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付 議 案 件 

 

＜教育長報告＞ 

 

＜審議案件＞ 

議案第 26号 人事に関する件  ※非公開                    （教育人事課） 

議案第 27号 西宮市就学奨励金規則の一部を改正する規則制定の件           （学事課） 

議案第 28号 文化財を史跡に指定する件                      （文化財課） 

議案第 29号 文化財を重要文化財に指定する件                    （文化財課） 

報告第 14号 人事に関する件                          （教育人事課） 

  

＜一般報告＞  

一般報告①  市指定天然記念物の現状変更について                〔文化財課〕 

一般報告②  第 54回西宮市人権・同和教育研究集会の開催について      〔人権教育推進課〕 

一般報告③  多文化共生イベントの開催について               〔人権教育推進課〕 

一般報告④   教育委員会における職員の配置体制について             〔教育人事課〕 

一般報告⑤   平成 30年度西宮市立高等学校の生徒募集定員の決定について       〔学事課〕 

一般報告⑥   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 10回(平成 29年 9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） 

 

                                      

傍 聴 ２名 
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重松教育長 それでは、ただいまより、平成２９年度第７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、８月２日の定例会について、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。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２名おられます。会議は公開が

原則ですが、議案第２６号は人事に関する案件、一般報告④は市議会に報告する

案件、一般報告⑤は兵庫県教育委員会より後日発表がある案件で、現時点では公

表されておりません。また一般報告⑥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。 

初めに私から報告をさせていただきます。 

最近、学力調査の結果が出ましたが、国立情報学研究所の発表によると、中学生

の読解力に問題があるということで、新聞や教科書などを読み取る基礎的な読解

力を身につけていない生徒が、卒業する段階で２５％に上るという結果が出てい

ます。主語や目的語など文章の構造が理解できているかを問う問題を出したとこ

ろ、中１では正答率が６２％、中２で６５％、中３で７５％と順に上がっていま

すが、結局２５％が達成できてないまま卒業しています。高校でも同じように調

査をしていますが、高校の場合は入試があり、それに合格しており、ある程度以

上のレベルの学校を調べていますので、成績はかなり良く、高１で８３％、高２

で８２％、高３で８０％と高校ではほとんど変わらない、あるいは若干下がって

いるような状態です。そういう意味では、高校生で読解力の向上を図るより、中
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学校の時にきちんと読解力を養うことが必要です。また、文章を読んだり話を聞

いた時に、きちんと要約ができないのではないかと言われています。それから、

ＳＮＳやコンピューター等を小さい頃から使っていると、どのような問題点があ

るかという調査もやっていますが、会話やコミュニケーションが十分にできない、

言葉の発達が非常に遅れるという結果が出ています。そのようなことから、やは

り読解力をつける、人の話をきちんと聞くことが、これからの大きな課題になる

かと思います。 

また、文化庁が、平成２８年度分の国語に関する世論調査の結果を、９月に公表

しています。今の若い世代に、言葉についてどのような能力が必要かというと、

説明する、発表する能力が非常に大切だと。また、アイデアを認識する能力、論

理的に考える能力、分析して要点を掴む能力が、上位４番目までに上がっていま

す。やはり、言葉をきちんと体得し、十分に理解するということが非常に大事で、

しかもそれを発表する力がないとだめだと言われています。読解力をつけるため

に何が必要かというと、一つは語彙力、言葉を正しく理解できなればならない。

二つ目に要約力、色々な文章をまとめる力。最後に思考力。特に大事なのは、要

約力だと言われています。社会人としての読解力は、全体の流れを理解する、主

題と結論を探す、重要なポイントを見落とさない、それから、文章を誤解のない

ように要約することです。読み解くことができないと、人の気持ちを察すること

もできない、状況を判断して対応もできない、ましてコミュニケーション能力も

ないことになってしまう。そういう意味で、読解力をどうつけるかが、非常に大

事ではないかと思っています。ただ本を読むだけではなく、読んだ本を要約する。

また、先生が話したことを、生徒にポイントを絞って要点を提出させる、文章を

書かせるといったことをやらなければ難しいのではないかと感じています。 

また、学力調査にＡ問題とＢ問題がありますが、特にＢ問題が学力的に上がって

いかないと、Ａ問題だけがよければいいとはならない。Ｂ問題、つまり実際の生

活場面で活用する能力がないと、Ａ問題は上がっても意味がないと言われていま

すので、そういった意味でも読解力は非常に大事です。今後、西宮市としても、

読解力をどうつければいいのかを考えていかなければならないと思っています。 

簡単ですが、これからの子供達への教育ということで提案させていただきました。 

今の私の意見に何かご質問、意見がありましたら。 

  

前川委員 今のお話を聞きまして、国立青少年教育振興機構が、５年以上前から青少年の読

書活動について調査や、見解を出していることと重なると思います。全国では高
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校生の６割、中学生の７割が、読書が好きだと言っている。日本の子供達の読書

が好きだという割合は高いけれど、なかなか読書活動と結びついていない。特に、

図書館の利用が少ない。全生徒が図書館の貸し出しカードを持っており、校区に

公立図書館を持っている中学校、例えば、鳴尾中などが鳴尾図書館に学校帰りに

寄る。先月も言いましたが、理科生活科作品展に、鳴尾図書館で借りた本を読ん

だことが契機になって研究をした鳴中の子の作品がありました。このように中学

校とコラボして、読書活動が推進できたらいいと感じました。 

  

重松教育長 ありがとうございます。他に、ありませんか。 

  

西川委員 ＳＮＳの普及が、国語力を損なっている部分もあるように感じますが、そのあた

りの対応はどのような感じになるのでしょう。国語力の向上のために、学校と家

庭が協議をするとかでしょうか。 

  

重松教育長 小学校に入るまでに親との触れ合いや、実際に色々な体験をするとかですね。そ

の中で褒めたり、話をしたり、こんなことができるようになったねということを

やっておかないといけないと思います。ＳＮＳを使うと、実際の会話がないので、

そのことが読解力の発達の遅れになっているのではないかと。小学校に入っての

一番問題点は、基本的な生活習慣です。ゲームをした場合に、朝起きる時間や寝

る時間が規則正しくなっているのか。歳を取ってから言われるのは、食事は時間

を決めて摂りなさいと、そうしないと健康を害されると言われます。同じように、

小学生にも基本的な生活習慣、文科省の言う早寝、早起き、朝ご飯といったこと

を、きちんとやっておかないといけない。夜、寝る時間が１２時を超えて１時や

２時になるのも問題です。もう一つ、幼稚園の段階で生活のリズム、人間の体内

時計をきちんとしておかないと、大人になって体内時計が狂ってしまったら、絶

対に元には戻せないと言われていますので、その意味ではやはり親子の関係は大

事です。あるいは学校の保護者会の場等で、そういった話を担任からしてもらう

ことも必要ではないかと思います。 

  

西川委員 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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側垣委員 今の話に関連して、やはり幼児期に保護者、親との会話のやりとりがスマートフ

ォン等の発達で少なくなってきた。だから、子供がぐずった時に、親が気持ちを

受けとめて会話をするということが少なくなっています。スマホのプログラムを

見せて、納得させる、泣きやませるといった事が、私たちの保育の現場でもある

わけです。そういう意味では、保護者に対する啓発や、その影響をどう考えてい

くかという検証をしていかなければならない感じですね。京都大学の山極総長が、

チンパンジーの研究で、人間とチンパンジーの違いの中で、ＰＣやスマートフォ

ンが人間に与える影響をかなり危惧されている、といった発言を聞いたことがあ

ります。やはり幼児期の段階からもっと考えていかなければならないのかと思い

ました。 

  

岩本委員 国の方針で、お母さんも働きましょうと言われて、その上で子供と触れ合う時間

と言っても、その両立は難しいので、そこをどうやっていくかは私たちの課題だ

と思います。以上です。 

  

重松教育長 確かに、働くことも大事でしょうけど、親子のふれあいも大事です。最初、幼稚

園は４歳からで、それが３歳になった。最近は、２歳から受け入れていいのでは

ないかという話もありますが、それはどうなのかと思います。 

他は、よろしいですか。 

それでは、議案に入ります。 

議案第２７号「西宮市就学奨励金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２７号「西宮市就学奨励金規則の改正」について説明いたします。 

この改正は、就学奨励金の新入学用品費を入学前に支給するため、所要の改正を

行うものです。 

改正前の規則では、小・中学校の児童生徒の保護者等に対し、就学奨励金を支給

することとなっております。新中学１年生の場合、中学校入学前の小学６年生の

児童に支給することになるため、改正前の規則でも可能でございましたが、新小

学１年生の場合、入学前は、まだ「児童」ではないため、支給の対象に含まれて

おりません。 

この規則改正で「就学予定者」を支給対象に加えることにより、新小学１年生に

も小学校入学前に就学奨励金の新入学用品費を支給できるようになります。 
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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。 

なければ採決に入ります。 

議案第２７号「西宮市就学奨励金規則の一部を改正する規則制定の件」について、

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。 

よって本案は可決されました。 

議案第２８号「文化財を史跡に指定する件」と議案第２９号「文化財を重要文化財

に指定する件」の２件を一括審議します。 

文化財課長お願いします。 

  

文化財課長 議案第２８号及び第２９号について説明します。 

まず、議案第２８号について説明します。 

第２８号は、本市高座町に所在する「具足塚古墳」を史跡に指定する件です。議

案第２８号の資料２枚目をご覧ください。 

平成２９年９月１日付、西宮市文化財審議会委員長より具足塚古墳を西宮市指定

史跡に指定されるよう建議がありました。 

資料４枚目の（参考１）「指定史跡候補物件の概要」をご覧ください。 

具足塚古墳は、昭和４９年に教育委員会が発掘調査を行いました。その結果、本

市及び周辺地域、すなわち、旧武庫郡地域における６世紀後半期の古墳としては、

石室及び出土遺物において傑出した内容をもっていることが明らかになりまし

た。発掘調査実施以来、史跡指定について所有者と協議を重ねてまいりました。 

平成２５年度より古墳が所在する土地の買収の交渉に入り、平成２９年３月に、

古墳の墳丘が残っている部分の約１８９平方メートルについて、用地を買収いた

しました。古墳が西宮市所有となったことを機に、文化財審議会において古墳の

史跡指定に関する審議を行い、西宮市指定史跡として保護することが必要である

との建議が提出されました。 

資料５枚目以降より、図面類及び写真を掲載しております。位置図が３枚ござい
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ます。そのあと、墳丘の測量図がございまして、図の中の点線で囲まれた五角形

の範囲が指定の対象範囲です。 

次の図面は、古墳の内部の横穴式石室の実測図です。長さは９メートル弱ですが、

幅、高さとも２メートルを超える巨大な石室です。 

次は古墳の現況写真です。現在は、石室の上部が露出している状態です。 

次の（参考２）は、市内の指定史跡の一覧表です。具足塚古墳は市内で７番目、

市指定史跡としては６番目の指定となります。（参考２）の後ろに、史跡指定とな

っております４基の古墳の写真を掲げております。 

引き続きまして、議案第２９号について、説明します。 

第２９号は、具足塚古墳出土品を西宮市指定重要有形文化財に指定する件です。 

昭和４９年の発掘調査におきまして、石室内部から大量の遺物が出土し、当時は、

一般や学会で大きな話題となりました。出土した遺物は、大量の須恵器に加えて、

鉄製の刀等の武器類と実戦用の馬の装備となる馬具及び碧玉やガラス玉類等装飾

品など２００点を超えます。これらは、遺体とともに石室に納められた副葬品で、

古墳本体と同様に、６世紀後半の旧武庫郡地域では、質、量ともに群を抜くもの

です。この時期の古墳は、古墳の墳丘の大きさ、石室の大きさとともに、副葬品

の質や量が埋葬された人の階層を示す、と理解されております。当時の天皇にあ

たる大王の墓あるいはそれに準じる古墳は、一辺５０メートル程度の墳丘に長さ

２０メートル程度の横穴式石室を内蔵し、中国・朝鮮から輸入された青銅の鏡や

金製の冠・沓・装身具、金張りの馬具や刀などを副葬するものです。それに次ぐ、

旧国の首長では、墳丘の直径は３０メートル、石室の長さは１５メートル程度で、

副葬品については冠や沓などを一部欠く構成になっております。具足塚古墳は、

これに次ぐ階層の人の墓と考えられるもので、同時期の旧武庫郡地域では並ぶべ

き古墳が見当たらないことからも、古墳時代後期、６世紀後半期における旧武庫

郡地域の首長墓と考えられる重要な古墳と位置付けることができるものです。 

これらを踏まえて、文化財審議会において、具足塚古墳出土品は古墳とともに一

体となって具足塚古墳を価値づける考古資料として、指定して保護する必要があ

るとの建議が提出されました。 

資料では、議案第２９号の３枚目に、（参考１）として、具足塚古墳出土品の概要

を記しています。それに続きまして、種類別の出土品一覧表が７ページございま

す。その後ろには、出土品の現状の写真を２ページ掲載しております。 

その後、（参考２）として、本市の指定考古資料の概要を掲載しています。 

西宮市指定重要有形文化財のうち考古資料は現在５件あり、具足塚古墳出土品は
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６件目となります。 

以上で、議案第２８号及び第２９号の説明を終わります。 

  

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。 

  

前川委員 具足塚古墳の価値については、今日のお話を聞いた上で、勉強しないといけない

と思いますが、私が教育委員会に関わってから、古墳の調査や発掘整備がずっと

進んでいます。例えば、関西学院大学の構内にある古墳。それから、老松古墳だ

ったか、八十塚古墳群ですよね、苦楽園とか上ケ原の。ああいう古墳群と今回の

古墳群との歴史的、文化的なつながり、そういった部分のお話を足してほしいで

す。ばらばらでも価値があるのはわかりますが。それが一つ。 

なおかつ、この古墳は、広田小学校校区にありますが、広田小学校の歴史学習の

時や、文化財愛護の観点から、老松のように市民が現地に立ち入ることができた

らと思います。この古墳に至る通路部分の整備等、計画や、今後の方向性があれ

ば教えてください。 

  

文化財課長 まず、一番目の古墳の価値について、ご説明申し上げます。 

関西学院構内古墳及び老松古墳につきまして、前者は、上ケ原一帯にかつて存在

していた、記録によりますと２０基以上、現在の関西学院の構内を中心に２０基

以上の古墳があったという記録がございます。恐らく、もう少し多いのではない

かと思いますが、上ケ原の台地上に古墳群がございまして、そのうちの一つとい

う位置付けができようかと思います。それから老松古墳は、委員がおっしゃった

ように、八十塚古墳群のうちの一つです。八十塚古墳群は、８０基以上の古墳が

集まった、いわゆる群集墳と呼ばれるもので、そのうちの一つという位置付けで

ございます。ところが、具足塚古墳は、以前より周辺に古墳があったという記録

がございませんので、いわゆる単独墳という位置付けになろうかと思います。こ

のように位置付けが、まず異なるということが１点。 

それから、具足塚古墳は出土した遺物、石室の状況から見まして、６世紀後半期

の時代となります。ところが関西学院構内古墳及び老松古墳、それらを含みます

古墳群（群集墳）の年代は、それより少し新しい７世紀前半期まで下る古墳がた

くさんございます。関西学院構内古墳も老松古墳も、共に７世紀の古墳というこ

とになりますので、年代が少し異なるというところがございました。 
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ここから先は、推定になりますが、同じ旧武庫郡地域の中の古墳ですが、恐らく

郡の下の郷（さと）ですね、その単位が異なっているのではないかと思います。

より小さい単位で見た時に、別の集団に所属した可能性があると考えられます。

そういった意味で、所属集団の差、年代の差、もちろん置かれている人の階層の

差というものがございますので、直接比較するのは難しいですが、そういった差

異があるのではないかと推定できるということでございます。 

２点目の古墳整備の計画ですが、議案第２８号の図面、位置図の３枚目をご覧く

ださい。測量図といいますか、地番参照図、市がホームページ上で公開している

参照図に、太線で今回の指定範囲を入れたものでございます。今回この太線のと

ころ高座町１８８番の１１、これが指定になりました。委員がおっしゃるように、

この周辺地はまだ民間の土地、民地に全て囲まれており、支障なく中に立ち入る

ということが難しい状況がございます。許可を得て立ち入ることは可能ですが、

誰でも入れるという状況ではございません。今後は、周辺の土地の所有者と協議

を進め、周辺の取得をしたいと思っています。その上で、今回買収しました土地

と合わせて、周辺の土地を含めて古墳を公園状にして、古墳の史跡という形で整

備していくということを現在考えているところでございます。これにつきまして

は、土地の取得の問題がございますので、具体的な計画は立てにくいのですが、

既に周辺の土地の所有者様とは、交渉の前段階に入っているような現状でござい

ます。 

それから、これは広田小学校の校区にあるとおっしゃっていただきましたが、今

日お示ししましたように指定の古墳、それから古墳以外にも例えば天然記念物

等々、たくさんございます。校区ごとに特色ある史跡や、天然記念物もございま

すので、そういったことを教育資源として役に立てられるように、これから整備

を進めたいと考えております。 

以上でございます。 

  

重松教育長 他には、ありませんか。 

なければ採決に入ります。 

議案第２８号「文化財を史跡に指定する件」及び議案第２９号「文化財を重要文化

財に指定する件」の２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） 
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重松教育長 異議なしと認めます。 

よって議案第２８号及び議案第２９号は可決されました。 

次に報告第１４号「人事に関する件」を議題とします。 

教育人事課長、お願いします。 

  

教育人事課長 報告第１４号「人事に関する件」についてご報告させていただきます。 

退職に関する件でございます。 

平成２９年９月６日付、社会教育部放課後事業課主事から願い出がありました。

別紙退職願について「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

規定による教育長の臨時代理により、９月１９日に承認し、９月３０日付で退職

をしたことをご報告するものでございます。一身上の都合に伴い、退職を選択し

願い出たものでございます。 

以上、ご審議賜りますようお願いいたします。 

  

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。 

  

岩本委員 放課後事業課には誰かを補充されたとか、どうなっているのでしょうか。 

  

教育人事課長 退職に伴い、臨時職員の配置、それから他課との連携で、協力体制を築きまして、

今年度はそういった体制で、行ってまいりたいと考えております。 

新年度に向けて、新しい配置については、改めて考えたいと思っております。 

以上でございます。 

  

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。 

なければ採決に入ります。 

報告第１４号「人事に関する件」については、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。 
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続いて一般報告の①「市指定天然記念物の現状変更について」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①、「市指定天然記念物の現状変更について」説明します。 

教育委員会庁舎の敷地北西角に、市指定天然記念物のクスノキがあります。 

このクスノキは、樹齢約３００年と推定され、本市では、県指定天然記念物の海

清寺の大クス、市指定の若山町八幡神社のクスノキに次ぐ巨木です。 

平成２９年８月２３日付で、西宮市長より、市役所第二庁舎建設にかかり、この

クスノキの現状変更許可申請書が提出されました。これを受けて、教育委員会事

務局及び西宮市文化財審議会において調査、検討、審議を行った結果、西宮市文

化財保護条例第１４条２に基づき、条件をつけて許可することとなりました。 

現状変更の主な行為は、既存建物、これは現在のこの庁舎ですが、既存建物の解

体工事及び本体建築工事に伴うクスノキの障害枝の剪定です。これについては、

枝の剪定とともに根の剪定の必要性が生じる可能性があること、比較的大きな枝

を打つ強剪定を行った場合には、樹盛への影響や、地上部と地下部のバランスが

崩れる恐れがあることなどから、審議会において真剣な議論をいただきました。

また、事務局としても、樹木医の意見を聞くなどの調査を行いました。 

一般報告の資料２枚目から３枚目の許可書をご覧ください。 

その結果、工事に伴う剪定など現状変更は、やむを得ず許可することとし、指定

天然記念物樹木の現位置は移動しないこと、第二庁舎建設に係る建築デザインビ

ルド審査項目に指定天然記念物の保護を盛り込むこと、専門家による指定天然記

念物樹木の現状調査を実施し、剪定や工事施工にあたっては専門家の立ち合い、

指導を行うこと、報告書を作成することなどを条件として付しております。資料

は、許可書の後ろに、位置図、それから現況写真に続きまして、現状変更許可申

請書を添付しております。 

なお、誤記の訂正をお願いいたします。許可書の許可条件の７、許可条件の（４）

のところでございますが、（４）工事着工前に、「（２）の調査に基づき」とござい

ますが、これは「（３）」に修正してください、よろしくお願いいたします。 

一般報告の①番目の説明は以上です。 

  

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。 

なければ一般報告①を終了します。 

続いて一般報告の②「第５４回 西宮市人権・同和教育研究集会の開催について」
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を議題とします。 

人権教育推進課長、お願いします。 

  

人権教育推進課

長 

一般報告②、「第５４回 西宮市人権・同和教育研究集会の開催について」説明さ

せていただきます。資料の１枚目から３枚目をご覧ください。 

この研究集会は今年度、平成２９年１０月２９日の日曜日、午前９時３０分から

午後３時３０分まで、市立鳴尾中学校で開催する予定でございます。 

西宮市教育委員会と西宮市人権・同和教育協議会との共催で行います。就学前・

学校教育・進路保障・社会教育・男女共生・企業・特別部会の８分科会１３分散

会に分かれ、西宮市人権・同和教育協議会加入団体の実践報告をもとに交流し、

研究討議を行います。３枚目の開催要項９番にありますように、報告団体は、学

校、ＰＴＡ、青少年愛護協議会、企業などの３１団体となっております。 

特別部会につきましては、初めて同和教育・人権教育の基礎基本を学ぶ人のため

に、午前中は教育サポーターの仲島正教先生をお招きしての講演会、午後は、現

役の先生達等によるパネルディスカッションを予定しております。 

分科会の他に、展示コーナーといたしまして、「多様な性」（ＬＧＢＴ）に関する

パネル展示及び交流、障害者就労施設等の紹介と軽食販売、「戦時下の西宮」展、

続きまして、人権啓発ＤＶＤ上映のコーナーも設ける予定でございます。 

今までの参加者数でございますが、平成２８年度が１，４１１人、平成２７年度

が１，３５７人、平成２６年度が１，３３２人と大体１，４００人弱の横ばいの

状態となっております。平成２８年度の参加者内訳は、教職員が約８０％、ＰＴ

Ａが約１３％、社会教育関係団体・企業他が約７％となっております。 

実践発表と研究討議の内容を記録集としてまとめ、来年の２月ごろに参加者と学

校等に配布する予定でございます。 

説明は、以上です。 

  

重松教育長 説明は終わりました。本件にご意見、ご質問はありませんか。 

  

前川委員 障害者の就労については、Ａ型あるいはＢ型などの作業所があり、西宮市内や芦

屋市に行っている方もいます。卒業後にこのような施設、作業所等に通いたい人

達にとって、なかなか作業所が集まる場所がないと思っています。例えば神戸市

だったら、そういうガイダンスがあって、作業所が全部集まった中で、保護者や

本人が見学できる、そういった機会を見たり聞いたりしたことがあります。今回、
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市内から通えるエリアで全体に呼びかけて、継続就労支援のＡ型、Ｂ型、その他、

そういった作業所が全部紹介できると、すばらしいと単純に思っているのですが、

実際の展示の内容は、どのようになるのか、教えてください。 

  

人権教育推進課

長 

障害者就労の支援施設の、当日の展示についてですが、作業所は３団体と、ジョ

ブズテーション西宮という作業所にお仕事を紹介されているところを入れて４団

体です。作業所は軽食販売、ジョブズステーションは、展示のみになります。作

業所の展示は模造紙に１団体２枚程度で、詳細はまだ見ていませんが、先ほど前

川委員もおっしゃいました、Ａ型・Ｂ型、この３団体さんはそれぞれＡ型・Ｂ型

共入っておられますので、そのあたりのことも、若干は紹介されるのではないか

と思います。 

この障害者就労支援施設等の展示と軽食販売ですが、平成２７年度から始めて今

年度が３年目なります。元々は、西宮市人権同和教育協議会の会の中でやってお

りましたが、せっかく１，４００人近くの人が集まるのだから、分科会だけでは

なく、それ以外の人権課題についても啓発したらどうかということで、そのうち

の一つとしてやっております。 

  

前川委員 西同協が、呼びかけて応えてくれたところが、自ら展示をされているという、仕

組みになるのでしょうか。 

  

人権教育推進課

長 

そうです。協議会の中で出てきたことも反映させて、他にもＬＧＢＴの啓発交流

や、本庁で平和関係の展示もやっていますが、それも入れたらどうかという話が

出まして、それを反映した結果となっております。 

  

前川委員 はい、わかりました。 

  

岩本委員 この開催要項は何年も前から見ておりますし、以前、参加したこともあります。

ただ、実際に参加される団体が、具体的にどのようなことをするのか、何が何時

から行われるのか等がわからないです。これを皆さんにお配りする段階で、もう

少し具体的に、このようなことをやりますと、載せておく方が、興味を持った人

に対してわかりやすいのではないかと思いますが、どうでしょう。 

  

人権教育推進課 おっしゃる通りだと思います。報告団体は３１団体ございまして、概要等を早目
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長 に提出していただき、関係者にはお配りして内容を見ていただいていますが、一

般参加の方には、現状では当日配付の資料でしか、内容がわからない状態になり

ます。もちろんホームページにも掲載しておりますので、そちらは、せめて概要

だけでも載せられるように、来年度に検討していきたいと思います。 

  

重松教育長 ホームページで見られるのなら、そこに掲載しておけばいいと思います。 

他にありませんか。 

なければ一般報告②を終了します。 

続いて一般報告③「多文化共生イベントの開催について」を議題とします。 

人権教育推進課長、お願いします。 

  

人権教育推進課

長 

それでは、一般報告③「多文化共生イベントの開催について」説明させていただ

きます。資料の４枚目以降をご覧ください。 

この多文化共生イベントの名称ですが「わ～るど・にじいろ・まつり２０１７」

となっております。平成２９年１１月１９日日曜日、午前１０時より午後３時 

４５分まで関西学院大学教育学部西宮聖和キャンパスで開催する予定です。 

異なる文化や習慣を持った人々との交流と理解を図ることを開催の趣旨とし、そ

れぞれの違いを認め合い、相手を思いやり、誰もが夢や誇りを持って共に生きて

いくことができる「多文化共生社会」を作っていく出発点と、きっかけとして考

えています。 

ＪＩＣＡ関西・兵庫県教育委員会・関西学院大学教育学部・西宮市教育委員会・(公

財)西宮市国際交流協会・西宮市在日外国人教育研究協議会の６者による実行委員

会方式での運営です。事務局は、兵庫県教育委員会事務局人権教育課内に置いて

おります。内容は、チラシにもございますが、交流ステージ、体験コーナー、交

流展示、「わ～るどキッチン」これは料理コーナーです、多文化共生を考えるリレ

ートーク等が予定されています。当日の運営につきましては、関西学院大学教育

学部の学生が主体となって行う予定でございます。 

このイベントは、平成２７年度に県教育委員会・関西学院大学教育学部の呼びか

けで始まり、昨年度の参加者は、１，０００人です。 

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③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。 

秘密会で行いますので、関係者以外の職員も退出をお願いします。 

  

 （傍聴者・関係者以外の職員退出） 

  

重松教育長 では、再開します。 

議案第２６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。 

議案第２６号「人事に関する件」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 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。 

  

 （関係職員入室） 

  

重松教育長 それでは、再開します。 

一般報告④「「教育委員会における職員の配置体制について」を議題とします。 

教育人事課長、お願いします。 

  

教育人事課長 一般報告④「教育委員会における職員の配置体制について」報告をさせていただきま

す。 

表紙を１枚めくっていただきまして、１１月２日に行います教育こども常任委員会で

の所管事務報告についての資料を添付しておりますが、報告内容は、技能労務職が従

事する業務の見直しについてで、技能労務職が担う業務の今後のあり方を議会へ報告

いたします。 

所管事務のスケジュールは、まず１０月２０日に総務局が総務常任委員会にて、添付
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している同じ資料で報告を行います。その後、教育こども常任委員会と技能労務職の

配属先の所管ごとに、議会の各委員会で所管事務を行う予定となっております。所管

事務報告を行うに至った経緯や背景は、これまで市長がマニフェストや議会で述べて

いた技能労務職のあり方の見直しについて、これまでの取り組みを踏まえ現在の技能

労務職のあり方を議会へ報告することとなったものでございます。 

本市全体の技能労務職を２１の職種に分類し、これらの業務について技能労務職が携

わる業務の運営経費の抑制や市が提供する行政サービスに対する責任を負う立場か

ら、今後、継続して安定的なサービスを提供する必要から各業務について、直営を行

うことの必要性や他に変わる効率的な事業手法の有無について整理し、議会へ報告す

るものでございます。 

教育委員会でも１１月２日の教育こども常任委員会で所管事務を行い、総務常任委員

会の所管事務の内容を踏まえて、学校園が主な配属となっている教育委員会の所属、

６つの職種の労務職に絞り、労務職が担う業務の今後のあり方について報告をいたし

ます。 

教育委員会の労務職につきましては、全市的な取り組みである技能労務職の人件費水

準の抑制に努めるとともに、コストの軽減を図ることに努めております。また、直営

による業務改正を基本として、効率性の観点から非正規の活用等の取り組みを行って

いるところでございます。 

お手元にお配りしている所管事務用の資料で、報告内容をご説明させていただきま

す。資料の１ページをご覧ください。 

まず、技能労務職が担う業務のあり方について、方針を１ページに記載しており

ますが、大きく３つに分類しております。１つ目（１）直営を必要とするもの。

（２）必ずしも直営を必要としないもの。（３）現時点では方針を示すことが難し

いもの、となっております。 

教育委員会６つの職種につきましては、全て（１）直営を必要とするものに分類

しております。まず概要ですが、６つの職種のうち３つの職種につきましては、

この（１）直営を必要とするものの中の（ア）現行の体制を維持するものの（ｂ）

体制の効率化を図るもの（非正規職員の活用）の分類でございます。該当する職

種としまして、用務員、調理員、介助員、この３つの職種について、現体制を維

持しながら、非正規の活用を行いながら現体制を維持していくという分類を考え

ております。 

残りの３つの職種につきましては、この（１）直営を必要とするものの中の（イ）

一定の規模を直営で保つものの（ｂ）当面退職者不補充により縮小を図るもの、

に区分をしております。こちらに該当する職種といたしまして、学校教育事務員、
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それから園務員、最後に家政作業員となっております。 

具体的な記載ですが、４ページをご覧ください。先ほど申し上げました現体制を

維持するものですが、正規職員から非正規へ切りかえを行い、経営のコストの軽

減を図る職種ということで、（３）の従事する職名、用務員から（５）従事する職

名、介助員この３つの職種について、非正規化を図り現状の改正を維持してまい

りたいと考えております。 

その他の職種につきましては、１０ページ、１１ページにまとまっておりますが、

（１３）の従事する職名、学校教育事務員から（１５）の家政作業員までの３職

種につきまして、退職者、不補充により現在従事している職員が退職するのに合

わせ、今後業務内容や事務分担を見直す中で整備を行うと分類しております。こ

の学校教育事務員、園務員、家政作業員につきましては、今回の分類では報告内

容では、退職者不補充ということで、業務内容や事務分担を見直す中で整理を行

うという位置付けをしておりますが、業務内容自体は、残る業務もございます。

その場合、技能労務職以外の学校園の職員の負担になる場合も想定されますが、

今回、技能労務職の業務の今後のあり方についてと、報告を限定していることか

ら、学校園全体の業務分担について、新たな人員配置が、技能労務職の退職者不

補助により必要となる場合につきましては、労務職の業務のあり方と切り離して、

検討を行いたいと考えております。 

技能労務職の今後のあり方につきまして、現状における当面の技能労務職のあり

方・方法として、議会に説明報告をさせていただく予定でございます。 

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、ご質問ありませんか。 

なければ一般報告の④を終了します。 

次に一般報告の⑤「平成３０年度西宮市立高等学校の生徒募集定員の決定について」

を議題とします。 

学事課長、お願いします。 

  

学事課長 一般報告⑤「平成３０年度西宮市立高等学校の生徒募集定員の決定」について説

明いたします。 

平成３０年度の市立高等学校の募集定員につきましては、資料の１ページの通り、

２校の合計で１６学級６４０名の募集を行いますことをご報告いたします。前年

度と増減はございません。 
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生徒数の状況等は、資料２ページの「募集学級数、中学校卒業者数の推移」、３ペ

ージの「西宮８高校、第２学区の学級数の推移」をご覧ください。 

経緯といたしまして、近年の本市における中学校卒業者数の増加に伴い、既に平

成２６年度に西宮高校、平成２８年度に西宮東高校で１学級４０名ずつ募集定員

を増やして対応しております。 

平成３０年度の募集定員につきましては、中学校卒業者数が若干増となる見込み

であり、県教育委員会から第２学区内の募集定員の調整に係る要請がなかったこ

とから、前年度と同数の募集を行うことといたしました。 

なお、募集定員の公表は、１０月下旬に県教育委員会から「平成３０年度兵庫県

公立高等学校生徒募集計画」として発表される予定と聞いております。 

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・ご質問ありませんか。 

なければ一般報告⑤を終了します。 

次に一般報告⑥「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 他にはありませんか。 

なければ一般報告の⑥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。 

本日の会議で次回以降の課題となっている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 本日は特になしということで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７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） 

  

 


