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（ 平成２９年度 教育委員会 第 6回定例会 ） 

開会 平成２９年９月１３日（水）        閉会 平成２９年９月１３日（水） 

午前 ９時００分                 午前１０時４０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    西川 淳 

委 員    岩本 佳菜子 

委 員    前川 豊 

委 員    側垣 一也 

欠席委員  

会議に出席

した職員 

職 氏  名 職 氏  名 

教育次長 

教育次長 

教育総括室長 

社会教育部長 

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 

教育職員課長 

 同    係長 

学校施設計画課長 

学校管理課長 

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 

北井 良 

前田 猛 

笹倉 英司 

柏木 弘至 

文化財課長 

 同    係長 

青少年補導課長 

学校教育課長 

学校保健安全課長 

教育企画課係長 

教育総務課係長 

 同    係長 

合田 茂伸 

俵谷 和子 

石飛 弥生 

中村 みはる 

飯干 英典 

谷木 陽介 

永田 健 

竹村 一貴 

署 名 

教育長 委員 



                                    平成 29 年 9 月 13 日 

                                    第 6 回定例会 

 2 

付 議 案 件 

 

＜教育長報告＞ 

 

＜審議案件＞  

議案第 24 号 人事に関する件  ※非公開                 （教育職員課） 

議案第 25 号 西宮市文化財審議会委員委嘱の件                （文化財課） 

報告第 12 号 人事に関する件                       （教育職員課） 

報告第 13 号 深津小学校既存校舎増築建築工事に係る 

工事請負契約締結に対する意見決定の件（学校施設計画課） 

  

＜一般報告＞  

一般報告①  平成２９年度 施策評価シートについて            〔教育総務課〕 

一般報告②   教育委員会所管 平成２８年度決算の概要について       〔教育総務課〕 

一般報告③   児童・生徒の状況について  ※非公開          〔学校保健安全課〕 

 

 

                                         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６回教育委員会定例会を開催します。 

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、７月１２日の定例会及び７月１９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 異議なしと認め、承認します。尚、簡単な字句の訂正があれば、事務局までお伝

えください。 

ここで各委員に確認します。 

本日の議題のうち、議案第２４号は人事に関する案件、一般報告②は９月市議会

に報告する案件で、現時点では公表されておりません。また、一般報告③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、

それぞれ非公開としたいと思いますがよろしいか。 

  

 （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。 

市議会でも道徳について色々な意見や質問がありましたが、今一番気にしている

のは、道徳の評価のあり方です。基本的に道徳の評価は、教育課程全体の中で行

いますが、新しい学習指導要領の中で「開かれた教育課程」が謳われていますの

で、学校・家庭・地域とのつながりが大事になってきます。 

そして、道徳は「非認知」の部分で、子供達の行動や態度でしか評価ができない

ので、そこをどうするかということも課題だと思っています。 

道徳の評価は、一時的ではなく継続的でなければなりません。知識や理解のよう

に一時期だけ覚えていて、しばらくしたら忘れてしまうものではあってはいけま

せん。そして、根本的な人間の生き方に繋がるので、その時々で変わっていく価

値判断を伴うものではありません。 

基本的な評価の考え方として、文部科学省ではこのように言っています。児童・

生徒については自らの成長や意欲といったものを評価する、教師については、指

導方法が適切であったか、目標や計画がきちん立てられているか等が評価の基準
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になる。５段階の数字ではなく、記述式で大きな括りで多面的に捉え評価する。

ですから、例えば、環境についてできました、他人との関係はできています、と

いった一つ一つのことではなく、全体の大きな括りの中で評価する。それから、

励ましたり意欲を喚起するような評価をする。あくまでも個人の内容を評価する

ことと言っています。 

また、高校入試などの調査書には一切記載してはいけないと書かれています。非

常に難しいと思うのは、記述の仕方で、特活の評価や学期末の「あゆみ」に１学

期間よく頑張ったねと書いてある部分や総合的な評価とどう違うのか。文部科学

省は、「この子はこういうことについて高潔である」といった、人格に関する評価

はしないと言っていますので、どのような表現で評価したらいいのかがわかりに

くいです。文部科学省から評価基準が出ていますが、それを読んでいるだけでは

わからない。今後、詳しい説明が出てくると思いますが、どう評価するかを、教

職員も含めてしっかりと考える必要があると思います。特に「非認知」に関わる

ことなので、あくまでも行動や態度で現れたことを捉えて多面的に意欲的に評価

する。一つの事柄を通して、その子がどう変わったのかを評価するべきだと思い

ますが、難しいと思います。特活でも一時ありましたが、特記事項なしという評

価ではいけない。「あゆみ」にも指導要録にも、きちんと残るので、どう評価する

かは、今後の課題だと思います。教育委員会として検討をしたものを、教育委員

さんと一緒に議論することが、必要になると思っています。 

今、言いましたことについて、ご意見・ご質問がありましたらお伺いしたいと思

います。 

よろしいですか。 

それでは、議案第２４号は秘密会で行いますので、関係以外の職員は退席してく

ださい。 

  

 （関係以外の職員退出） 

  

重松教育長 議案第２４号「人事に関する件」を議題とします。 

教育職員課長お願いします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 他になければ採決に入ります。 
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議案第２４号「人事に関するの件」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。 

ここで、説明員は交代してください。 

  

 （説明員交代） 

  

重松教育長 では、再開します。 

議案第２５号「西宮市文化財審議会委員委嘱の件」を議題とします。 

文化財課長、お願いします。 

  

文化財課長 議案第２５号「西宮市文化財審議会委員委嘱の件」について説明します。 

議案書１枚目、（参考２）にありますように、西宮市文化財審議会は、西宮市文化

財保護条例に基づき、教育委員会の附属機関として、文化財に関し学識経験豊か

な者を委員として委嘱しています。現在、６人の委員で構成されておりますが、 

平成２９年９月３０日をもって第２２期委員の任期が終了することに伴い、第２

３期委員の委嘱に関して付議いたします。 

資料の、「西宮市文化財審議会委員新旧対照表（第２２期―第２３期）」をご覧く

ださい。 

左列が現在の委員一覧、右列が第２３期の委員候補一覧です。 

１行目の考古資料・史跡担当の櫃本誠一委員が、条例の任期の上限に達したこと

から、９月３０日をもって解任となり、代わって考古資料・史跡担当の委員とし

て右列の寺沢知子氏を候補と考えております。また、櫃本委員以外の５人の委員

につきましては、再任候補と考えております。 

各委員の所属などにつきましては、少し戻りますが、資料「第２３期西宮市文化

財審議会委員候補名簿」の通りでございます。 

以上で、説明を終わります。 

  

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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前川委員 この審議会は、常設のものなのでしょうか。審議する内容は何か、諮問して、そ

れに対する答申をまとめていく形なのか、それとも文化財の保護や愛護について

進捗を報告し、ご意見を頂く性質なのか等、この審議会の基本的なところを教え

てください。 

もう一つは、５期目の方が非常に多いので、次は一気に入れ代わることになりま

す。これが審議会としてはどうなのか。人をただ入れかえているのではないとい

うことはわかりますが、段階的に人を入れ代えることができないことに課題があ

るのかどうか、教えてください。 

  

文化財課長 まず、文化財審議会の機能、その他についてのご質問にお答えします。 

文化財審議会は、目途といたしまして年４回の開催を考えております。ここ数年

の実績としまして、年度当初と年度末の審議会が全委員のご出席、その間に現地

視察、あるいは現地調査指導で、担当委員に現地にお出ましいいただく研究の部

分がございますので、合わせてほぼ４回、委員にご出席いただいております。 

審議会の内容としましては、諮問の答申もしくは建議、それから文化財の保護に

関する報告やそれに関してご意見を頂戴する等ございますが、一貫いたしまして

文化財の指定と保護についての審議をしていただいております。平成２９年度、

今年度の実績でございますが、文化財審議会としましては、２９年度は、審議会

は３回開催されております。５月と７月、９月でございます。その間に現地調査

がございまして、今年度はそういった形で推移しております。ちなみに５月の審

議会では、報告事項が３件ございまして、１件目が今年度の文化財保護関係事業

の報告で、これは事務局側から報告させていただきます。それから２件目が西宮

市の重要無形文化財、建造物につきまして、これは昨年度審議会委員の建造物の

委員に、現地の調査をしていただき、その建造物の保存修理についての意見とい

う形で、委員から報告をいただいております。その他、審議会開催中に行われた、

埋蔵文化財発掘調査の状況を事務局から報告、それに対して審議会から意見を頂

いております。 

６月と７月に現地調査を実施しており、市内の遺跡の埋蔵文化財の発掘調査の現

地視察と調査指導が２件。 

また、市内の史跡の指定公告物件がございまして、具足塚古墳の現地調査を行っ

ていただいております。 

７月の文化財審議会では、教育委員会会議でも報告いたしました、国指定史跡「西
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宮砲台」の保護すべき範囲の設定につきまして、審議していただいております。

同日の文化財審議会のもう一つの審議事項として、先ほど申し上げました具足塚

古墳の史跡指定について、審議をしていただいております。 

それから９月ですが、同じく文化財指定につきまして、具足塚古墳の史跡指定の

審議を継続していただき、更に、市指定の天然記念物の現状変更につきまして、

審議をしていただいたということでございます。例としまして、平成２９年度の

審議会の内容を挙げさせていただきました。 

今回５期目の委員が多いとご意見を頂きましたが、おっしゃるように、やはり一

度に代わるのはよろしくない部分もあるかと思います。ただ、この審議会の審議

の内容、報告の内容としまして、例えば史跡指定ですと、発掘調査をしまして、

その結果を審議会に報告し、各委員に審議をいただくという形で、数年かかって

継続して一つの案件が進んでいきます。結果的に、市指定史跡になる、場合によ

っては県指定、国指定へ挙げていくことになります。一つの文化財につき数年か

けて、一定の成果を得るということがございます。指定以外にも、天然記念物の

現状変更では、例えば道路を通す場合、指定の天然記念物の森の一部が伐採され

ることになりますと、伐採前の調査から伐採時の立ち合いの調査、伐採後の経過

観察のように、かなり期間を要して、その指定天然記念物の状況を見ていくこと

が必要になり、どうしても長期に亘ることがございます。ですので、途中で特に

専門の委員が交代するのが非常に難しく、そういった関係から各委員とも、５年、

１０年といった条例に定められた任期いっぱい務めていただいている現状でござ

います。 

以上でございます。 

  

前川委員 ありがとうございます。よくわかりました。 

  

重松教育長 この表を見ると、絵画、それから古文書、建物、天然記念物とそれぞれ専門分野

が違うので、少しずつ交代していけば、今のように全員が一度に抜けることはな

いと思います。恐らく一緒にスタートしているので、どうしても一度に代わるこ

とになる。なかなか難しいでしょうが、どこかで少しずつずれていく方がいいと

思います。また、検討をお願いします。 

  

西川委員 教えていただきたいのですが、メンバーを見ますと、遠隔地の方がたくさんおら

れます。兵庫県の方が１名だけで、一番近くても大阪市内、後は静岡県の方とか、
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かなり高齢で遠い方がたくさんいらっしゃいますが、これは、どういう事情なの

でしょうか。 

  

文化財課長 今回、一名の委員が静岡県となっておりますが、この方は急遽、静岡県に赴任さ

れており、それまでは大阪府の研究所にお勤めであったので、そのつながりから

継続してということです。現在も、本拠は関西にあり、この会社にも一定席を置

かれており、実際にこちらにお越しいただくには支障はないと聞いております。 

それから、市外の方が比較的多いということですが、できるだけ市内の大学等か

ら委員を選定するように、事務局では常に考えておりますが、結果的にこのよう

な形になっているところでございます。 

以上でございます。 

  

重松教育長 他によろしいですか。 

なければ採決に入ります。 

議案第２５号「西宮市文化財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。 

次に報告第１２号「人事に関する件」を議題とします。 

教育職員課長、よろしくお願いします。 

  

教育職員課長 それでは、報告第１２号「人事に関する件」について、説明させていただきます。 

資料を配付させていただきます。 

本件につきましては、平成２９年８月２１日に教育長の臨時代理により決定した

ことの報告でございます。お手元資料をご覧ください。資料には個人情報が含ま

れますので、全ての方への配付は差し控えさせていただき、口頭にて説明させて

いただきます。 

別紙１ですが、本年４月１日付で、任期つき園長として採用しました鳴尾東幼稚

園長が８月３１日をもって退職となりました。経緯としましては、園長自身の健

康上の理由から８月１６日付で退職の申し出をされました。市教委としましては、

年度末まで勤務いただけないかを含め、慰留に努めてまいりましたが、本人の強
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い希望と医師による診断もあり、退職願を受理したものです。 

次に、別紙２をご覧ください。園長の退職を受け、鳴尾東幼稚園では管理職不在

となり幼稚園運営に支障が出ることが懸念される為、後任園長の配置が急務とな

りました。そこで、昨年度一年間、鳴尾東幼稚園長を併任しておりました西垣光

代鳴尾東小学校長に９月１日付で併任発令を行いました。また、専任の園長が欠

けたことにより、実質１名の欠員が生じますので、臨時講師１名を採用しており

ます。合わせて日常の園経営についてのサポートとして、市教委から、随時嘱託

職員を派遣するなど、応援体制を整えている状況でございます。 

以上、ご報告させていただきます。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・ご質問ありませんか。 

  

側垣委員 鳴尾東幼稚園の規模、園児数とかクラスはどのような感じですか。 

  

教育職員課長 今、正確な数字は持ち合わせておりませんが、４歳児、５歳児共に一クラスずつ

でございます。年少組は１６名の園児が在籍、年長組は３０名を超えている状況

でございます。 

  

側垣委員 来年度は継続して、鳴尾東幼稚園は運営されるのですね。 

  

教育職員課長 鳴尾東幼稚園につきましては、来年度も継続して運営してまいります。 

  

教育総括室長 先程の園児数でございますが、本年５月１日現在で、鳴尾東幼稚園４歳児が１６

名、５歳児が３３名、合計４９名です。 

  

重松教育長 他に何か、ありませんか。 

  

岩本委員 こうなってしまったことは残念ですが、去年も１年間、西垣校長先生が幼稚園長

をされて、今年も今からされるということですが、西垣先生は今年度で退職され

ますね。そうなるとまた来年、園長先生が代わってしまうことになり、頻繁に園

長先生が代わってしまう事態は、子供の為にも保護者の為にもよくないことでは

ないかと思いますので、よろしくお願いします。 
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教育職員課長 園の運営、あるいは園児、保護者のことを考えますと、委員ご指摘の通りでござ

います。できるだけ安定した園経営が行えるように努めてまいりたいと思います。 

  

岩本委員 園長先生の年齢的な雇用の件もありますが、もう少し若い先生に園長先生をやっ

ていただくことはできないのでしょうか。 

  

教育職員課長 現在の幼稚園の職員の年齢構成が、比較的３０代、４０代に集まっていることが

原因でございまして、管理職候補につきましては、幼稚園長会とも協議、連携を

取り、発掘・育成について努めておりますが、先ほど申しましたように、年齢的

に適齢の教員が少ないということが課題であるという認識に至っております。 

  

重松教育長 他によろしいですか。 

なければ採決に入ります。 

報告第１２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。 

次に報告第１３号「深津小学校既存校舎増築建築工事に係る工事請負契約締結に

対する意見決定の件」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 

「深津小学校既存校舎増築建築工事に係る工事請負契約締結に対する意見決定の

件」について説明いたします。 

本工事は、深津小学校の児童増加に対応する為、校舎を増築するものです。現在、

１５学級４３５人の学校規模でございますが、５年後、３４年度には２５学級７

５７人の学校規模が見込まれております。既存校舎での対応が困難と見込まれる

為、今回、運動場に支障のないように普通教室６教室を確保した増築の工事を予

定しております。 

平成３１年度に、教室が不足する見込みですので、平成３０年度中に増築校舎の

竣工が必要となり、スケジュール上、本年９月議会に工事請負契約の議案を提出
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しております。本来、議案として市議会に提出する前に、この教育委員会会議で

議案として提出し、意見を決定いただくべきですが、今回、工事請負契約に関し

まして、入札が一度不調になりました。その為スケジュールが遅れ、仮契約が結

果的に遅れたということがございます。その為、前回の教育委員会会議に議案の

提出が間に合わず、今回、教育長の臨時代理により意見を決定いただき、本日の

教育委員会会議で、報告させていただくという経過でございます。 

資料をめくっていただいた別紙の、「異議はありません」というところが、教育委

員会の意見でございます。 

次のページ以降が市議会の議案書の内容になります。下にページを振っておりま

すが、２１－１というのが工事請負契約締結の件の表紙で内容になり、契約金額、

契約の目的、契約の相手方などを掲載しております。工事内容につきましては、

４階建ての建築面積２２９平米、延床８６１平米です。普通教室６教室分を用意

しております。 

続きまして２１－２、入札結果表です。ご覧の通り株式会社巨勢工務店が、入札

価格２億９０万円で落札しています。この入札結果表の見方ですが、まず予定価

格というのがございます。予定価格２億２，７８８万円につきましては、入札書

比較価格の消費税を込みにした額が予定価格となっております。この入札書比較

価格というのは、市の方でこの工事に関してこれぐらいの額で入札をしてくださ

いという上限の金額になります。この金額以内で入札をしていただかないと落札

にならない価格になります。 

２１－３では、契約しました巨勢工務店の経歴、２１－４は、深津小学校の付近

見取り図、２１－５は、校舎の配置図を掲載しています。既存校舎の東端に増築

校舎を建てる計画でございます。 

現在、この増築予定部分を給食車両が通って、給食の物資を搬入していますが、

工事中は、この通用門が工事車両の出入り口となりますので、その間通用門の西

側に仮門を整備し、その仮門を通って給食車両が入る計画になっております。 

工事中は、一部運動場をいじるという形にはなりますが、地域の夏祭りなどにつ

いては、工事の状況等に注意していただき、例年通り実施していただく予定でご

ざいます。 

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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前川委員 運動場への車両の出入りがどうなるのかが気になります。例えば遊具の修理や、

薬剤散布、それ以外でも避難訓練時の消防車、運動場で重大事故があった時の救

急車、これらが運動場に入るルートがどう確保されているのか。それと校舎がで

き上がった時に、東側の外周フェンスと、植栽もあるかもしれませんが、新しく

できる校舎との間の距離をどのくらい保たないといけないのか。あるいはここに、

軽トラックが入る位の幅があるのか等が気になります。そのあたりどのようにお

考えか教えてください。 

  

学校施設計画課

長 

ご指摘の通り、工事中、車両が運動場に入ることが難しくなります。今は、正門

から学校の敷地の西側を回って運動場に入るパターンで考えています。 

それと、校舎の東端とフェンスの間は、非常に短く２～３メートル位しかありま

せん、近隣の家とも５メートルくらいの、かなり近い状況になります。ですので、

実際の工事を始める前、計画の段階で近隣の方を戸別訪問して、十分ご理解をい

ただいております。 

以上です。 

  

前川委員 運動場は、子供達だけではなく、スポーツクラブ等も使います。あっては困るこ

とですが、運動場で重大事故があった時に、救急車が傍まで入ることができる、

その方を動かせないといった万が一の時にはとても大事なので、学校と侵入経路

をしっかりと確認しておいてください。よろしくお願いします。 

  

学校施設計画課

長 

十分、留意したいと思います。ありがとうございます。 

  

重松教育長 この部分は、下まで全部埋まっているわけではないですよね。 

大部分は通路になっているのですね。 

  

学校施設計画課

長 

そうですね、増築校舎１階部分はピロティになっているので、でき上がれば通れ

るようになりますが、工事期間中は通れません。 

  

重松教育長 １年間は閉じているということですか。 
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学校施設計画課

長 

そうですね、基本的には通れません。 

  

重松教育長 １年後には１階は、ピロティなので、下は車が通り抜けられることになります。 

他に、何かありませんか。 

  

岩本委員 学級が増えて、児童数が増えることで、元々あまり広くないグラウンドで、今後

の運動会等に支障はないかという議論を、事前にされたのでしょうか。 

  

学校施設計画課

長 

ご指摘の通り、それほど広いグラウンドではございません。恐らく、児童数は３

２年が最大で、その後、一定減少していくと考えられますので、しばらくの間は

運動場が少し狭い状況にはなりますが、それで対応していただくことになります。 

  

重松教育長 他に、なにかありますか。 

なければ採決に入ります。 

報告第１３号「深津小学校既存校舎増築建築工事に係る工事請負契約締結に対す

る意見決定の件」については、これを承認してよろしいですか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認め承認します。 

続いて一般報告①「平成２９年度 施策評価シートについて」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年度の施策評価シートの最終版がまとまりましたので、ご報告させてい

ただきます。 

内容は、７月１２日の懇談会で各所管の部長から説明させていただきましたので、

今回改めての説明は割愛させていただきます。 

また、１枚目に補足として書いておりますが、政策局から修正指示があった部分

や、事務局で再点検した結果、見直す必要があると判断した部分については、若

干ですが、文言や指標等を修正させていただきました。 

前回のご説明以降、修正した箇所につきましては、下線で明示しておりますので、

ご確認いただきますようお願いいたします。 
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なお、この資料は９月議会の決算資料として、既に政策局より各議員に配付され

ており、今月下旬には市のホームページ等で公表される予定になっております。 

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。 

なければ一般報告の①を終了させていただきます。 

次に一般報告の②「教育委員会所管 平成２８年度決算の概要について」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２８年度決算の概要につきまして、お手元の資料でご説明いたします。 

まず、資料の１ページ「教育費歳出決算総括表」をご覧ください。 

上から２行目、太字で記載している教育費の欄をご覧ください。 

平成２８年度の予算現額は、195 億 8,365 万 2,000 円、支出済額 182 億 1,005 万

4,727 円、翌年度繰越額 6 億 8,231 万 7,000 円となっており、不用額は 

6 億 9,128 万 273 円、執行率は９６．３％でございます。また、括弧書きで記載

しておりますが、一般会計の支出額に占める教員委員会所管分の教育費の割合は、

１０．９％となっております。 

また、支出済額については、前年度より 58 億 1,251 万 6,293 円、率にして 

２４．２％の減となっており、一般会計に占める教員委員会所管分の教育費の割

合も、３．２％の減となっております。 

以下、内訳を性質別に記載しておりますので、左から２つ目の支出済額の欄をご

覧ください。 

人件費や物件費などの「消費的経費」は、152 億 6,679 万 4,870 円、校舎の増改

築など「投資的経費」が 28億 7,755万 8,762円、積立金や貸付金など「その他の

経費」が 6,570万 1,095円でございます。 

まず、「消費的経費」についてですが、これは前年度に比べ、9,755万 9,852円の

減額となっております。この主な理由は、内訳の「人件費」に当たりますが、定

年退職者７名の減に伴う退職手当など 7,610 万 5,728 円の減額となったことや、

「その他」では指導書等の整備が完了したことによる消耗品費の減など、 

2,145万 4,124円の減額となった為でございます。 

次に「投資的経費」では、前年度に比べ、57億 4,909万 3,875円の減額となりま

した。この主な理由は、高木北小学校、上甲子園小学校、南甲子園小学校で実施
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した、新増改築事業などの校舎竣工によって、工事請負費が減となったことによ

るもので、これが２８年度の教育費全体を大きく引き下げた要因となっておりま

す。また、「その他の経費」につきましては、前年度に比べ、3,413万 7,434円の

増となっております。これは主に、２７年度における給食物資の購入に係る支出

に対し、給食費の収入が上回った為、翌２８年度の給食費基金への積立額が増え

た為でございます。 

また、「翌年度繰越額」の、6億 8,231万 7,000円につきましては、小・中学校の

エレベータ整備事業や、トイレ改修事業などの施設整備改修工事費について、国

の補正予算で補助金が増額されたことを受け、これを確実かつ有利に活用する為

に、前倒しで１２月補正予算に計上しましたが、学校教育活動の影響も考慮して、

夏休みを中心とした工事とする為に、事業費を翌２９年度へ繰り越したものでご

ざいます。 

次のページをご覧ください。２ページから７ページの表は、一般会計歳出決算額

の教育委員会所管分につきまして、予算事業ごとに支出済額、不用額、支出済額

の対前年度比較を掲載し、執行状況をまとめたものでございます。 

減額の主なものとしましては、消費的経費では、総括表の「人件費」、「その他」

のところでも説明しましたが、定年退職者数の減などによる「職員の給与費」で

7,386 万 2,680 円の減額、また、小・中学校の「管理運営事務経費」で、指導書

等の整備が完了したことによる消耗品費の減などにより、小・中学校合わせて

4,629万 32円の減額となっております。 

また、投資的経費では、３ページ目の目１５学校整備費で、上甲子園小学校及び

南甲子園小学校の「校舎等増改築事業費」と、「高木北小学校新設事業費」の、校

舎竣工による工事請負費の減などによるもので、合わせて、58億 439万 8,824円

の減額となっております。 

次に、増額の主なものとしましては、消費的経費では、各学校園の「維持管理事

業経費」で、点検項目の増などによる委託料や、高木小学校仮設校舎撤去跡地外

構整備工事の実施などによる工事請負費の増により、合わせて 7,698 万 1,653 円

の増額となっております。 

また、投資的経費では、５ページ目の中ほどになりますが、目２０学校整備費の

「高等学校施設整備事業経費」について、高等学校のエレベータ設置工事や、非

構造部材耐震化工事の実施などによる工事請負費など 1 億 176 万 3,260 円の増、

また、６ページ目の下、目２７青少年教育施設整備費の「山東自然の家改修事業

費」について、外壁防水などの改修工事実施による工事請負費で、1 億 8,206 万
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810円の増額となっております。 

続きまして、歳入の説明をさせていただきます。８ページ「３ 一般会計歳入決

算状況」をご覧ください。 

一番上の行、教育委員会所管分の歳入の合計は、予算現額が 29億 5,134万 2,000

円、その隣、収入済額は 27億 9,076万 1,724円でございます。 

減額の主なものとしましては、９ページの上部、項０５国庫負担金、目５０教育

費国庫負担金で、高木北小学校の新設事業と、上甲子園小学校・南甲子園小学校

の増改築事業が、いずれも校舎の竣工により国庫負担金、合わせて 

11億 6,377万 7,000円の減でございます。 

増額の主なものとしましては、１２ページの項９０雑入、目１０弁償金のうち、

高木北小学校の土壌汚染にかかる「用地瑕疵担保賠償金」によるもので、 

1億 9,089万 4,320円の増となっております。 

最後、１５ページは教育費決算額の推移表でございます。過去１０年分を記載し

ておりますので参考にご覧ください。 

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・ご質問ありませんか。 

  

西川委員 一つ教えてください。 

２ページの教育指導費で学校人権教育事業経費が前年度よりも７３％減っている

ようです。金額で１００万円程ですが、これは少し目立つ感じがしますが、何か

理由があったのでしょうか。 

  

教育総務課長 学校人権教育事業経費は、金額で 106 万 3,011 円、率にしますと７３％で大きな

減となります。この要因は２つございます。一つは、県の委託事業である道徳教

育推進拠点校事業を２７年度は本市が受けており、その絡みで報償費３０万、印

刷費３０万、消耗品費６万、これが２８年度はなくなったので減っております。

県の委託事業ですので、２７年度は県からお金も入っておりました。それから、

もう一つは全国人権同和教育研究会の旅費です。開催場所は長野と熊本ですので

大差ないのですが、２７年度は西宮が当番に当たっており、動員した人数、派遣

した人数が多かったため、その分の旅費が４０万円落ちています。よって、先程

の分を合わせますと、１０６万円が減った形になっております。 
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重松教育長 他に何かありますか。 

なければ一般報告②を終了します。 

次に一般報告の③「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 他にありませんか。 

なければ一般報告③は終了いたします。 

以上で予定されていた議題は全て終わりました。 

その他に何か、報告、協議をしておくものがありましたらお願いします。 

  

前川委員 夏休みの関係のことで社会教育部長にお願いがあります。 

夏休みに公立図書館で本を借りて、すごく感銘を受けたので、９月に入ってから

国語の授業で読書感想文をみんなで書きましょう、といった取り組みをしている

学校があります。読書感想文や、書写展の作品は、家で誰かが別に書いて、それ

をコンクールに出すような事でなく、学校の授業で取り組むようにしてきました。

同じように、感銘を受けた本で９月の授業で読書感想文をみんなで書く、先生が

授業で展開する、残ったところは家で仕上げてきましょうと。この時に、公立図

書館の本を借りている子は、２週間したら返さなければならないのです。私が担

任している時もそうでしたが、９月になってみんなで読書感想文を書くから、本

を持ってこようとなった時に返却した本を持ってこられないのです。私が今頼ん

でいる「蜜蜂と遠雷」これは千人待ちです。学校の図書館と連携することで、夏

休みに図書館で借りて感銘を受けた本を、教室に持ち込んで、それをまた思い返

しながら読書感想文を書く。先生もそれを貸してもらって、ちょっと読めるとか。

そういうことができたら素敵だと思います。それができていないという先入観で

言っているかもしれません。 

もう一つは、数年前から雷注意報がよく発令されるようになっています。雷注意

報は、学校教育ではクラブ活動であるとか、対外試合、学校行事のときに、雷注

意報が発令中かどうかについて、判例も勉強して対応します。それが地域行事で

も他の注意報と同じように対応できているのか、気になっています。実際に注意

報が出ている中で、この夏、夏祭りが行われている事例もありました。だから、

やめろというのではなく、きちんとした対応が必要だと思うのです。その２点、

気づいたことをお伝えしておきます。何か、間違いがあったら言ってください。 
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社会教育部長 図書の件に関しましては、ご承知の通りだと思いますが、現行制度では予約がな

ければ延長が可能で、千人待ちとか課題図書になりますと、冊数も限られている

ので難しいです。 

  

前川委員 返しに行った時に、誰か待っている人がいたら、それそのまま返却しなければな

らないということですね。 

  

社会教育部長 ご指摘の内容は、もっと長く、１カ月とか２カ月借りるお話だと思いますので、

現行それは難しいと思いますが、課題として認識して、検討したいと思います。 

  

前川委員 課題ではなく、そういう願いの声があるというぐらいで。 

  

社会教育部長 地域行事に関しては所管してはおりませんが、関係する部署にその話をしたいと

思います。 

  

重松教育長 西宮の図書館は、学校の中で本を貸し借りすることを昔はやっていましたが、今

はやっていないのですか。車で５０冊とか運んでいました。確か、まだやってい

ますよね。 

  

社会教育部長 やっています。 

  

重松教育長 その時に必要であれば、そこへ貸し出すという方法もあるのではないでしょうか。 

  

前川委員 予め、学校に回ってきた本で書こうと、夏休みに読む場合にはいいのです。でも、

図書館を利用する子は、色々な本を利用する中で感銘を受けることがあるのです。

この間、理科生活科作品展に行きましたが、鳴尾中学校の生徒が、夏休みに図書

館で借りた本に感銘を受けて、飛行機について自由研究をして、それを模造紙い

っぱいに仕上げていました。感銘を受け「これや」という場合があるのです。け

れど授業で、その本を持ってきなさいと言われた時に、持って来られない。せっ

かく感銘を受けた本が、一回限りのこの夏の読書感想文の題材にならないのが、

担任としても悔しいと思ったことがあります。 
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重松教育長 そこにも関わりますが、今、子供達が本を読まない環境があると思います。本を

買うことが減っているのもある。もう一つ大きな問題は、読書感想文を書くのは

いいのですが、それをコンクールに出す為に、誰が審査するのかとなった時、先

生が自分の担任分を全部読まなければならない。その中から何作か推薦するとな

ると、それを嫌がる先生がいるのです。感想文を４０人分全部読めるかと。学校

によっては、結局出さないところも出てくる。読書感想文が、夏休みの宿題にな

っていて、それをただまとめて出すだけなのか、９月になってから教室で書いて、

まとめて出すのかによっても、状況が違ってくる。一回、それぞれの学校で読書

感想文がどうなっているのか、調査ではなく実態を聞かれたらいいと思います。

読書離れが進んでいるというか、感想文を書くのが嫌で本を読まない。読んでも、

なぜ読書感想文を書かなければならないのかということになる。読書感想文もす

ごいのが出てくるけれど、読んでいたらこれは本当にこの子が書いたのか、先生

の手直しがたくさん入っているのではないかと、議論になっています。それぞれ

の実施の状況を、校長先生等に聞いて把握する必要があるかと思います。よろし

くお願いしたいと思います。 

  

重松教育長 他にありますか。 

  

岩本委員 今日でなくてもいいのですが、３点ほどお聞きしたいことがありますので、挙げ

させていただきます。 

まず１点目は、学校協力員です。クラス内で補助が必要なお子さんをお手伝いい

ただく学校協力員が足らずに、ご本人の保護者が探されているといったケースを

多々聞いています。その改善と、ネットワーク化するなり、ボランティアの数を

増やすといった対応を、今後どのように考える予定なのかを、教えていただきた

いと思います。 

２点目は、今後中学校で生徒数が減ってクラス数が減少する学校も増えてくると

思います。大規模校でクラスが減ってきた時に、教員の数が減るとか、クラブの

数が減るといった不安を抱えて学校経営されている学校もあるのではないかと思

うのですが、小規模校ではどのような工夫をされているのか、急ぎませんのでお

聞かせください。 

３点目は、公立幼稚園のあり方についてです。今年度中に新しいあり方を決める

予定になっていると思いますが、教育委員も何か話し合うことがあれば、近いう

ちにお話を聞かせていただきたいと思います。 
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以上です。 

  

重松教育長 どうでしょうか。まず協力員について、何か方向というか考えはありますか。 

  

学校教育部長 特別支援教育課長が、この場におりませんので大まかな話を私からさせていただ

きます。 

学校協力員は、各学校に必ず配置されているわけではございません。お子さんの

障害の状況に応じて、手助けがあれば安全に生活ができる、移動がスムーズにで

きるといった場合に、特別支援教育課の職員が実際に学校へ出向いて、現場を確

認し学校とも話をして、一人配置しましょうという流れで進んでいきます。市と

してそういった方をリスト化して用意しておくことも考えられますが、そのお子

さんが生活されている地域で、学校の関係者や、ご理解いただける方をお願いし

ているケースが多いです。ただ、委員のご指摘のように、実際それでは回らない

地域もあるとは聞いておりますので、その時に教育委員会がどのように対応でき

るかは、以前より継続して考えているところでございます。 

また、ニーズが大変多くなってきており、全てのニーズにお応えできるだけの体

制を作ることは、市としても非常に難しいところがございます。どこまでできる

かという事務局側の事情も踏まえながら、学校現場と相談していかなければなら

ない課題だと捉えております。 

  

重松教育長 先程も言いましたが、やはり人の確保が難しい。それともう一つは、前は大学生

にお願いすることがありましたが、今、大学の授業がとても厳しくなっているの

で、休んだら単位が取れません。こういった協力員のカリキュラムは、教育学部

系や福祉系にはありますが、それ以外では確保が難しくなっている状況はあると

思います。 

次、中学校のクラス減についてはどうでしょう。 

  

学校教育課長 今、委員のお尋ねの件でございますが、市内でも幾つかの中学校ではかなりクラ

ス数が減っており、授業や教員の校務分掌、部活の数等で、苦慮しておられる学

校もあります。同時に、管理職を中心に色々な工夫を重ねているところもござい

ます。子供達にとって一番の問題だと思いますが、授業については小規模校では

一人の教員が複数の教科を持つこともございます。 

また、校務分掌につきましても、大規模校とは違い、一人の教員が複数担当する
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場合がございますので、職員の負担の点でも問題はございます。学校によっては、

それを逆手に取るというのも変ですが、工夫をして、若い先生とベテランの先生

を組ませて、校務分掌も複数名が持つことにより、若手の育成にプラスに作用し

ていると、おっしゃる管理職もございました。 

また部活ですが、やはり小規模校の宿命としてどうしても数が限られるというこ

とがございますので、このような学校では地域との連携、外部の方でご協力いた

だける方、そういった方面に積極的に呼びかけをして地域全体で、子供達の活動

を見守っていく、そのような工夫がされているところです。 

  

重松教育長 中学校のクラス減、人数が減っているのはあります。全体の動向が昔と変わって

おり、例えば神戸では、一時中央区にはほとんど子供がいなくなったが、今、中

央区にどんどんマンションができたので、子供が集まってきている。大阪もそう

なっていると思います。真ん中に人がいなくなってドーナッツ化現象と言ってい

たが、今は逆に、中央にばかり人が集まって、周りが過疎になってきている状況

がある。だから、どう人が動くのかを調べながら、考えていく必要があるし、か

なり難しい問題を孕んでいる。阪神地区の教育長会の中でも話がありましたが、

尼崎でも三田でも、そういった問題が起こっています。だからといって廃校にす

る、合併するとなると地域の状況もありますので、今後色々な状況を踏まえなが

ら考えていきたいと思います。 

あと公立幼稚園の件、お願いします。 

  

学校改革部長 公立幼稚園のことにつきましては、公立幼稚園だけ、あるいは教育委員会だけで

考えることではなく、これまでのあり方につきましても、今までの検証も必要に

なってまいります。また、検証していく中で新たな課題、できていないところも

あります。そういったものを、私立幼稚園の関係部署それから公立幼稚園含め、

後、庁内のこども支援局でかなり整理をしております。それらの部署といろいろ

共有しながら、課題の洗い出し作業をしております。それが一定の整理ができた

時点で、またお示ししご意見を伺えたらと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

  

岩本委員 ありがとうございます。 

  

重松教育長 他にありませんか。 
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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、お願いします。 

  

教育企画課係長 本日、最後の方に出ておりました、夏休みの課題や夏休み後の授業での読書感想

文の書かせ方の状況を把握して報告するということでよろしいでしょうか。 

課題というより報告になるでしょうか。 

  

重松教育長 課題ではないと思います。 

  

前川委員 部長の胸に受けとめておいてもらって、何かの時にということで結構ですので、

そのような扱いは要りません。 

  

教育企画課係長 わかりました。 

では、最後の３点、学校協力員について、中学校の生徒減による小規模校での課

題、公立幼稚園の課題につきまして、後日、ご報告するということでよろしいで

しょうか。 

  

重松教育長 そうですね。 

  

教育企画課係長 では、以上の３点ということ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６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） 

  

 


