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教 育 委 員 会 議 事 録 
 

（ 平成２９年度 教育委員会 第 8回定例会 ） 

開会 平成２９年１１月１日（水）        閉会 平成２９年１１月１日（水） 

午前 ９時００分                 午前１０時２６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 
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永田 健 

竹村 一貴 

署 名 

教育長 委員 



                                    平成 29 年 11 月 1 日 

                                    第 8 回定例会 

 2 

付 議 案 件 

 

＜教育長報告＞ 

 

＜審議案件＞ 

議案第 30号 損害賠償に係る専決処分に関する意見決定の件          （学校保健安全課） 

議案第 31号 平成 29年度西宮市一般会計補正予算(第 4号)(12月定例会教育委員会所管分)に関する 

意見決定の件                           （教育総務課） 

議案第 32号 平成 29年度西宮市一般会計補正予算(第 5号)(12月定例会教育委員会所管分)に関する 

意見決定の件                           （教育総務課） 

議案第 33号 指定管理者指定の件(西宮市立山東自然の家)に関する意見決定の件  （青少年育成課） 

議案第 34号 工事請負契約締結の件(ホール天井耐震化工事)に関する意見決定の件    （学校管理課） 

 

＜一般報告＞  

一般報告① 平成 30年成人式「二十歳を祝うつどい」について          〔青少年育成課〕 

一般報告②  平成 30～32年度実施計画及び平成 31～40年度事業計画について     〔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〕 

 

＜資料による情報提供＞ 

・平成 30年度当初予算編成方針について                     （教育総務課） 

・平成 29年度学力調査結果のホームページ掲載について              （教育研修課） 

傍 聴 １名 
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重松教育長 ただ今より、平成２９年度第８回教育委員会定例会を開催いたします。 

議事録署名委員には、岩本委員を指名します。 

はじめに、９月１３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 それでは、承認します。 

尚、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３０号から第３４号は、１２月市議会に付議する案件で、

現時点では公表されておりません。また一般報告②は、意思形成過程の情報、一

般報告③は個人情報を伴う案件であり、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。 

はじめに私から報告をさせていただきます。 

今回の学習指導要領の中に「主体的・対話的で深い学び」という表現があります。

最近、ある本を読んでいて、主体性と自主性とは少し違うのではないかと思いま

した。調べてみると、主体性とは、「自分の意思や判断に従って行動する。もしく

は行動する様」と書いてあります。自主性も同じ様なことが書かれていますが、

その違いは、主体性は、まずやるべき事を自分で決める。何をしたいのか、何を

するのかを自分で決め、それをどの様にするか方法手段を考え、最後に行動に移

す。これが主体性で、自主性は、やるべき事を自分で決める部分が抜けている。

やりなさいと言われた事をやる。実際に行動に移すという意味では、自主性は主

体性と同じです。大きな違いは、スタートの時点で何をやるべきかを決めるかど

うかです。学校でも、この認識に違いがあるのではないかと思っています。 

例えば、福井の事件が起きた時、先生が色々指導していたという情報はありまし
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たが、先生の枠の中でしか子供が動けない。子供が、先生の判断の中でしか考え

られないのではなく、自分で考えて主体的に動くという主体の意味を、取り違え

ているのではないかと思っています。 

もう亡くなられていますが、氷と雪の研究で有名な中谷宇吉郎さんが、随想録で

書いています。小学校の時に、霜柱がどのようにできるのか非常に疑問を持った

女の子が何人かいました。その時は疑問を持ったままにしていましたが、中学生

になって、生徒が何人か集まって霜柱がどのようにできるのか研究したわけです。

実際に霜柱がどのように伸びるのかを、霜柱にひもを付けたり、霜柱の周りに入

れた金物の深さの違いで、霜柱がどうできるのかを調べたそうです。霜柱はただ

単に、土の中にある水分が凍っているだけではない。できた霜柱の量は、土の中

の水分よりも、もっとたくさんの水を含んでいる。一体その水はどこから来たの

かとなったのです。そこで色々な実験をして、最終的に、霜柱は下から水を吸い

上げることによって、どんどん大きくなっていくということが分かったそうです。

そのように無邪気で純粋な興味が、本当に尊いと中谷さんは書いています。自分

達でやることで、研究は進んでいく。ですから、単純な、元々持っている疑問を

どう解決するかが非常に大事なのです。小さい頃には、色々な事が分からないと

思うものです。それを、調べずに放っておくので、興味もなくなり、通り一遍の

回答しか思いつかなくなっているのではないかと言っています。一度手をつけれ

ば忘れないけれど、そのままにしておくとどんどん忘れていきますよと言ってい

るわけです。 

大事なことは、純粋に興味を持ち、それを熱心に調べていくこと、思い付いたら

すぐに、色々なことを試みてみること。それから、偶然遭遇した現象を見逃さな

いこと、そのことによって色々な実験をしていくこと。それらにより、新しい教

育が開けていくので、主体性は、これから大事になるのではないかと思います。

主体性をきちんと身につけないと、子供はいつまで経っても自主自立ができない

し、困難に立ち向かった時、自分で解決できなくなるのではないかと思います。 

今回の福井の事件も、細かいことは分かりませんが、先生が突き放した、𠮟責の

仕方がきつかった等、生徒に対して励ましがなかったと言われています。子供達

が何かをやりたいとか、疑問に思ったことに対して、「まぁ、やったらいいんじゃ

ない」でもなく、答えを教えるのでもなく、自分たちで考えて主体的に行動でき

るように応援する。難しい面もたくさんあるでしょうが、やっていかなければな

らないのではないでしょうか。特に、小学生よりも中高生で、主体性をどう育て

ていくかというのが、今後、大きな課題になるのではないかと思っていますので、
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西宮市教育委員会としても、学校の先生達と話をしながら、主体性を育てるには

どうしたらいいかを考えていかなければならないと思います。 

私からは主体性について、思ったことを述べさせてもらいました。 

この事について、何かご意見、ご質問ありませんか。 

  

側垣委員 教育長がおっしゃった事に同感です。今、中高生でとおっしゃいましたが、幼児

の頃から、そのような関わりや考える力に、力を入れていいと思います。その機

会を豊かにしていく事が必要です。幼児の頃から、「先生、どうしたらいい」とい

う問いかけしかできない環境というのはおかしいと思います。ですから、頭が柔

軟で何でも受け入れられる時期から、そういう部分を育てていく、育っていくも

のかと思います。私も自分自身の取り組みで、心がけて進めています。 

  

重松教育長 ありがとうございます。 

他にはございませんか。 

よろしいですか。 

それでは、一般報告の①「平成３０年成人式『二十歳を祝うつどい』について」

を議題とします。 

青少年育成課長、お願いします。 

  

青少年育成課長 平成３０年成人式、「二十歳を祝うつどい」の開催について説明をさせていただき

ます。 

平成３０年成人式につきまして、成人式実行委員会での検討、また、事務局での

検討も行い、今回ご説明させていただく内容で実施したいと考えております。 

資料の開催要項（案）をご覧ください。 

日程等は、成人の日、１月８日に兵庫県立総合体育館での実施としております。 

対象者数は８月末現在で、４，９８４人で、前回より約１００人の増となってお

り、このうち、参加者数は約３，０００人と見込んでおります。 

開催内容ですが、式典は、地域団体の公演を式典に組み込みオープニングとした

他は、前年通り、みやたんの開会宣言から始め、参加者全員での三本締めで終了

としております。 

ただ、この中の、教育長からの「激励のことば」でございますが、昨年の教育委

員会会議で教育委員長より、式典時間短縮のためになくした方がよいのではない

かというご提案を受けました。結局、前回は残しましたが、今回、内容を検討す
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るにあたり、他市の状況を調査しましたところ、教育長、教育委員長が挨拶を行

っている自治体は少ないことがわかりました。阪神間では、芦屋市、尼崎市で行

われておりますが、調査した１５自治体のうち、教育長の挨拶が行われているの

が、４自治体、行われていないのが１１自治体という状況でした。この件につき

ましては、事務局としても悩んでいるところでございますので、ご意見を頂戴で

きればと考えております。 

また、式典終了後、知人、友人との再会を希望する声が高いことから、前回より

公式に１時間程度会場を開放し、時間と空間を提供することとしております。 

その他、屋外の特設ブース、場内の催し物につきましては、基本的に昨年と変わ

りません。昨年同様、総合案内所を設け、ベビーカーの一時預かりや落とし物の

対応等もここで対応したいと考えております。 

前回まで行っておりました募金箱の設置ですが、募金額が少額であるにも関わら

ず、募金箱の管理に人数が必要でしたので、今回は設置を見送りたいと思ってお

ります。ただ、茶席などの催し物の売り上げについては、平成２９年台風１８号

の災害義援金へ寄附することとしております。 

配付資料の別紙１は、２９年成人式と今回、３０年の成人式の比較表となってお

ります。変更となった箇所につきましては、ここまででおおむね説明をさせてい

ただきました。 

参考資料として、前回の成人式参加者のアンケート結果を添付しております。 

アンケート結果から、式典参加の主な目的が、「同級生や友達に会えるから」とい

う回答が一番多く、また、「式典後に会場を開放する時間はあった方がよいです

か？」という問いには、「あった方がよい」という回答が７８％で、式典終了後に

会場を開放する要望が多かったため、今年も式典終了後の時間と場所の提供を計

画しようと考えた次第でございます。 

説明については、以上でございます。 

ご意見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。本件にご意見、ご質問はありませんか。 

大きな変更点は、私の挨拶をどうするかということですが、どうでしょうか。 

  

前川委員 教育というのは、学校教育や社会教育、その人と関わっている時だけではなく、

学習指導要領に基づいて、人格の完成を目指し、行き着く先は、一人ひとりの豊

かな人生と、よりよい社会、国家に貢献できる人間を実現していくわけです。そ
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の点で、この節目に、家庭教育・社会教育・学校教育など色々な教育、一生涯に

亘る学びを、これからも続けていきましょう、と言ったお言葉を、様々な方から

いただく。成人式を迎えた人達が、その時に色々と自分に思い当たることや目標

とすべきところを酌み取る機会にしていただけるように、私はあった方がよいと

思います。ただ、時間との関係で、一年前にどのように課題として取り上げられ

たのかわからないので。西川先生は成人式にずっと参加されてどうですか。 

  

西川委員 僕は、教育長のお言葉はあった方がいいと思っています。時間は１時間程度です

し、以前は来賓紹介等がありましたが、今はカットされて、ある程度短縮されて

いますので、あった方がいい気がします。時間的な問題があるといっても、１時

間程度の式典というのは、ごく当然の時間ではないかと思います。これ以上短く

して、４０分や３０分となると、逆に、式典の意味がなくなってしまうと思いま

すので、ある程度の時間は必要だと思います。 

それと今、前川先生がおっしゃった、色々な方からの祝福は必要だと思いますの

で、市長、議会議長、それから教育長というお三方がお話されることについては

何の問題もないと思います。時間の短縮だけが問題であれば、やられた方がいい

と思います。 

  

重松教育長 他にはどうですか。 

  

側垣委員 最近の成人式にはほとんど出たことがないのですが、お話していただいたほうが

いいと思います。市長の立場もあるし、教育委員会の教育長の立場もあるので、

形式的な挨拶ではなく、それぞれの立場から若い人たちに伝えることはあってい

いのではないかと。２０分も３０分も挨拶されるわけではないと思いますので。

他市ではどうかわかりませんが、西宮ではされたらいいのではないかと思います。 

  

重松教育長 岩本委員、どうですか。 

  

岩本委員 前川先生がおっしゃられるように、教育長のご挨拶があった方が、うれしいと思

います。ただ、アンケート結果は、答えてくれた人がそもそも少ないので、本当

に皆この式典が楽しかったのかなと。アンケートに答える時には、満足って書く

方が多いと思うので、本当にみんな楽しかったのかなと思います。今年の式典の

内容を同じようなものにするとしても、それがいいのかというのがあります。た
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だ、子供達はそこで昔の友達と会うのが楽しみなのであれば、式典はあった方が

いいかもしれませんが、せっかくやるのであれば、皆が楽しいものだったらいい

と切実に思います。 

実行委員会に二十歳の子が関わることはないのでしょうか。 

  

青少年育成課長 今年は、１２名の二十歳前後の実行委員が、今まで４回の会議で式典の内容等に

ついて検討しています。 

  

岩本委員 その１２名は公募ですか。 

  

青少年育成課長 公募も行っておりますし、ボーイスカウトやガールスカウトなどの団体から推薦

を受けた方もいらっしゃいます。 

  

岩本委員 芦屋市では、成人式の実行委員会のメンバーでフラッシュモブをやって盛り上げ

たという話も聞いたことがあるので、そういったこともありかと思いますが、実

行委員会のメンバーがこれでいいのなら、いいと思います。他市では、そういっ

たこともありましたということです。 

  

重松教育長 実行委員会で決めた内容ですが、実行委員会での特色はあるのですか。式典の部

分は形式的にそのまま入っているのでしょうか。 

  

青少年育成課長 昨年と同様のことをやるということではありませんが、みやたんを登場させるこ

とや、去年から始めている参加者全員での三本締めが、本市の特徴かなと思って

おります。 

  

岩本委員 例えばオープニングのときに、スライド等で、二十歳の子が生まれた２０年前の

街の様子などが時系列で移っていったりすると、満足度も上がるかもしれないと、

ふと思ったのですが。思いつきですが、今年ではなくても、そういうこともでき

るのかなと思いました。 

  

青少年育成課長 また参考にさせていただいて、実行委員会にも諮っていきたいと思います。 

  

重松教育長 ほかにありませんか。 
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では、教育長の挨拶はそのままということにいたします。 

一般報告の①はこれで終了します。 

これより非公開の案件に移ります。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３０号「損害賠償に係る専決処分に関する意見決定の件」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 「損害賠償に係る専決処分に関する意見決定の件」について、お手元の資料をご

覧ください。 

鳴尾南中学校の隣接地で発生しました損害賠償の案件について、地方自治法 

第１８０条第１項の規定による市長の専決処分事項の指定に基づく、法律上市の

義務に属する損害賠償に係る専決処分をするものです。 

具体的な内容としましては、平成２９年９月１４日に発生しました、鳴尾南中学

校の用務員が刈払機で草刈りをしていた際に飛ばした石が、中学校に隣接するＵ

Ｒの駐車場にとめていた市民の乗用車に当たり、リアガラスを破損させたもので

ございます。 

これにより発生しました乗用車の修理費等、３９万２，６６４円を賠償する内容

で示談する予定でございます。賠償額は、１００万円以下となりますことから、

市長において専決処分できる案件となりますので、市長専決処分後に市議会へ報

告することとなります。 

以上でございます。ご審議を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。 

  

西川委員 「リアガラスの破片が車内に残存していたことに起因するけがに係る治療費」と

ありますが、実際にけがをなさったんですか。 

  

学校保健安全課長 駐車されていた車に人は乗っておりませんでしたので、人的被害はございません。 
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重松教育長 他にありませんか。 

  

前川委員 この件は、全国市長会の保険を適用することになると思います。もし、児童生徒

が教育活動中に、例えばサッカーボールを蹴ってこれが飛び出して、同じような

事が起きた時は、その生徒に何か問題行動があったわけではないので、この保険

の適用は、あり得るのでしょうか。 

  

学校保健安全課長 全国市長会の保険が適用されることになります。 

  

前川委員 わかりました。 

  

重松教育長 他にありませんか。 

なければ採決に入ります。 

議案第３０号「損害賠償に係る専決処分に関する意見決定の件」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。よって議案第３０号は可決されました。 

続きまして、議案第３１号「平成２９年度西宮市一般会計補正予算（第４号） 

（１２月定例会教育委員会所管分）に関する意見決定の件」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 本日は、この後の議案第３２号と併せて、平成２９年度西宮市一般会計補正予算、

１２月定例会教育委員会所管分に関する意見決定について、ご説明いたします。 

議案第３１号は、正規職員の人件費に係る補正予算でございます。 

１ページの第１表、歳入歳出予算の補正一覧をご覧ください。 

上の表は歳入予算の補正でございます。全体では 16 万円を減額し、補正後を 

26億 1,674万 6千円とするもので、内容は雇用保険料本人負担金の実績に基づく

減額でございます。 

下の表は歳出予算の補正で、全体では 8,125 万 6 千円を増額し、補正後を 

194 億 9,246 万 9 千円とするものでございます。人件費は原則、前年１０月現在
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の人員から退職予定者を除いた人員に基づく給与費、つまり、現員現給で当初予

算に計上しており、この１２月補正時に、現在の人員配置に合わせた適正な予算

に組みかえる仕組みとなっております。 

歳入・歳出補正の詳細につきましては、２ページ以降に記載しておりますので、

ご覧ください。 

簡単ではございますが、説明は以上です。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・ご質問はありませんか。 

なければ採決に入ります。 

議案第３１号「平成２９年度西宮市一般会計補正予算（第４号）（１２月定例会教

育委員会所管分）に関する意見決定の件」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。よって議案第３１号は可決されました。 

続きまして、議案第３２号「平成２９年度西宮市一般会計補正予算（第５号） 

（１２月定例会教育委員会所管分）に関する意見決定の件」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 議案第３２号では、先ほどの議案第３１号でご審議いただきました、正規職員の

人件費以外の部分にかかる補正予算について、ご説明いたします。 

まず、１ページの第１表、歳入歳出予算の補正一覧をご覧ください。 

上の表は、歳入予算の補正でございます。全体で 2,490 万 1 千円を増額し、補正

後を 26億 4,164万 7千円とするものでございます。 

下の表は、歳出予算の補正です。ここで、資料の表記に誤りがございましたので

訂正をお願いいたします。下の表、各項目の表題ですが、款、項に続きまして補

正後となっております、正しくは補正前でございますので款、項、補正前、補正

額、補正後となります、訂正させていただきますと共に、お詫び申し上げます。 

下の表は歳出でございますが、全体では 3 億 6,990 万 1 千円を減額しまして、補

正後を 191億 2,256万 8千円といたします。 

次のページ、２ページの第２表、債務負担行為の補正一覧をご覧ください。 
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債務負担行為とは、一つの事業が単年度で終了しない場合に、全体の期間と限度

額をあらかじめ確定させておき、後年度の債務を約束するものでございます。 

１つ目の公民館機械警備業務から、４つ目の総合教育センター機械警備業務まで

は、各施設における機械警備業務の委託料で、それぞれ全体の期間と限度額を設

定するものでございます。 

５つ目の山東自然の家指定管理料は、指定管理者の指定期間が今年度までになっ

ておりますので、平成３０年度から３４年度にかけて、５年間の指定を新たに行

うために、限度額を 4億 2,629万 9千円として設定するものでございます。 

６つ目の学校施設整備事業は、小・中学校において、学級増や障害のある児童・

生徒の受け入れに必要となる施設整備を、春休み期間中の平成３０年３月に着工

するため、限度額を 2,600万円として設定するものでございます。 

３ページをご覧ください。第３表、歳入補正の明細でございます。 

主なものは一番上の国庫支出金で、2,691 万 8 千円の増。これは、国庫補助金の

内定や交付決定により金額が確定したものでございます。内容は、深津小学校校

舎増築工事に対する負担金や、香櫨園小学校の既存校舎の解体工事に対する補助

金の他、特別な配慮を要する児童・生徒に医療的ケアを行う看護師に対する特別

支援教育体制整備事業費補助金が拡充されたことによるものでございます。 

次の４ページ以降は、歳出補正の明細になっておりますのでご覧ください。 

補正の多くは、年度末までの事業費が確定したことによる予算残額や、節減見込

み額を減額するものでございます。この他の歳出補正につきましては、増額にな

った項目がある事業のみ、かいつまんで説明させていただきます。 

まず、４ページの中ほどにある教育指導費のうち「基礎学力向上事業経費」は、

県の委託事業である「放課後における補充学習等推進事業」において、県の委託

金が増額となった分、報償費を 17万 6千円増額しておりますが、事業全体では各

種指導員の損害保険料の不用額の差し引き等もございますので、3 万 6 千円の減

額となっております。 

また、一番下の総合教育センター費の「特別支援教育事業経費」では、支援対象

児童の増加に伴って、学校協力員謝金を 598 万 8 千円増額しておりますが、事業

全体では保育補助員謝金の不用額との差し引きにより 359 万 5 千円の増額となっ

ております。 

続いて７ページをご覧ください。 

図書館費の「図書館管理運営事業経費」は、ふるさと納税による寄附金の有効活

用として図書館振興基金を取り崩し、大型絵本などを購入するために、図書館資
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料購入費を 109 万 5 千円増額しております。また、事業全体では分室業務等委託

料などの執行残の減額がございましたので、これとの差し引きによりまして、 

370万 3千円の減額となっております。 

図書館費の「図書館維持管理事業経費」は、電気使用料単価の増に伴うアクタ西

宮の施設管理共益負担金 55万 2千円を増額しておりますが、事業全体では、施設

管理関係等委託料の執行残及び不用額との差し引きにより 487 万円の減額となっ

ております。 

簡単ではございますが、説明は以上です。ご審議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・ご質問はありませんか。 

なければ採決に入ります。 

議案第３２号「平成２９年度西宮市一般会計補正予算（第５号）（１２月定例会教

育委員会所管分）に関する意見決定の件」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。よって議案第３２号は可決されました。 

続きまして、議案第３３号「指定管理者指定の件（西宮市立山東自然の家）に関

する意見決定の件」を議題とします。 

青少年育成課長、お願いします。 

  

青少年育成課長 議案第３３号「指定管理者指定の件（西宮市立山東自然の家）に関する意見決定

の件」につきまして、ご説明いたします。 

本件は、西宮市立山東自然の家の指定管理者指定の件を、平成２９年１２月市議

会定例会に上程するに当り、教育委員会の意見を決定するものでございます。 

議案内容は、資料４枚目以降の市会議案書（案）にございます。 

西宮市立山東自然の家の指定管理者として、「一般社団法人山東自然の家」を指定

するもので、指定期間は平成３０年４月１日からの５年間としております。 

次に、選定の経緯についてですが、今回初めて公募ということで、募集を行い、

９月８日までの募集で応募は１件でございました。 

また、指定候補者選定に係る協議を行うため、選定委員会を８月２９日から 
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１０月２６日の間に３回開催をいたしました。４名の選定委員の皆様には、応募

者から提出された事業計画書や収支予算書などによる書類審査に加え、プレゼン

テーション、ヒアリングも行った上で、慎重にご審議をいただき、総合的に評価

をしていただいた結果、「指定期間中において安定的な管理運営が期待できる」と

の理由により、「同法人を指定することが妥当である」との答申をいただいておる

ところでございます。 

尚、資料の後ろから２枚目を見ていただきますと、カッコ４評価結果、総合得点

２００点満点中、１３３点となっておりますが、これは、各委員に採点していた

だいた点数の項目ごとの平均点でございます。 

ちなみに、審査項目は一番後ろにつけておりますが、小項目で３６項目ございま

すが、全ての項目、全委員とも基準点に満たない項目はございませんでした。 

この評価結果に基づき、指定管理者として指定することを議案として１２月市議

会に上程したいと考えておりますので、ご審議のほど、お願いいたします。 

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。 

本件にご意見・ご質問はありませんか。 

  

側垣委員 一般社団法人山東自然の家という法人は、これまでもずっと管理運営されてきた

ところですか。 

  

青少年育成課長 これまでも１０年間指定管理者として、同施設を管理している団体でございます。 

  

側垣委員 地元の団体ですね。 

  

青少年育成課長 はい、地元の住民で作った組織でございます。 

  

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３３号「指定管理者指定の件（西宮市立山東自然の家）に関する意見決定

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） 
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重松教育長 異議なしと認めます。よって議案第３３号は可決されました。 

つづきまして、議案第３４号「工事請負契約締結の件（ホール天井耐震化工事）

に関する意見決定の件」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 議案第３４号「工事請負契約締結の件（ホール天井耐震化工事）に対する意見決

定の件」につきまして、ご説明いたします。 

文部科学省より、公立学校の施設で特定天井を有するものについては、速やかに

耐震化の措置を講じるよう求められており、これまでも小中学校の体育館等の特

定天井等について耐震化を行ってまいりました。 

今回、西宮東高校ホールにつきましては、音響性能を維持しながら安全性を確保

すると共に、できるだけ事業費も抑える工法を採用するため、アミティホールや

勤労会館ホールと併せて、設計と施工を一括で発注するデザインビルド方式で発

注いたします。 

右上に「議案第３４号」と書いた資料をご覧ください。 

本件は、西宮東高校ホールを含む３つのホールの天井耐震化工事を一括して発注

する工事請負契約を締結するに当たり、１２月市議会で議決をいただく必要があ

るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育委員会の意見

を決定いただくものでございます。 

次のページの左上に別紙と書かれているものが、教育委員会の意見案です。この

意見は、次のページから添付しております、市議会の議案書に記載の契約を締結

することについて、教育委員会として「異議はありません」とするものです。 

次のページをご覧ください。ここからが、１２月議会の議案書の案です。この議

案書については、今後、校正等で多少修正が入る可能性がありますので、ご了承

いただきたいと思います。金額等重要な部分については、変更はありません。 

契約の目的は、ホール天井耐震化工事、契約金額は 5 億 760 万円、契約の相手方

は、大林・羽衣特定建設工事共同企業体となっております。この３項目が、市議

会での議決対象の内容です。 

その下の、（参考）と書かれているところからは、議案書の中の参考資料になりま

す。（１）の工期ですが、平成３１年６月２８日までです。 

また、（２）に記載の通り、３つのホールを対象としております。 

尚、（３）の工事概要ですが、最後の行に記載している工事に加えて、その上に記
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載の通り、調査業務や実施設計の業務を含む内容を合わせて発注するデザインビ

ルド方式の発注としております。 

次のページをお願いいたします。 

入札結果表でございます。９月７日に開札を行い、１０月２３日に総合評価落札

方式により落札者を決定しました。予定価格については、記載の通りです。入札

参加者は、記載のように１つの共同企業体による入札参加がございました。 

総合評価につきましては、入札価格だけでなく、入札参加者から提出された提案

書について、施工方法や工期に関する提案などを審査し、総合的な評価により落

札者を決定しております。 

提案内容で特に評価されたポイントとしては、天井の形状に合わせた落下防止措

置について、高度な技術を必要とする工法を採用し、安全性の確保や音響性能の

維持に加えて、工期も短縮するなどの内容が、選定委員からも高い評価を受けて

おります。 

次のページからの２ページは、今回落札をした共同企業体を構成する各企業の経

歴表でございます。その次が工事場所の位置図。次が対象施設の工事範囲を示し

た配置図でございます。 

ここまでが、市議会へ提出する議案書の案でございます。 

次に、最後のページをご覧ください。 

議案書とは別に、参考資料として添付しております。 

契約金額のうち、西宮東高校ホールは、1億 5,228万円となっております。 

工事スケジュールですが、西宮東高校ホールの契約書上の工期は、平成３０年 

７月から１２月までとしており、工事期間中は休館することとなっております。 

尚、資料には記載しておりませんが、西宮東高校ホールは、昭和６３年６月に設

置されてから、一度も更新ができていない設備もあることから、今回の工事の実

施に合わせて、老朽化の進んだ舞台照明や音響設備、舞台吊物、空調設備の更新

工事も、今回の契約とは別に実施いたします。 

説明は以上です。 

  

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。 

  

岩本委員 入札が１社だけだったのには、何か理由がありますか。 

  



                                    平成 29 年 11 月 1 日 

                                    第 8 回定例会 

 17 

学校管理課長 推測ですが、全国的にもこのようなホール、特に音響設備を有しているホールの

天井の耐震化は、余り実例がございません。このような特殊な工法技術を持って

いる事業者が、全国的にも少ない状況で、今回、全国的に先んじた形で工事を実

施することになった事も、事業者の参加が少なかった原因かと思っております。 

  

岩本委員 最初から、勤労会館と東高校ホールとアミティーホールを続けて工事する予定に

なっていたのですか。 

  

学校管理課長 一度に工事をするのは、業者の参加が見込まれない中では難しく、一貫した工法

でやる方が、事業費も抑えられると考えております。また、このような形で規模

の小さいところから順々と技術を上げていく、精度を上げていくやり方がいいの

ではないかと考えております。 

  

岩本委員 一緒にやるよりも、このように順番にやる方がいいと思いますが、鳴尾文化ホー

ルが休館している間、他のホールが飽和状態にならないかという心配と、アミテ

ィーホールは平成３１年６月末に、工事が終わりますが、休館により１０月、 

１１月の合唱コンクールで使うのが難しくなるのではないかということを、学校

から伺いました。鳴尾文化ホールは、１０月から１１月の間は使えないので、平

成３０年に学校行事で使うのは難しいと思いますが、学校行事をホールで実施す

ることで、子供達は充実して、一生懸命歌を歌おうという気持ちでがんばってい

る中で、工事期間は仕方がありませんが、工事期間に当っていなければ、ホール

で毎年やっているところは、やらせてあげるのがいいと思います。その辺はどう

なっているのでしょう。 

  

学校管理課長 今、委員からご指摘いただきました通り、３館を一度に実施しますと、受け入れ

る施設が無くなる可能性があることも、考慮の一つではございます。その中で、

まず勤労会館をよく利用している団体は、東高校ホールやアミティーホールを利

用いただく。東高校ホールが休館中は、勤労会館やアミティーホールを使って、

工事期間中を過ごしていただきたいと考えております。 

最後のアミティーホールですが、工事期間は当然使えませんが、それ以降は使っ

ていただくことは可能ですので、学校等の行事については、影響がないものと考

えております。 
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岩本委員 平成３０年の１０月から１１月の間、鳴尾文化ホールが閉まっていることで、ア

ミティーホールを使っていた学校と、鳴尾文化ホールを使っていた学校、全部が

アミティーホールで実施するのは難しいという可能性もあるということですか。

それもないのでしょうか。 

  

重松教育長 そうですね、それは別に場所を確保しないと仕方ないでしょうね。 

  

学校管理課長 そういった心配もされますので、事前にこの計画が上がった際に、学校教育課等

を通じて、相談させていただいております。特に鳴尾文化ホールを使っている団

体・学校等につきましては、活動場所について検討していただいているところで

ございます。 

  

学校教育課長 今、学校管理課長からもありましたように、工期つきましては、当課にも情報を

いただいており、学校にも内々ではありますが、連絡させていただいております。

そして、学校で使っているホールの工事期間が、実際に行事にかかるような場合、

他の場所で実施できないか、また市教委主催の行事につきましても、他のホール

等を予約する等、既に調整に入っております。 

  

重松教育長 他にありませんか。 

なければ採決に入ります。 

議案第３４号「工事請負契約締結の件（ホール天井耐震化工事）に関する意見決

定の件」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。よって議案第３４号は可決されました。 

続いて一般報告の②「平成３０～３２年度実施計画及び平成３１～４０年度事業

計画について」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３０年度から３２年度までの実施計画及び平成３１年度から４０年度までの

事業計画について、ご説明いたします。 

１枚目の補足のところに記載しておりますように、実施計画とは、第４次総合計
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画の後期計画を見直し、この１０年で実施する事業や懸案課題に関連する事業な

どに加え、市長が所信表明で述べた事業を具体的に事業化するために、原則、向

こう３年間の計画として毎年見直しを行い、策定しているものでございます。 

ただし、今年度につきましては、政策局にて平成３１年度に第５次総合計画の策

定を検討していることから、これを兼ねまして平成３１年度から４０年度までの

事業計画を作成しております。 

新規施策や大幅な予算を必要とする施策につきましては、このように計画を作成

し、今後は、この内容を元に政策局と調整し、来年度の事業決定につなげていく

ものでございます。 

お配りしております資料は、副市長・政策局長のヒアリングを経て、今月２５日

に行われた市長査定で使用した説明資料でございます。まだ示されてはおりませ

んが、市長査定の結果や、今後、政策局と予算折衝を進めていく中で、事業実施

時期の先送りや、予算削減指示による事業縮小となる可能性もありますので、ご

理解いただきたいと思います。 

尚、資料の最初に一覧表をつけておりますが、ご覧の通り教育委員会では、全部

で３６事業の実施計画を作成しております。本日は時間の関係で、個々のシート

に踏み込んだ説明は控えさせていただきますが、お時間があるときにぜひご覧い

ただきますよう、お願いいたします。今後、個々の施策内容につきましては、事

務局から適宜ご説明させていただきたいと考えております。 

また、今後の予算編成に関連して、「平成３０年度当初予算の編成方針」を、資料

に綴じ込んでおりますので、こちらもお時間があるときにご覧ください。 

報告は以上です。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。本件にご意見・ご質問ありませんか。 

  

前川委員 資料２－１、学校施設整備事業についてです。 

学校に限らず公的な施設については、安全安心な対策というのは、設置者に責任

が定められていることになります。その中の、２番の③老朽ガス管の改修事業。 

出来た時には大変立派な施設、ガス管、水道管、そういうものがしっかりと備え

られていますが、これをこのように計画的に交換することを事業計画に入れてい

るのは、大変よいことだと思います。一方で、水道管について気になっており、

水道管も土の中での漏水、あるいは学校給食の実施で、大きなポイントになると

ころです。水道管についても、同様に改修事業を、今後計画をされてこのように
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示されるのか、あるいは、それについては、適宜行われているため、ここに載っ

ていないのか。このあたりを説明してください。 

  

学校管理課長 委員ご指摘の通り、今回の老朽化ガス管工事については、国から改修を求められ

ているもので、いざというときに大事故に繋がることも考えられるため、国費の

対象となっております。 

一方、水道管についてはそういった対象にはなっておりませんが、各学校で老朽

化しており、漏水等が日々生じているような状況で、事後の対応ですがやってお

ります。ただ、今後、本市の学校だけでなく、全国的にも建てられた時期が集中

していることもあり、今後、改築等に工事費がかさむ予測があります。それを平

準化し、トータルコストの縮小も国から求められていることもあり、現在、長寿

命化計画を策定中でございます。この中身については、施設の寿命を従来よりも

長く設定するために、計画的に補修を行うことを考えるものでございます。これ

については、２０年、４０年、６０年という区切りを設け、特にこの４０年、施

設が建ってから４０年目前後で大改修を行うことが想定され、この時にこういっ

た設備等も補修していくことを考えております。これについては、古く状態の悪

いものから順次対策を考えていきますので、その中で老朽化した水道管について

も、対策していきたいと考えております。 

  

前川委員 わかりました。市の長寿命化計画の中で、こういったことを進めていくという説

明だと思いますが、学校の施設は多く市民の注目を集めがちな一方、例えば、生

涯学習の拠点である公民館、こちらも随分老朽化等で、これまで改修を進めてこ

られたと思います。市の長寿命化計画の中に、公民館等も同じように対象となっ

ているということでよろしいでしょうか。 

  

社会教育部長 公民館等の社会教育施設に関しましても、今説明のありました実施計画の中で、

平成３１年度学校の長寿命化計画を策定した後に、長寿命化計画を策定するよう

にさせていただいております。 

  

前川委員 わかりました。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、一般報告の②を終了します。 
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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、一般報告の③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運動会を視察していただいた感想をお聞かせいただきたい

と思います。 

まず、側垣委員お願いします。 

  

側垣委員 私は、２日間、小学校２校と中学校２校に行かせていただきました。 

大社中学校、上ケ原中学校、それから生瀬小学校と神原小学校です。いずれも保

護者もたくさん来られていて、非常に和気藹々と、それから地域の方との連携も

取れているように感じました。 

久しぶりに小学校や中学校の運動会に行きましたが楽しかったです。 

それと、先生方も非常に頑張って動いてらっしゃいましたし、生徒たちも非常に

溌剌とした動きでした。プログラムにもその学校独特なものがあって、非常に楽

しませていただきました。短い時間でしたが、皆さんよく努力されているなと感

じました。 

私が行かせていただいたところは、どこも生徒数の多い学校でしたし、それなり

に保護者と一体になって盛り上がっていた感じでした。 

  

重松教育長 ありがとうございました。 

つぎに、前川委員お願いします。 

  

前川委員 私は小学校と中学校です。小学校の方を先に言いますと、どの小学校も非常に観

客が多かったです。保護者や地域の方が子供達の成長、それから、学校教育にお

ける期待といったもので、行事の機会にあのようにたくさんのご声援、ご支援を

いただけるのだと、つくづく思いました。特に、職員のきびきびとした言動、礼

節ある態度等が、このような機会に学校に足を運んだ保護者や来賓の方に大きな

信頼感を生むと思っていますので、とても気持ちよく視察することができました。

また、何かの機会にお礼を言っておいてください。 
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中学校については、規模が小さい学校は、平日実施のところもございますし、保

護者の数も少ない等ありました。一学年が演技していても、残りの２学年のうち

で次の出番がある子達や、係で動いている子もいて少し寂しい。演技をしている

子は間違いなく一生懸命やっていますし立派なものでした。ただそれに対して、

見る立場の者がもう少し盛り上がり、応援ができればと思いました。それ以外は、

中学校も、非常に立派な体育会でした、 

学校名を一つだけ挙げます。とりわけ山口中学校の生徒達の様子には感動的なも

のがありました。地域の方も応援されているし、退職されたり、学校を代わられ

た先生方もたくさん来られている中で、子供達が規律ある演技や集団行動をして

いる。もう一つ、普段の教育の成果が出ている、縮こまったり型にはめられた体

育大会ではなく、伸びやかで誇りを感じる体育大会でした。先生や友人との信頼

関係が、手にとるように伝わってくるところがありました。これまで縁のあった、

職員の方々も成長に涙ぐんでおられるような、そんな姿まで目にして、途中、紆

余曲折もあったと思いますが、立派な中学校だと思いました。 

全体を通してですが、集団行動の指導や演技の指導は、平素の体育学習それから

特活の学習、これらの積み上げの基に、子供達を追い込むことなく、丁寧な指導

を普段からしていただきたい。学校も責任ある立場ですから、イベントの時は、

つい追い込むような指導に迫られるかもしれませんが、それは教育ではありませ

んので、そういうところは変わらずこれからもお願いしたいと思います。 

安全については、紙雷管の取り扱いです。去年使った紙雷管は、今年は使わない。

紙雷管は火薬ですから、その取り扱い。それからピストルについても取り扱いは、

きちんと取り扱い説明書に書いてあります。そういうものについて、行った学校

の先生とは、運動会後、安全管理についてのお話をする機会もいただきましたが、

きちんとできておりました。 

もう一つは、綱引き用の綱です。これは、耐用年数とか取り扱いについて。綱は

立派なので、いつまでも使えると思いがちです。どう取り扱うと、耐用年数まで

持たなくなるといった事も、学校教育課の体育指導で、十分に伝えていってほし

いと思います。 

以上です。 

  

岩本委員 私は、中学校２校と小学校１校と幼稚園２校に行かせていただきました。 

どの学校もそれぞれその特色が出ていると思いました。先ほど前川先生がおっし

ゃったように、日々の学校の様子、先生が児童生徒たちに関わる姿が、体育会に
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よく現れていると思いました。 

幼稚園に関しては、忍者や海の動物をテーマにして、お話立てにした運動会で、

子供達の記憶に残るいいものだと思いました。幼稚園の運動会には、たくさんの

卒園児であろうお姉さん、お兄さんも来られていて、地域に愛されている公立幼

稚園なのだなと改めて思いました。 

浜脇中学校の体育会にお邪魔させていただいた時、来賓席に小学校の校長先生や

去年までの校長先生も来られていて、皆で浜脇中学校の地域の子供達を育ててい

ると先生方もおっしゃっていました。先生方も、学年団、何期生の先生というこ

とで、とても連携が取れていて団結を感じました。色々な学校がありますが、そ

れぞれの特色に応じてすばらしい学校になっていただきたいと感じた体育会でし

た。ありがとうございます。 

  

西川委員 中学校２校、小学校３校、幼稚園２園、行かせていただきました。 

それぞれ地域性があって、楽しかったですし、他の委員の方々がおっしゃったよ

うに、どこもきちんと指導なさっています。その上で、例えば幼稚園は、山口幼

稚園の企画が非常にすばらしかったと思います。アドベンチャーのストーリー性

があり、しかもこの幼稚園を卒業した小学生も一緒に参加していることもあり、

非常によかった事が印象に残っています。 

上ケ原南小学校では、校長先生自ら、騎馬戦の介添えに出ておられて、席におら

れる暇もないくらい、お忙しいような感じでございました。校長先生はやはりあ

そこで座っていただいて、もう少し先生方の人数が居ればとは思いました。 

今津中学校は、非常に地域との連携が強く感じられました。どの学校園も、普段

の指導をきちんとされているなと感じましたので、非常に有意義な見学をさせて

いただいたと思っています。 

以上です。 

  

重松教育長 ありがとうございました。 

私は小中高と見ました。先ほど皆さんが言われたように、きちんと指導ができて

いると思いました。ただ、スポーツをする子供とそうでない子供、特に、スポー

ツクラブに入っている子供とそうでない子供に差が出てきている感じがありまし

た。体育の時間に、リズム等色々なことをやりますが、走り方もきちんと指導し

ないといけないのではないかと思います。運動部の生徒は問題なく走れています

が、文科系のクラブであろう子は走れていない。小学校でもスポーツクラブ２１
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に入っている子供と入っていない子供の差が、走ることに出てきているので、走

るということを体育の中できちんと指導しなければならないと感じました。 

私が行った学校は、競技中も見学中も、応援している時の態度も非常に良く、学

校が一体となって体育大会、運動会をやっているのが感じられてよかったと思っ

ています。 

あと、学校によってテントの数が違っていました。恐らく、同窓会や卒業の記念

等でテントを買っているのだと思いますが、これからの色々なことを考えると、

きちんとテントを揃えておく必要があるのではないかと思います。同窓会やＯＢ

会などで揃えるのであれば、学校側が何か手はずを整えておく必要があると感じ

ました。 

それと、市西と東のグランドの違いです。市西の広さがいいと思うのですが、東

になると、本部と生徒の間が離れ過ぎていて、走っている様子を見るのに望遠鏡

か双眼鏡が要るような感じでした。ただ、走るコースとしては東のグランドのカ

ーブがいいかなと。市西のグランドはカーブがきついと思います。 

全体的に、入場行進でも色々なテーマや個性があって違いがあり、色々計画をさ

れて、体育大会、運動会をやっているというのを感じました。 

以上です。 

  

側垣委員 一つ質問ですが、小学校では応援に家族で来られて、シートを敷いて場所取りを

されています。そこで、お昼に家族と一緒に弁当を食べる学校とそうではない学

校があると思います。例えば、小松小学校には施設の子供達が通っていますが、

家族が来る子供もいるし、来ない子もいる。その時は職員が何人か行って一緒に

お弁当を食べるのですが、そういった子供達への配慮は、どの学校でもあると思

いますが、そのあたりはどのようにされているのでしょうか。 

  

学校教育課長 この件に関しましては、全ての小学校に照会をしたことがあるわけではありませ

んが、視察に行きました指導主事などの話を聞きますと、確かに学校によって、

食事の時間は教室に入ってお弁当を食べる学校もあれば、グラウンドで家族や地

域の方と一緒に食事を摂る学校もございます。地域の方やご家族と一緒にといっ

たスタイルをとっている学校につきましては、事前にご家族が来られるのか、来

られない場合には、どのような形で誰と一緒に食事をするのか、そういったこと

は、予めある程度のことを調べて配慮をしていると聞いております。 
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側垣委員 お弁当を持ってこない子はいないと思いますが、子供達の中にも色々な思いがあ

ると思うので、できる限りの配慮をお願いしたいと思います。 

  

前川委員 教育長から、テントの話が出ました。子供達への健康面での十分な配慮は必要だ

と思いますが、学校に残っている話の中にはこんな話もあります。熱中症が今以

上に騒がれた時期です。どの学校にも、テントを張ってくれという保護者からの

要望がすごく強くありました。隣接している学校同士で、一方は１年から６年ま

で全部テントを用意しました。もう一方の学校は、１年生だけにしかテントを用

意しませんでした。１年生だけというのは、幼稚園から学校という校種が変わっ

たので、十分な対応が必要だからということでした。ＰＴＡとの話し合いを持っ

た時に、学校の健康教育担当の先生がテントを張らないとできない学校行事はお

かしいのではないかと。それなら室内で実施する。あるいは時期を変えるべきで

ある。そもそも子供に、無理なことを強要する学校行事がおかしいと。テントを

張って、学校によっては氷水を用意している学校もありました。このように至れ

り尽くせりなことしても、先生の手が回らず、朝に子供の健康観察もできない学

校と、きちんと担任や学年の先生が側にいて、子供の様子を見たり声をかける学

校と、どちらがいい学校ですかと聞かれた時に、ＰＴＡの方は必要なテントがあ

ったらＰＴＡで立てましょうとなりました。やはり、先生がきちんと子供達を見

てくれる、いつも気にかけてくれる、そして時期も考えてくれる、そんな学校の

姿勢がいい学校だということで、その学校はテントを増やしませんでした。結果、

その学校はその日の気温によって、昼休みだけではなく、９時から２時半までの

間に２回、１回はお昼、１回は休憩時間に教室に入って丁寧な健康観察をしまし

た。やれば切りがないのです。これは中学校の話ですが、塩分が足らないとか、

ポカリスエットが必要だとか。そうではなく、子供達がその日、へとへとになっ

て顔を真っ赤にして家に帰ってバタンキューと寝た。その運動会を見たお家の人

が、先生一日ありがとうございました。子供は喜んで帰って来て、帰ったらすぐ

に寝てしまいました。家でこんな話しをしました。そんな連絡帳が学校にどさっ

と来る。これが教育です。至れり尽くせりな事をするのが教育ではないと思いま

す。極端な例を出しましたが、色々なところで学校と保護者が心をつないでいく

のが学校教育の基本だということで。もちろんテントが必要なときもありますが、

そういった話が学校にあるということでお話しました。 

  

重松教育長 はい、ありがとうございます。 
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色々難しい問題はたくさんありますが、他に何かないですか。 

よろしいですか。 

では、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 本日の課題は特になしでよろしいでしょうか。 

  

重松教育長 はい。 

では、これをもちまして、第８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） 

  

 


