判るためです。４０年経っても非認知の習慣は、ほと

んど変わらないというか、いい方向になっているという結果が出ています。 

一つの研究として「ペリー就学前プロジェクト」と、「アベセダリアンプロジェク

ト」の二つのプロジェクトがあります。どのようなプロジェクトかというと、子

供達が小学校に入る前、幼児の頃から学習をしたり、色々なしつけをしたりとい

ったことを、アメリカなので保育所か幼稚園になると思いますが、家庭と幼稚園

とで一緒に行う。言葉や文字を書くことよりも、このような時にはこう挨拶をす

るとったことも含めて行います。家庭と協力して、毎日毎日繰り返したことが、

子供達にどのくらい定着しているかを研究しているのです。一日２時間半ずつ授

業をし、週に１回家庭へ訪問して、同じことを繰り返すということを１０歳まで

行います。その後は自分達でやってくださいとなりますが、その結果、その時に

身についた毎日の習慣のようなもの、きちんと朝挨拶するといったことは、４０

年経ってもきちんとできている。そして、そのようなことができる子供は、大人

になった時、大学に行って勉強するにしろ、就職するにしろ、きちんと自分で判

断きるようになっている。ところが、これは実験なので非常に問題があるかと思

いますが、それを小さい時に全然やらなかったグループでは、色々な問題が出て

くるという結果が出ています。 

もう一つは、スタンフォード大学が行った、「マシュマロ実験」と俗に言われてい

る有名な実験です。どういう実験かと言うと、まず、子供達にテーブルと椅子し

かない部屋に入ってもらう。テーブルの上のお皿には、マシュマロが１個置いて

ある。そして、子供達に「１５分間食べずに我慢できたら、もう一つあげるよ。

ただし、私は用事があって外へ出ていくけれど、１５分間我慢できるかな」と言

って部屋を出る。そうすると、最初の１、２分間は全員我慢できますが、２分ぐ

らいするとウロウロしだして、もう食べたいという子供と食べたくない子供に分

かれ、食べてしまう子供が出てくる。結局３分の１の子は我慢できて、あとの３

分の２は我慢できなかったという結果になっています。その子達が４０年、６０

年経った時、我慢できた子は、自分達が何か困った時にきちんと対応できている

のです。我慢できなかった３分の２の子供達は、全部が全部ではないですが、色々

な問題が出ている。そのような結果になっています。ですから、やはり小学校に

入るまで、５歳ぐらいまでに、そういうことをきちんとやらなければならないと

いうのが、マシュマロ実験の結果から分かります。 

もう一つ、独立青少年教育振興機構が、最近、親の育て方をアンケート調査して

います。「褒められた経験が小さい時にある」それと「色々な時にしっかり叱って
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もらったことがある」という経験をした子供の方が、色々な時に耐える力、我慢

する力が非常にあるという結果が出ています。小さい時に褒められたり、叱られ

たりすることによって、耐えられる、我慢することができるようになる。褒めら

れなかったり、叱られたりすることがなかった子に比べると圧倒的にいい結果が

出ています。 

このようなことから、発達段階に応じて子供達にきちんと指導をしなければなら

ないということが、大きな課題だと言われています。その体験的な活動、生活態

度、各学校での朝の挨拶運動等を通して、子供達はそういったことをしっかりと

身につける必要があるのではないか。例えば、朝や夕方に歯を磨く習慣が付いた

ら、歯を磨かなかったら何だか気持ちが悪いから、「今日は何か忘れているぞ」と

気が付くように習慣付けをすることが大切です。最近７つの習慣といったような

本も出ていますが、そういうことも大切だと言われています。それをただ体験さ

せるだけではなく、体験の中で褒めたり、指導したりといったことが大切ではな

いかと思っていますので、これからの幼稚園教育の中にも取り入れ、きちんと指

導していかなければならないと思います。 

どのように指導していくのかというと、マシュマロ実験の結果でこう言われてい

ます。食べたいという意識があるはずなのに、何故３分の１の子が我慢できたの

か。マシュマロがそこにあるから食べたいと思うので、マシュマロのことは考え

ない。マシュマロのことではなく、今は違うことをしたいと、机の周りをぐるぐ

る回ったりして、もうマシュマロを見ない。そうすることによって耐えられる。

ということは、何かを耐える為には、それとは違う目的や目標を見つけて、対応

していくこと、代償というか違うものを見つけて、打ち込めるものを子供に与え

る、子供が見つける、それが大切なのではないかという結果が出ています。子供

達が一生懸命打ち込めるもの、中学校でも小学校もそうですが、スポーツでも絵

を描くことでも、自分のやりたいことをやっていくことが大切ではないかと。一

生懸命取り組めるものが必要ではないかという結果です。 

これから教科として道徳が入ってきますが、子供達にどう定着させていくかは、

今後、教育委員会としても検討していかければならないのではないかと思ってい

ます。実際のデータや、色々な取り組みを参考にしなければ、ただ単に道徳の授

業をするだけでは、知識は付くかもしれませんが、実際の行動に現れないのでは

ないかと感じました。 

二つ目はカリキュラムマネジメントについてです。教科の場合は教科書があり、

１年生、２年生、３年生と順番を追っていくので、カリキュラム上ひっくり返る
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ことはないと思いますが、気になっているのは、総合的な学習の時間で、小学校

３年生や４年生で習ったことが、５年生とどうつながっているのかということで

す。４年生で高度なことを学習しているのに、５年生になると元へ戻ってしまう

といった、逆転現象が時々起こっているのではないか。先日、環境学習を行って

くださっているＮＰＯの方に、学校での授業の取り組みについて説明をしてもら

ったのですが、例えば、４年生の時にこの埠頭にどんな魚がいて、どんな植物が

生えているかといったことを調査し、その結果を見て環境が少し良くなっている、

悪くなっているということを学習している。ところが５年生になると、環境の学

習はしているが、３年生と同じような単なる水の調査をするだけで、せっかく４

年生でその先のことを学習したのに、５年生になった時に元へ戻ってしまってい

ると言われました。ということは、学校全体でどのように縦の系列を作ってマネ

ジメントするか。カリキュラムをつくる時には、最初にシラバスを作りますが、

それがきちんとできてないのではないかと感じました。特に総合的な学習の時間

や、特別活動など、きちんと１年、２年と縦の系列で、系統的に作らなければな

らないのではないか。そのためには、カリキュラムマネジメントがどのような意

味を持つのかを、一度学校で考えてもらわなければならないと感じています。中

学校は色々な小学校から子供が集まります。５校とか３校の小学校から集まるの

で、それぞれの小学校で違ったやり方をしてきている。それを中学校として、ど

うカリキュラムマネジメントするのか非常に難しく、連携をどうするのかが、非

常に大事なのではないかと思います。それは、特別支援の場合でも同じで、情報

がどう伝達されているか、小学校から中学校へ子供の情報がきちんと伝わってい

るのか。それを基にして中学校は、小学校での学習をどう発展させていくのかが、

これから課題になると思っていますので、教育委員会としても、きちんと学校の

状況を調べながら対応していきたいと思っています。 

簡単ですが、気になった二つのことについて、報告をさせていただきました。 

今、私が説明したことについて何か質問か意見がございましたら、よろしくお願

いします。 

  

前川委員 今お話いただいたことで、就学前や小学校教育の大事さをもう一度確認できたら

と思います。先日、ある中学校の校長先生を訪ねました。この中学校は校区に中

央図書館を持つ中学校です。中央図書館は確か昭和６０年ごろにできたと思うの

ですが、当時、校区に中央図書館ができるということで、近くの小学校は図書館

教育、読書教育を充実させようとしました。校区ですから小学生や中学生は保護
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者が引率しなくても図書館に行けます。そして、ＰＴＡや保護者が中央図書館に

足を運んだり、中央図書館の力を借りて学校で説明会などをしていただきました。

小学校の間に読書の好きな子を育てて欲しい、それは先ほど教育長が言われたよ

うに、挨拶や習慣が、何歳になっても成人してもしっかと身についているのと同

じです。中学校はクラブで忙しい、高校では受験があったり、就職があったりで

忙しいです。けれど、一度読書が好きな子に育っておれば、一時は読書から離れ

ても、成人になった時、あるいは退職してからもゆっくり本を読むなど、読書の

豊かさを一生享受できると思うのです。この中学校では当時、生徒は読書が好き

かという調査をされています。西宮の中学校の中で、どこにも負けないぐらいの

高率でした。学力調査か、生活習慣調査か、そのようなデータを校長先生が覚え

ておられました。地域に公立図書館がある学校と図書館との連携を、是非充実す

ればよいと思います。私はその小学校で国語の図書の時間に、学校を離れて子供

達と図書館に行きました。そして、貸し出しカードを使って、中央図書館の本を

借りて学校に帰る。皆がカードを持っていて、その子たちが中学校に進んだ。そ

れがとても印象に残ることだったのでお話させていただきました。 

  

重松教育長 ありがとうございます。 

他にご意見ありませんか。よろしいですか。 

ないようですので、これより審議に入ります。 

議案第８号「西宮市教育奨学金条例施行規則の一部を改正する規則制定の件」を

議題とします。学事課長お願いします。 

  

学事課長 議案第８号「西宮市教育奨学金条例施行規則」の改正について、説明いたします。 

この度の改正は、本市の高校生を対象とした給付型奨学金、以降、「高校奨学金」

と申し上げますが、この給付額を改定するためのものでございます。 

改定理由といたしましては、国の「高校生等 奨学給付金」、以降、「奨学給付金」

と申し上げますが、これと本市の「高校奨学金」の支援内容が重複しているため、

国の制度が創設された平成２６年度以降、生徒の受け取り総額に配慮しながら「高

校奨学金」を減額調整して給付しております。 

今年度につきましても、「奨学給付金」が一部の階層で増額されますので、調整を

行うものです。具体的には、市民税所得割非課税世帯の第 1子の国公立を対象外

とし、私立は月額４，０００円に減額いたします。 

また、両親と死別などで遺児となった生徒に対し、「高校奨学金」に加算して給付
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している「遺児給付金」につきましても、減額調整する必要があるため、市民税

所得割非課税世帯の第１子の国公立の給付額を月額４，７００円に減額いたしま

す。 

施行は、公布の日からとし、６月下旬から募集開始予定の平成２９年度「高校奨

学金」から適用いたします。 

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・ご質問ありませんか。 

よろしいですか。 

なければ採決に入ります。 

議案第８号「西宮市教育奨学金条例施行規則の一部を改正する規則制定の件」に

ついて、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。よって本案は可決されました。 

続きまして、議案第９号「西宮市社会教育委員解嘱及び委嘱の件」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 議案第９号「西宮市社会教育委員解嘱及び委嘱の件」について、お手元の資料を

ご覧ください。 

現社会教育委員の任期は平成２８年２月３日から３０年２月２日とまだ任期途中

ではございますが、選出団体の一つである西宮市青少年愛護協議会の役員選考に

伴い、団体の方から改選の申し出がありましたので、解嘱・委嘱の審議をお願い

いたします。委嘱候補者の森郁子さんは、鳴尾東地区青少年愛護協議会の会長を

お務めで、この度の西宮市青少年愛護協議会の役員改選で副会長となられました。

資料の３枚目に森様の略歴をおつけしておりますので、ご確認をお願いいたしま

す。 

なお、任期途中での交代の場合、前任者の残りの期間を引き継ぐこととなってお

りますので、他の委員と同様に平成３０年２月２日までの任期となります。 

説明は以上でございます。 
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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。 

よろしいですか。 

なければ採決に入ります。 

議案第９号「西宮市社会教育委員解嘱及び委嘱の件」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。よって本案は可決されました。 

次に、議案第１０号「西宮市青少年育成センター運営協議会委員解嘱及び委嘱の

件」を議題とします。青少年補導課長、お願いします。 

  

青少年補導課長 議案第１０号「西宮市立青少年育成センター運営協議会委員解嘱及び委嘱の件」

についてご説明いたします。 

西宮市立青少年育成センター条例第５0 条の規定に従いまして、任期途中で解職

の願い出による欠員が生じたため、補欠委員の委嘱をするものです。 

また、委員の定数は１２名以内となっておりますが、現状では１０名のため、新

たに２名の委員を委嘱するものです。 

別紙委員名簿の通り解嘱させていただく委員は、西宮警察署生活安全第２課の金

高前課長と甲子園警察署生活安全課の山口前課長です。新たに委嘱させていただ

く補欠委員は、西宮警察署生活安全第２課の藤川課長と甲子園警察署生活安全課

の木村課長です。委嘱期間は、平成２９年７月１日から平成３０年６月３０日で

す。 

また、新たに委嘱させていただく委員は、西宮市保護司会副会長の小西氏と西宮

市子供会協議会副会長の田中氏です。委嘱期間は平成２９年７月１日から平成３

１年６月３０日です。 

以上、ご審議をお願いします。 

  

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。 

  

前川委員 センター条例の４条に、青少年育成センターの所長とその他の職員のことが書か
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れています。この青少年育成センターが、どのようなところかわかりにくいので、

所長とは誰のことを指すのか、その他の職員というのはどこの部署になるのかを

説明してください。 

  

重松教育長 青少年補導課長、お願いします。 

  

青少年補導課長 センター長は青少年育成課の課長となっております。また、青少年育成センター

は、青少年育成課と青少年補導課から組織されております。 

以上です。 

  

前川委員 ありがとうございます。大きな括りの育成センター条例があって、青少年育成と

いう傘の下で愛護、補導活動などが展開されて、この委員委嘱がその一連のもの

であるということがわかりました。そういうことでいいのですね。そうすると、

頂いた資料で見ると、愛護や補導など色々な活動が育成の傘の下にあるはずなの

に、施行規則が随分補導に偏っています。もちろん警察は青少年育成に大切な連

携機関ではありますが、この補導という捉え方や定義が気になりました。条例を

踏まえて、補導というのは、どのような定義になるのか教えてください。 

  

重松教育長 青少年補導課長、お願いします。 

  

青少年補導課長 補導の概念につきましては、平成１４年の国家公安委員会規則、少年警察活動規

則において、街頭補導が用いられています。しかしながら、本市が委嘱する補導

委員が行う補導は、少年警察活動における補導の概念とは異なるもので、地域住

民のボランティア活動としての児童生徒の見守り、声かけ、指導等の行為を総称

するもので、指導青少年を正しい方向に助け導くといった国語的な意味とほぼ同

じと理解されるものです。 

以上です。 

  

前川委員 ありがとうございます。今のお答えで安心したというか、大変よいことだと思い

ます。先ほど言いましたが、青少年育成という大きな傘の中に補導活動はあるわ

けです。そして、愛護もパトロールをやっています。では、愛護のパトロールと

補導活動は何が違うのか、青少年を育成するには、多様な観点で青少年を守り、

伸ばしてあげることが必要です。「愛護」を辞書で見ると、良さを引き出し守ると
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ありますね。ということは、愛護の人達は、パトロールの時に何か道を外れそう

な危なっかしい子を正すという観点ではなく、寒いのに公園で元気に遊んでいる

ねというように、子供達のよさを引き出す活動ですね。では、補導はどうなのか

が気になりましたが、西宮では育成、愛護の観点を入れているのですね。 

例え話をします。今日私が着ている服は黒で、この服で私が食事した時に、お醤

油をここにこぼして、人から「あなた、お醤油がこぼれてますよ」と言われた時

に、自分では見えないことがあります。ところが、服を脱いで光の当て方を変え

ると、「あ、ほんまや、ここ醤油が付いてるわ」と見えます。 

このように、子供達を様々な視点でも見て欲しいのです。青少年育成については、

愛護の観点、補導の観点、違う観点で見ると違うものが見えてきます。補導委員

の記録を見ると、非常に愛護の精神に溢れていて、子供達が挨拶すること、どの

ように過ごしていた等、良いところをたくさん拾い出しておられます。ぜひこの

育成センターが、庁舎移転に向けて、しっかりとセンターとして機能するように

していただきたいと思います。 

もう一つ付け加えますが、補導専門の課が、本来適切なのかどうかです。補導課

の課長は何をしているのですか、補導専門の課ですかと聞かれたときに、育成を

担当しています、補導活動もしています、と答えるべきでしょう。育成課の補導

チームという呼び方にすればよいのかもしれません。育成課の中の補導チームと

いうのと、補導課というのでは、全然感覚が違います。そういうことを感じまし

た。専門的なところは事務局にお預けしますが、想いを汲んでください。以上で

す。 

  

重松教育長 ありがとうございました。委員が言われた子供達への声かけなどは、非常に大事

なことです。今後の育成センターのあり方については、また検討していきたいと

思います。 

他になにかありませんか。 

よろしいですか。 

なければ採決に入ります。 

議案第１０号「西宮市立青少年育成センター運営協議会委員解嘱及び委嘱の件」

については、原案の通り可決しても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、よって本案は可決されました。 

次に、議案第１１号「西宮市特別支援教育審議会委員委嘱の件」を議題とします。 

特別支援教育課長、よろしくお願いします。 

  

特別支援教育課

長 

議案第１１号「西宮市特別支援教育審議会委員委嘱の件」についてご説明いたし

ます。 

今年度より新たに附属機関として設置されました、西宮市特別支援教育審議会委

員を委嘱するためのものでございます。 

特別支援教育審議会では、学校園の基礎的環境整備を進めるための具体的な方向

性、西宮養護学校の子供達の障害の重度・重複化・多様化への対応、医療や福祉

との連携などの課題解決に向け、学識経験者や医療関係者など幅広い見識を有す

る専門家等により、本市が進めようとする施策が適切なものであるかを調査及び

審議するものでございます。 

委嘱する委員の区分や職名につきましては、２枚目に記載している通りでござい

ます。 

ご審議のほど、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・ご質問ありませんか。 

よろしいですか。 

なければ採決に入ります。 

議案第１１号「西宮市特別支援教育審議会委員委嘱の件」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。よって本案は可決されました。 

次に、議案第１２号「西宮市就学支援委員会委員委嘱の件」を議題とします。 

特別支援教育課長、よろしくお願いします。 

  

特別支援教育課

長 

議案第１２号「西宮市就学支援委員会委員委嘱の件」ですが、西宮市附属機関条

例第４４条に従い、任期満了により、新たに委員を委嘱するためのものでござい

ます。 
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委嘱する委員につきましては裏面に記載している通りでございます。 

医師につきましては、医師会の推薦、行政関係職員につきましては、学校園校長

会の役割に基づくものでございます。 

ご審議のほど、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・ご質問ありませんか。 

よろしいですか。 

なければ採決に入ります。 

議案第１２号「西宮市就学支援委員会委員委嘱の件」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。よって本案は可決されました。 

次に、議案第１４号「西宮市学童等腎臓検診審議会委員解嘱及び委嘱の件」を議

題とします。学校保健安全課長、お願いします。 

  

学校保健安全課

長 

議案第１４号「西宮市学童等腎臓検診審議会委員解職及び委嘱の件」についてご

説明申し上げます。 

お手元の資料の通り、平成２８年７月１日に委嘱しました委員、御手洗先生を解

嘱し、西宮市附属機関条例第２条第５項により、新たに大西先生を委嘱するもの

でございます。 

以上、ご審議をお願いします。 

  

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。 

よろしいですか。 

なければ採決に入ります。 

議案第１４号「西宮市学童等腎臓検診審議会委員解職及び委嘱の件」については、

原案の通り可決してよろしいですか。 

  

 （異議なし） 
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重松教育長 異議なしと認めます。よって本案は可決されました。 

次に一般報告に移ります。 

一般報告の①「子供の居場所づくり事業の実施について」を議題とします。 

放課後事業課長、よろしくお願いします。 

  

放課後事業課長 「子供の居場所づくり事業の実施について」ご報告いたします。資料はＡ４、１

枚となっております。 

子供の居場所づくり事業は、学校施設や公民館などを活用し放課後における子供

達の安全で自由な遊び場や学びの場を提供するもので、平成２７年度から試行を

進めております。 

１年目はコーディネーターを学校に配置し、学校の屋外と屋内で事業を実施する

「ＣＮ（コーディネーター）常駐型」を３校で行いました。２年目に当たる昨年

度からは、校区ごとの状況に応じて拡充を図れるように、事業メニューを４種類

に増やして実施しております。各事業メニューにつきましては、資料の「１ 事

業の経過」に、①から④で記載しております。 

平成２８年度の実施校につきましては、資料の「２ Ｈ２８事業実施校」に記載

の通りでございます。 

今年度、新たにコーディネーターを配置し、取り組みを行いたいと考えている実

施校は、「３ Ｈ２９新たな事業実施校」に記載の通り、「ＣＮ常駐型」につきま

しては、上ケ原南小学校。放課後ルーム型Ⅰにつきましては、今津小学校を予定

しております。 

上ケ原南小学校は、校区内に公園が少ない上、児童館もなく、非常に子供達の活

動場所が不足している校区です。昨年度は学校地域等連携型で、図書室を放課後

の学習の場として、週に３日程度開放を試みましたが、学校としては、常設的に

遊び場や学びの場として学校施設を開放し、学力や体力向上につなげたいと強く

望んでおり、事業導入に協力的であることなどからも、「ＣＮ常駐型」の候補校と

いたしました。 

今津小学校は、他校区に比べて公園面積が多い校区ですが、その反面、児童館が

なく屋内の子供の居場所が不足している校区であります。昨年度まで青愛協が県

民交流広場を活用して、水曜と土曜日、長期休業中に子供向け事業を開催してお

りましたが、今年度から土曜と長期休業中での開催となり、平日の放課後に子供

達が安心して過ごせる場が必要となっています。また、事業実施場所として活用
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を考えている図書室やランチルームが、普通教室棟から分離された独立棟となっ

ており、屋内の事業を実施する上での条件が整っております。学校も放課後学習

にも力を入れようと頑張っておりますので、「放課後ルーム型Ⅰ」の候補校といた

しました。事業の導入時期は、９月に試験的な開催を行った上で、１０月から事

業を実施したいと考えております。 

「③放課後ルーム型Ⅱ」それから「④学校地域等連携型」ですが、今年度、新規

に取り組む実施校区につきましては、現在、公民館との調整や学校などの意向を

確認中ですので、調整が整いましたら、２学期以降になりますが順次実施をして

まいりたいと考えております。 

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。 

  

岩本委員 教えていただきたいのですが、２の④「学校地域等連携型」が今年度６校で実施

されているので、具体的にどういう感じかということを知りたいです。それから、

「居場所づくり事業」というのは、ここに書いてあるように、放課後における子

供達の安全で自由な遊び場や居場所を提供し、成長につなげる事業ということで

すが、選定理由の上ケ原南小学校も今津小学校もそうですが、学習の向上に事業

を活用したい、勉強する場として居場所づくりを利用するケースがありますが、

それは当初からそのような目的だったのでしょうか。 

  

重松教育長 放課後事業課長、お願いします。 

  

放課後事業課長 まず④「学校地域等連携型」の具体的な取り組みですが、こちらの事業メニュー

につきましては、学校や地域が行う子供の居場所づくりにつながるような取り組

みをこの事業としても支援するメニューです。 

例えば、上ケ原南小学校では、放課後子供達が、学習に取り組む場所がないとい

う状況であったことと、運動場では遊べるが、屋内で子供同士過ごす場所がない

ということで、なんとか図書室を子供の居場所にしたという学校からの相談がご

ざいました。そこで、こちらの事業としてボランティアを配置して、図書室を開

放してはどうかということで事業実施につながっております。 

南甲子園小学校では、ちょうど校舎の改築により、職員室から校庭の様子が見え

にくい状況であったため、子供達の遊び場として開放していた校庭に見守ってい
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ただける方がいると、子供達も安全に遊べるし、学校としても助かるといったご

相談もあり、ボランティアを校庭に配置しました。 

あと、生瀬小学校では、教育連携協議会で、子供達の安全な遊び場として校庭を

活用したいという意向があり、事業としてボランティアを配置することで、居場

所づくりにつながればと、連携して事業を実施することにしました。 

また、この事業では遊び場の充実だけではなく学びの場としても、居場所として

提供していきたいと考えており、特に学校施設を開放するに当たっては、学びの

場としても開放して欲しいという学校の強い要望あり、そういった願いに対して

も、この事業として対応している状況です。 

以上です。 

  

岩本委員 続きになりますが、学びの場としてもあるというならば、全員ここで宿題してく

れたら、「遊んでから宿題するより安心だね」といった、保護者の意見はたくさん

あります。でもボランティアは勉強を教えてくれるわけではないでしょうから、

もし本当に学力の向上を狙っているのであれば、ボランティアにそういったサポ

ートをしてくれるような機能があればいいのかとも思います。けれど、宿題も落

ちついてやることが大事だと思うので、パパッとやるだけでは学びにはつながっ

ていないとも思います。本当の学びというのは、高学年の人と一緒に遊んでいく

上で、その「関わり合いの中での学び」を最初の目的としていたわけですから、

宿題をここで済ませたら、家では何もしなくていいというのとは違うと思います。

そのあたりにも気をつけながら、本当に勉強の補習的なことをして欲しいのであ

れば、それなりの手だてが必要だと思うので、それとは別に考えていただけたら

と思います。 

  

放課後事業課長 少し説明を補足させていただきます。学びの場もそうですが、この事業では子供

達の自主的、主体的な活動を狙いとしているので、先ほど委員がおっしゃいまし

たように、この事業の中での学習の場というのは、何かを教えるのではなく、子

供達が主体的、自主的に宿題に取り組む環境を整えることで、そこから子供達の

育ちにつなげたいというように取り組んでおります。以上です。 

  

重松教育長 例えば高学年の６年生がいて、２年生や３年生の子に、宿題がわからなかったら

教えてあげるということになれば、異年齢間の交流ができる。そのような学習と

いう意味ではないのかなと思います。ですから、子供達が安全に遊べる場の確保
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という意味では、大きな意義があると思いますが、その中で交流をするというこ

とも、非常に大きな意義だと思います。学習に特化すると、中身としてはどうな

のかとも思いますので、今後、そのあり方についてまた検討をしていかなければ

ならないのではないかと思います。 

他にどうですか。 

  

辰馬委員 基本的に児童は一旦帰宅して、また学校に行くということが基本なのでしょうか。 

  

放課後事業課長 学校によってルールが違います。例えば全校一旦下校してから来るところもござ

いますし、高学年はそのまま残って校庭で遊んでいいけれど、低学年は一旦帰ら

ないと遊べない等、学校によって状況が違います。 

  

辰馬委員 もちろん学校も子供の居場所づくりとして、重要な役割を果たすと思いますが、

公民館も子供達の居場所として活用してもらおうとされてると思います。例えば

公民館の推進活動の一環として、地域の人材も生かしながら、子供達に色々な地

域のことについて話しをする。ボランティアの方に、その地域の歴史等を話して

いただく活動ということも、一部の地域ではされていると聞いたこともあるので

すが、どのような活動なのでしょうか。 

  

放課後事業課長 現在、二つの公民館を活用して、居場所づくり事業を実施しております。 

そこでは、子供達の自主的な活動を見守るというスタンスでやっております。た

だし、公民館となると、なかなか参加人数が少ない状況ですので、例えばボラン

ティアが可能な限りで子供達に折り紙を教える、昔遊びを教えるなど、そういっ

たレベルでボランティアが子供に関わりながら進めております。 

以上です。 

  

重松教育長 居場所づくり事業に書いてあるように、子供達の安全で自由な遊び場としての居

場所を提供することが主なので、公園でボールが使えないとか、色々な制約があ

るので、子供達が安全に遊べる場所を提供することが主な目的です。ただ、色々

なことが出てきており、中身については、まだ検討していかなければならないと

思います。 

他にどうですか。 

なければ、これで一般報告の①を終了します。 
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ではこれより非公開案件に移ります。 

恐れ入りますが、傍聴の方はここで退出をお願いいたします。 

  

 （傍聴者退出） 

  

重松教育長 では、再開します。 

議案第１３号「春風小学校教育環境整備事業基本計画（素案）パブリックコメン

ト実施結果と基本計画策定の件」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 

議案第１３号「春風小学校教育環境整備事業基本計画（素案）パブリックコメン

トの結果と基本計画策定」について、ご説明いたします。 

資料にパブリックコメントの結果と基本計画を添付しております。 

最初に、基本計画の素案について、簡単にご説明をさせていただきます。 

春風小学校の現状ですが、３ページをご覧ださい。 

２番に児童数・学級数の今後の推移がございます。ご覧の通り、児童数は今後も

微増傾向にあり、学級数に関しては、過大規模でございます。 

３の現況の配置図では敷地南側に校舎が配置されております。いずれも昭和３０

年代の建築で、相当老朽化が進んでおります。また、児童増加に伴い教室不足で、

体育館の東側に６教室、南側に２教室、合計８教室の仮設校舎を設置しており、 

これらを解消するための校舎改築となります。 

４ページの４番スケジュールですが、現在の基本計画では２９年度、このパブリ

ックコメントを終えた段階で基本計画の策定を考えております。計画策定後は、

基本設計、実施設計に移り、改築工事につきましては３１年度に着手予定です。

平成３４年度まで事業が続くと考えております。 

続きまして５ページに学校づくりの方針を掲載しております。 

７ページですが、今回、改築校舎の配置について、複数のパターンを検討したこ

とを公表しております。実際に敷地の北側、南側、北西側、西側と４パターンを

検討し、近隣や学校とも相談し、最終的には北側の配置を選択しております。工

期が一番短いということと、教育環境面でも採光や通風など良好なこともござい

ます。運動場も、現況利用できるというメリットがございます。 

ただ、現況とは校舎の配置が変わってくるため、近隣への影響がございます。新

設校舎の圧迫感や日影の影響、運動場の位置が逆転するため砂ぼこりの影響など
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が懸念されます。仮設校舎は全く必要ありませんので、事業費についても一番安

いこともあり北側を選んでいます。 

この基本計画を公表し、パブリックコメントを実施しました。その結果について、

ご説明いたします。 

パブリックコメントの資料をご覧ください。平成２９年４月２５日から５月３１

日にかけて実施し、①提出人数につきましては、５名、②意見の件数につきまし

ては、１０件でございます。回答の分類別が、右下にございます。「素案に記載済」

「意見を反映」につきましては、０件、「今後の参考・検討」させていただくもの

が９件、対応が難しいものが１件と考えております。 

次ページ以降に、個別の意見とそれに対する教育委員会の考え方を掲載しており

ます。 

主なものについてご紹介いたします。 

１番ですが、校舎配置が現状と変わり、階数も４階層となることから、近隣住民

への影響は極めて大きい。今後、近隣住民へ配慮した設計・施工の検討を進め、

十分な説明機会を設けることが必要。 

校舎配置につきましては、複数の校舎配置案を比較検討し、教育環境、工期、事

業費等の点から敷地北側へ校舎を配置する計画としています。また、今後の児童

数増加に対応する諸室整備により校舎は一部４階となりますが、近隣にお住まい

の方への住環境配慮も必要と考えております。今後の詳細設計の段階でも検討し

てまいります。基本計画の内容につきましては、説明会などで協議を重ねており、

今後も継続して協議の機会を設けるよう努めてまいります。という回答を考えて

おります。 

続きまして、３番と４番ですが、３番につきましては、近隣への音の影響につい

て、北側配置については、音楽室などとは離れた位置になることから、音量は軽

減される。それについては、評価できるが、運動場が南側になることで、騒音増

大が懸念される。日常生活で体調に支障を来すことを懸念しており、校舎配置に

ついては「南側配置」を希望する。というご意見もございます。 

校舎配置につきましては先ほど申し上げた通り、北側へ配置するという計画にし

ております。北側配置の場合は、確かに音楽室などの音というのは軽減されます

が、運動場とは近接することになります。音対策につきましては、音量を調整で

きるスピーカーの設置、十分に植栽をすることで対応を検討したいと考えており

ます。 

４番も同じく音についての懸念です。回答については同様の回答をさせていただ
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きます。 

６番ですが学校施設の有効利用について、もっと地域と交流の場となるようなア

イデアを計画に盛り込んで、住民が普段から気軽に利用できるようにして欲しい。

周辺住民、地域住民との密接な交流を大事にしなければならないと考えており、

地域とのつながりを大切に、人間形成ができるような場所となって欲しいという

ご意見を似たような内容も含め２件いただいております。 

今回、学校内や地域の交流スペースとしてランチルームを整備するなど、地域に

開かれた施設整備を計画してまいります。ご指摘の趣旨を踏まえ、地域開放につ

いては、学校運営上支障にならない範囲で、今後より多くの利用機会が持てるよ

うな設計を検討してまいります。という回答をさせていただいております。 

以上が、パブリックコメントの結果になります。 

これを踏まえまして、基本計画の素案につきましては、特に修正することは考え

ておらず、素案が確定すると考えております。 

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。 

本件にご意見・ご質問はありませんか。 

  

前川委員 計画を立てていく時の参考になればということで、お聞きください。 

西川委員には、施設を預かる大事なお仕事をこれまで重ねてこられたので、こう

いったものを見た時に、どこに注目されるのかなど、是非ご助言をいただきたい

と思いますが、先に私の方から。私が住んでいる家の近くに中学校があります。

吹奏楽部は有名で、全日本の大会にも出たりして地域では誇りなのですが、この

吹奏楽部の練習の時の音というのは、小学校で出るような音の類ではありません。

楽器ごとの練習場所は、いつもは確保できないので廊下などで吹きます。そうす

ると廊下には響きます。これで地域となぜ共存できているのか。運動会の時だけ、

こういったお叱りを受けることは、私もこれまでありましたが、中学校に入学し

た子が、クラブ活動で吹いたことがない楽器を１学期から吹き始める。これで地

域と共存できる理由がどこにあるか、来週校長先生を訪ねようと思っています。

きっとこの学校には、学校教育や地域の子供の成長などが住民と非常に近い距離

にあると思うのです。そう思って、この吹奏楽部の様子を住民として聞いている

と、なるほど最初はうるさいです。でも、これがだんだん音に曲になっていくの

です。「あ、この頃上手になってきたな。」と。で、ある時、コンクールの関西で
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金賞を取ったと。私は学校に呼んでもらったことはないですが、近隣住民には、

「いつもご迷惑をかけていますが、あの子たちがこんなふうに成長しました」と

いった報告、あるいはコンサートや音楽会などの時に招待状が届いたりする、そ

ういった何か秘密があると思うのです。そうやって、地域・社会教育や学校教育、

地域のみんなの子供達だということで、音の問題を上手く解決できたらいいと思

います。学校や地域に期待しています。 

二つ目。春風小学校は、昭和６３年頃に横の新川があふれて、新築間もない体育

館が浸水しています。新しい体育館を造ったのに床板を全部張り替えたはずです。

ここには新川があり、治水条件は変わっているかもしれませんが、校舎を建てる

時には過去の災害を踏まえて、防災の観点からも考えていただきたい。 

それと改築校舎の図面を見ると、外トイレのことが非常に気になります。一番角

地の南東部分。この南東の窪んだ見通しがきかないところにトイレがあるので、

子供達が安全に出入りできるように、色々な人の目が行き届くようにするなどの

工夫があればと思います。 

最後に屋上プールです。屋上プールというのは、外部からの侵入を防ぐためと、

中からの万一の避難のために、外付け階段で避難経路を確保するはずです。この

外付けの避難階段の地上部分がどうなっているかが気になります。香櫨園小学校

でもそうですが、外からは侵入できない、けれど、中からはいつでも避難できる。

そのために鍵はかけられません。ということは、中からしか開かない仕様として

整えることが必要だと思います。現状、他の学校がどうなっているのかわかりま

せんが、これは非常に大事なので言わせていただきました。 

  

重松教育長 学校施設計画課長、よろしくお願いします。 

  

学校施設計画課

長 

ますご指摘いただいた外部トイレですね、これにつきましては現在、南東には置

いていますが、委員がおっしゃる通り少し使いにくいのではないかという声もご

ざいます。その一方で、運動場をできるだけ整形に広く取りたいということと、

地域の利用者のこともございますので、いただいたご意見も踏まえて、設計の段

階で検討していきたいと思っております。 

それと、屋外階段についてはおっしゃる通りで、プールから屋外階段を降りても、

避難の時に鍵がかかったままではどうしようもありません。最近開校した高木北

小学校には、屋上にプールがあり、そこは常に鍵がかかっており、鍵にプラスチ

ックのカバーが設置されております。要するに普段は、鍵の開け閉めができませ
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んが、いざという時には、そのプラスチックカバーを破壊して、鍵を開けます。

いわゆる破壊錠と呼ばれているものが設置されています。恐らく春風小学校もそ

のような形の施錠になると思います。 

以上です。 

  

西川委員 毎回の話になりますが、校舎を建てる時に、何が一番大事かと言うと、安全だと

思うのです。機能も大事ですが、安全がやはり大事です。ご参考までに申し上げ

ますと、例えば４階にトイレがあるとすれば、それが外の道路から見えるか見え

ないか。そのような部分を、うちの場合は注意しました。トイレを作ったら、道

路から見えないか、あるいは近所のマンションから見えないかどうか。そういっ

たことはできるだけ避けるということで、外から校舎を見た時にどうかというこ

とを注意しました。うちの場合は、女子校ですが、女子も男子も関係なく、トイ

レや更衣室、プールや脱衣所といったところは、外からできるだけ見えないよう

にするのは、当然だと思います。最近、ややこし人もいますので、それが一つ。 

そして、以前にもこの席で言ったことがありますが、中学校の話です。私は私学

なので学区の中学校を回らせていただきました。車で行ったのですが、校門から

簡単に入れる中学校となかなか入れない中学校とがありました。また、学校によ

っては、職員室の前まで行くのに誰にも会わなかったこともありました。職員室

で、声をかけたら、先生がびっくりするわけです。中学校によっては、保護者の

方がおられて、入るのを止められて、「どなたでどのようなご用件ですか」と確認

されて、それで入れていただいたというように、非常に厳重なところもある。学

校によって安全対策がまちまちなような気がして仕方がありませんでした。尼崎

の中学校だと、全校が鉄門扉で施錠されていて、外から声をかけて職員室で開錠

してもらってやっと入れる。私達は、仕事の時は車で回りますから、尼崎に入る

とすごく面倒です、雨の日は特に。けれど、西宮に行くと非常に入りやすい学校

が意外とあるので楽でした。なので、もしこれが私ではなくて犯罪者だったらど

うなるのかということを考えながら回りました。特に小学校の場合は子供が小さ

いので、そのあたりにも注意が必要だと思います。立派な校舎を造っていただく

のはいいのですが、その後の維持管理と安全対策は厳重にしていただきたいと思

っています。 

それから、防犯カメラが設置されている学校は、私学では多いですが、公立はど

うなのでしょう。僕はあまり知らないのですが。職員室の中から誰が来たかがわ

かるというような。地域に開かれた学校と、安全を、どのようにリンクというか、
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バランスを取るのかが非常に大切なところだと思いますので、ご参考になればと

思います。 

  

学校施設計画課

長 

ご意見ありがとうございます。安心安全という部分は、非常に留意しないといけ

ないと思っております。この学校づくりには、推進委員会では学校の職員をはじ

め、地域の主だった方にも参加していただき、地域のご意見もいただきながら、

学校づくりを一緒に進めていくということで、情報を共有しながら、地域の中の

学校という形で進めております。 

安全安心につきましては、本当に留意しながら造りたいと思います。 

以上です。 

  

重松教育長 ありがとうございます。他にはどうですか、 

  

岩本委員 確認ですが、先ほどランチルームなどが地域に開かれたスペースになるというこ

とですが、ランチルームの場所は、どこになるのでしょう。今、西川委員がおっ

しゃったように、地域の方が入りやすい場所ならば、入りやすくかつ門に近いこ

とが必要なのかなということと、育成センターを利用される方やお迎えなどで来

られる方は、どの門を使われるのかが気になりました。今、育成センターをご利

用の方は、車でお迎えに来られる方はいらっしゃらない地域なのかもしれません

が、多数が車でお迎えに来られるような地域だと、そのことも配慮した上で、入

り口の場所などを考えておられているのかをお伺いします。 

  

重松教育長 学校施設計画課長。 

  

学校施設計画課

長 

基本計画の１１ページを見ていただきますと、今回の基本計画では、大きな校舎

の配置など、１階部分にはこのような教室等を置きますといった、ざっくりした

ものになっています。ランチルームがどこになるかも、今のところは決まってい

ない状況です。ただ、中庭を配して回廊型の校舎を造ろうとしておりますので、

１階部分のどこかにランチルームを配置したいと思っています。あまり入り口か

ら離れると利用しにくいという話もありますし、当然その入り口が、夜間など学

校が閉まっている時に、安全的に利用できるような状態にしなければならないと

思っています。これは、設計段階の課題だと考えております。 

育成センターの通用門については、今協議中でございます。現在の育成センター
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も、南東ではないのですが、どちらかというと東の道に接したところに設置され

ています。やはりお迎え時にどうしても車を停められてしまうことがあり、近隣

の方からはそういったご指摘も聞いております。今回は南東に設置しております

ので、できれば南側に専用門を置きたいと思っております。当然車のお迎えのこ

とだけではなく、死角がないなど、視界がいいということも含めて、児童の安全

も考えると南側の左側で、設計の段階で検討したいと思っております。 

以上です。 

  

重松教育長 他にはどうですか。 

よろしいですか。 

今、いろいろ意見が出ましたけども、また十分に検討をよろしくお願いしたいと

思います。 

では、採決に入ります。 

議案第１３号「春風小学校教育環境整備事業基本計画（素案）パブリックコメン

ト実施結果と基本計画策定の件」については、原案どおり可決してよろしいです

か。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。よって本案は可決されました。 

次に一般報告②「旧高須東小学校跡地活用に伴う所管換えについて」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 一般報告②「旧高須東小学校跡地活用に伴う所管換えについて」報告いたします。 

本件は、平成２１年３月に閉校した旧高須東小学校跡地について、政策局が中心

となって活用方法を検討した結果、一定の方針が定まったことにより、６月市議

会において、政策局から総務常任委員会へ、また、こども支援局から教育こども

常任委員会へ報告を予定しております。 

教育委員会からは、教育こども常任委員会への報告に同席し、財産処分と所管換

えについて報告を行う予定です。 

お手元の資料「旧高須東小学校跡地活用に伴う所管換えについて」の表紙をめく

っていただきますと、「パーク＆ライド方式の保育施設の整備について」というタ

イトルの資料となっておりますが、これは、こども支援局から教育こども常任委
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員会への報告資料の案でございます。今後、こども支援局において、内容が修正

される可能性がありますのでご了承ください。 

１ページ目をご覧ください。項目２に、旧高須東小学校の周辺地図と、敷地の配

置図が示されております。配置図の斜線部分は、子供支援局がパーク＆ライド方

式の保育施設を民間事業者の公募により開設する予定地、また残りの部分は政策

局が今後、活用条件や手法の検討を進めた上で、公募により貸付事業を行う予定

地となっております。 

次に、資料の４ページをご覧ください。 

項目５に、保育施設整備と貸付事業のスケジュールを記載しております。今後、

この整備スケジュールに合わせて、財産処分と所管換えの手続を行う必要があり

ます。 

項目６に、その手続の内容を記載しております。教育委員会が所管する事務は、

この部分になります。まず、財産処分ですが、旧高須東小学校跡地の活用につい

ては、国庫補助を受けて取得・整備した学校用地及び施設の転用・取り壊しとな

ることから、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、文部

科学省に対して教育財産の財産処分の手続を速やかに行います。 

なお、活用先に有償で貸し付ける場合には、学校用地の取得時に受けた学校用地

取得費補助金の一部について、国庫納付を行う必要があるため、納付額や納付時

期などの詳細について県と協議を進めてまいります。 

次に、所管換えについてですが、旧高須東小学校跡地及び建物は、現在、教育委

員会の所管となっているため、保育施設用地と貸付事業用地のそれぞれの区域が

確定した後、所管の部局へ財産の所管換えを行います。 

本日は、議会への報告に当たり、事前にその内容をご報告させていただきました

が、所管換えにつきましては、教育財産の用途変更となることから、正式な手続

を行う前に教育委員会会議の承認が必要となるため、改めて今年度中に提案させ

ていただく予定でございます。 

報告は、以上です。 

  

重松教育長 説明は終わりました。本件にご意見・ご質問ありませんか。 

よろしいですか。 

なければ、一般報告②を終了します。 

次に一般報告③「児童・生徒の状況について」を議題とします。 
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 （非公開） 

  

重松教育長 ほかに何かありませんか。 

では、これで一般報告③は終了させていただきます。 

次に一般報告④「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 他はよろしいですか。 

なければ一般報告④を終了します。 

以上で、予定されていた議題は全て終わりました。 

ここで委員の皆さんにトライやる・ウイークを視察していただいておりますので、

ご感想・ご意見をお聞かせいただきたいと思います。 

前川委員からお願いします。 

  

前川委員 トライやる・ウイークに行かせていただきましたが、子供達の様子は本当に生き

生きとしています。事業所の方も、気持ちよく迎えておられるということで、例

年通りの姿ではないかと思っています。 

お願いしたいのは、前回の教育委員会会議でも言いましたが、トライやる・ウイ

ークが職業に関わる体験でないということを、十分その事業所にも伝えて欲しい

のです。例えば、私が今勤務しているところは、２校から中学生が来ますが、職

業体験ではありません。文化財の発掘やレプリカモデルを作る、文化財というも

のを後世に伝えることの大切さ、未来に継ぐこと、そういった文化財の意義を体

験して学んでいます。おすし屋さんに行った時にも、おすし屋さんのお手伝いを

するのではなく、日本の食文化、仕入れのこと、魚のこと、そういったことを学

ぶ体験がトライやる・ウイークです。教育委員会ではなく社会から見た時に、長

年の間に少しぶれている部分があると様々なとこから感じました。 

それで、学校に対しての指導でお願いしたいことは、県教委からのアンケートに、

事業所の名前が記入されていないのが、すごく残念に思いました。例えば、スー

パーマーケット、何々大学、何々公民館、何々商店にアンケートを書いてくださ

いと、プリントを渡すのなら、事業所の名前を書いておくべきだと思います。そ

して、これが何回目ですかという欄、これも学校側が書くべきだと思います。私

の職場では、何回目の受け入れになるのか資料を残しています。学校側に聞いた
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ら、「古い資料がないので、何回お世話になったかわかりません」と、担当者が謝

っておられました。もう１校は、教頭先生がわざわざ説明にこられました。もし、

「いや、古いことで、学校には多くの資料があるので、そんなもの一々残してい

ません」、と学校が言ったら「うちの職場だって、山ほど書類がある。その中で、

ある程度捨てたとしても、トライやる・ウイークの今までの資料、何年から始ま

って、何人迎えたか。これらは継続的に大事にしているのに、中学校がそれを放

り出すのですか」、と言おうと思いましたけれど言わなくて済んでよかったです。

２校とも担当者、教頭先生がご立派な姿で、うれしかったです。 

職業人教育というものを、私も勉強しながら大学に勤めています。聖心女子大学

の文学部の大槻奈巳教授の書かれたものを読みました。インターンシップに関わ

ることですが、企業側でどんな社会人、職業人が欲しいかというアンケートにつ

いての拾い出しです。大学で学んだことが、企業側としては役に立つとも思って

いないし、役に立たないとも思っていない。インターンシップを含めて、職業人

教育に重点が置かれる傾向が大学において強まっているのではないか。就職は、

大学生活の延長線にとどまっていて、自分がどのような人生を送りたいかを曖昧

なまま就職しようとしている。大学教育は、就職予備校ではなく多様な価値観に

触れさせて、視野を広げる教育を大事にして欲しい。まず人間としての力を総合

的に伸ばし自立した人間を育てて欲しい。という大学教育への注文です。 

何か自分のことのように聞きましたので、紹介させていただきました。 

以上です。 

  

岩本委員 ５月３０日に甲武中学校の生徒たちが行っているトライやるに視察に行きまし

た。清田診療所、デイサービスに行った後、瓦木消防署でした。前川先生がおっ

しゃっていたように、子供達が生き生きと活動している姿が見られましたし、先

生方も時々トライやる先を訪問されているようで、事業所の方との関係も友好的

に築けているようでした。 

特にデイサービスのトライやる先が多いですよと、先生がおっしゃっていました。

デイサービスや保育所や幼稚園など何人かで行くようなところでは、子供達がチ

ームワークを学べるのではないかと思いました。視察したのは、男女４人で行っ

ているデイサービスセンターでしたが、リーダー的な男の子がいて、他のみんな

も男女関係なく、仲よく活動していました。中学校では、チーム編成を考える際

に、そのようなことは考えておられないと思います。でもそういうところを、き

ちんとチームワークが取れるようなチームで行けば、子供達の活動もさらに充実
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したものになるのではないかと思いました。 

以上です。 

  

西川委員 甲陵中学のトライやる・ウイークに行きました。 

行った先はコンビニとそれからドラッグストアでした。どちらも女の子２人ずつ

です。その中に不登校の子がおりました。でもそのトライやる・ウイークの最中

はずっと喜んで来ているのです。先生はこれをきっかけに、またもとの学校生活

に戻れたらいいなとおっしゃっていましたが、現実はなかなか厳しいということ

もおっしゃっていました。それが一点。 

もう一点は、トライやる・ウイークを引き受けていたある大学で、中学生にペン

キ塗りをさせていた現場を目撃したことがあります。中学の先生方も巡回に行か

れたりして、見ておられると思いますが、雑用で使われているようなことはない

かどうか、それはチェックをしていただきたいと思います。子供のことですから、

上から言われたらその通りするので。先程の職業体験の話ではありませんが、そ

れ以前の雑用っぽい仕事をさせられているようなことがあるのかないのか。もし

あるのであれば、事業所の方にも本当に理解していただかないといけませんし、

今は人手不足なので、そういうふうに使いたくなる気持ちもわからないことはな

いのですが、もしあったらまずいなと思います。西宮でもないとは言い切れない

ので、ぜひそのあたりも調べていただき、改善をしていただけたらと思います。 

以上です。 

  

辰馬委員 私は、瓦木中学校のトライやる・ウイークでコンビニと地域の郵便局を視察させ

ていただきました。生徒たちにやってもらう仕事というのを、各事業所では事前

に十分検討しなければなりません。受け入れている事業所を経営する立場として、

単なる職業体験ではないということは、私自身も色々勉強させていただいて、認

識しているつもりです。どこまで何をやってもらうか、細かく皆で協議して、計

画表を作っていますが、本当にそれが彼ら彼女達にとって、ためになっているの

かは、迷いながらやっております。ただ、今回、事業所２つを視察させていただ

いて感じたのは、各事業所の方が、子供達がやっていることに対して、「今のこの

時期これをしてもらうのは助かっている」、「本当に役に立ってもらっている」と

いうことを私たちにもおっしゃいましたし、子供達にもそれをきちんと口に出し

て表されているということです。要は、そのやっている仕事がどういうものであ

れ、自分が役に立っている、自分できちんとやるべきことができているという感
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覚というか体験をすることが、何をするか以上に、大切なのではないかと感じま

した。もちろん学校の集団生活の中でも、それぞれが自分の役割だったり、集団

生活の中で、やることもあると思いますし、学ぶことは多いと思いますが、もっ

と色々な世代の方達がいる社会の中で、そういった体験ができる、役に立ったと

いう体験ができるという捉え方としても、トライやる・ウイークというのは非常

に意義があると実感しました。 

以上です。 

  

重松教育長 私は、鳴尾中学校のトライやる・ウイークに行きました。西宮浜の環境事業部と、

福祉施設の子供達を見せてもらいました。自分たちのやりたいことを一生懸命、

生き生きやっているなと感じました。ただ、自分がトライやる・ウイークに関わ

ったことがあるので、さすがに２０年超えると、マンネリ化というだけではなく

色々と変わってきていると感じました。例えば、受け入れ先をどう確保するかと

いうこと自体も、初めは地域と連携した色々な意味があったはずなのに、学校に

全部お任せになっているところもあるし、昔のまま地域が動いて、ほとんど学校

はタッチしなくてもできるところもある。かなり地域との関係にばらつきが出て

きているのではないかということは、非常に感じました。今回の学習指導要領で、

社会に開かれた教育課程と言っていますが、学校と地域との関わりがどうなるか

は非常に難しいものがあります。先ほどの話にもあったように、地域との関係が

うまくいっていたら、校舎の問題であれ、ブラバンの練習であれ、苦情はあるに

しても、特定の個人だけになってくるのではないかと思います。ですので、これ

をきっかけにして、もう一度、地域とどうつながっていくかということを考える、

そのことが非常に大事なのではないでしょうか。地域に任せられるところは、協

力をお願いするという形にできればいいのではないかということを感じました。 

それぞれの市にトライやるを担当する組織があり、県や教育事務所にもあるはず

ですが、そのあたりの連携が最近希薄になっているとも感じています。十年ごと

ぐらいに見直しはしているのでしょうが、なかなか難しいところがあるのかなと。

どんなにいい事業でも、継続していくとだんだんマンネリ化していくので、その

あたりのところをどうするのか。子供達は毎年替わるので、同じことをやってい

るわけではないし、それをどう継続していくのか。学校も受け入れ先も、そのあ

たりのところをどうするかということは、今後考えていく必要があるのではない

か。それを市全体の検討委員会の中で、考えてもらう必要もあると思いました。 

以上です。 
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他に何か報告、協議しておくものはありませんか。 

よろしいですか。 

では、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。 

よろしいでしょうか。 

  

重松教育長 では、これをもちまして、第３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いたします。 

  

 （終了） 

  

 


