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教 育 委 員 会 議 事 録 
 

（平成２９年度 教育委員会 第 12 回定例会） 

開会 平成３０年３月１４日（水）        閉会 平成３０年３月１４日（水） 

午前 ９時００分                 午前１０時２４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 
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加藤 周司 

村尾 政義 
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津田 哲司 

大和 一哉 

薩美 征夫 

河内 真 

北井 良 

笹倉 英司 

中島 貴子 

坂井 真紀 

文化財課長 

 同    係長 

青少年補導課長 

学校教育課長 

 同    係長 

学校保健安全課長 

学校給食課長 

教育研修課長 
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教育企画課係長 

教育総務課係長 

合田 茂伸 

俵谷 和子 

石飛 弥生 

中村 みはる 

木戸 みどり 

飯干 英典 

因幡 成人 

乾 公人 

上田 宏紀 

谷木 陽介 

竹村 一貴 

署 名 

教育長 委員 
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付 議 案 件 

 

＜教育長報告＞ 

 

＜審 議 案 件＞  

議案第 56号 西宮市立学校施設整備設計等事業者選定委員会委員委嘱の件    （学校施設計画課） 

議案第 57 号 学校給食審議会委員委嘱の件                    （学校給食課） 

議案第 58 号 学校医等の解嘱及び委嘱の件                  （学校保健安全課） 

議案第 59 号 教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規則制定の件  （文化財課） 

議案第 60 号 西宮市立の学校の管理運営に関する規則施行規程の一部を改正する規程制定の件 

（学校教育課） 

議案第 61 号 人事に関する件  ※非公開                    （教育職員課） 

 

＜一 般 報 告＞ 

一般報告① 平成 30 年度西宮教育推進の方向について               〔学校教育課〕 

一般報告② 平成 29 年度学校評価について                     〔学校教育課〕 

一般報告③ 教育課程検討委員会・評価検討委員会中間報告について         〔学校教育課〕 

一般報告④ 平成 30 年度使用義務教育諸学校教科用図書採択について        〔学校教育課〕 

一般報告⑤ 指導要録（指導）改定について                    〔学校教育課〕 

一般報告⑥ 平成 30 年度教育委員の活動予定について         〔教育総務課・教育企画課〕 

一般報告⑦ 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 年度当初予算関係資料について                      （教育総務課） 

 ・第 12 回（平成 30 年 3 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 １名 
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重松教育長 ただいまより、平成２９年度第１２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。 

はじめに、１月１０日の定例会及び１月１７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 ありがとうございます。それでは、承認いたします。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６１号は人事に関する案件、また一般報告⑦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、

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。 

では、はじめに私の方から報告をさせていただきます。 

今年度、最後の定例会になると思いますが、今までいろんな実態調査が国や県な

どで行われています。その中で少し気になったので、その実態調査をもとにして、

いろいろ話をしたいと思います。 

一つは実態調査に挙がったのは読書に関する調査で、文部科学省とそれから全国

大学生活協同組合の連合会の調査がありまして、読書時間、読書の冊数について

は、学年が上がるにつれて減少しているということが一つ。もう一つ大きな問題

は、不読率というか１カ月で読んだ本の冊数がゼロ冊と回答した生徒の割合です

が、小学生で大体１割、それから中学生で１割から２割、高校生で３割から４割、

大学生で５割。全く１カ月間、本を読まない人がこれだけいるということが述べ

られています。ですから、読書をいかに勧めるかということが一つ課題だと思い

ますが、そういう問題がある。それに合わせて、青少年のインターネット利用環

境の実態調査というので、内閣府が調査したのがあります。それで見ますと、小
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学生が大体一日に９７分使っていると。しかもゲームをやっているのが中心にな

っている。中学生が１４９分で、ほとんど動画を見ていると。高校生は２１３分

でＳＮＳ又はコミュニケーションに使っている。そして調べ物もこれを使ってい

るのかなという感じがします。これが、やはりさっきの読書の分と、このかぶっ

てきますのですが、そのことに合わせて、国立情報学研究所の調査で、要するに

読解力が非常にピンチだというふうに言われています。それはどういうことかと

いうと、その基本的なものがなかなか読めてない。文章がきちんと理解されてな

いというのがあります。 

一つの例として、少しこれ、ここで読んではなかなか難しいのでしょうが、少し

聞いてみてください。 

「アミラーゼという酵素は、グルコースがつながってできたでん粉を分解するが、

同じグルコースからできていても形が違うセルロースは分解できない。」という文

章があります。この文章において、セルロースは何と形が違うのか、でん粉、ア

ミラーゼ、グルコース、酵素のどれですかという問題があります。ほとんどの人

が、文部省のキャリアですら間違うのです。ほとんどの人がグルコースと答えま

す。正解はでん粉なのですが、でん粉と形が違うと書かない。要するに文脈がき

ちんと取れてないという結果が出ています。それはなぜかというと、最近の学習

の仕方がＡＩと同じようになっているのではないかと。要するに、キーワードを

ポンポンポンとつなげていって、文章をつなげる単語だけ拾って、それからこん

なことを簡単に言っているのだろう。ＳＮＳ、ＬＩＮＥなんかのやりとりの文章

と同じような取り方している。簡単に何々と何――「今日行ける」、「行ける」、「今

日は元気」、「元気」というふうにして、それだけしか答えてないので、要するに

何々以外、何々のうちなどができてないというのがあります。それと合わせて、

言われているのは、学習の仕方。要するに学校で、プリント学習、穴埋め型の学

習など、それから必要なところを蛍光ペンでラインを塗りなさいなど、ただ単語

だけをどんどん覚えているだけで、その知識のつながり、単語のつながりがない

という。要するに基本的な読み方や論理的推論ができないということがあります。

ですから授業のあり方を変えないと、ただ単にプリントがあって、ここの括弧が

あって、社会科なんかよくあるのですが、穴埋めにして、こういう事件が起こっ

て、そのときに大阪城をつくったのは誰ですか。括弧何々と、その名前を入れる

こと。生徒が名前を入れることばっかりをやっているので、なぜその人が何をし

たのかなどということを考えない傾向にあるみたいです。これをどう防ぐかとい

うのが今後の大きな課題になってくるのではないかなと。その結果どういうこと
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になるかというと、情報は豊かになる一方で、生きることについて何も考えない

人がふえてきた。人間理解の深さが足りない。言葉や表情を見てきちんと相手の

気持ちを読んだりということができない。要するに共感ができなくなるというこ

とを言われています。寂しいとか、悲しいとか、誰か親が亡くなったときに悲し

いねっていうことはわかるけれども、他人の認知というか、相手の気持ち――「あ

あ、あいつ今あんなことを考えているのと違うかな」、「自分がこう思っているこ

とは相手はどう思っているのかな」という他人の認知がきちんとできてない。共

感と言っても、ただ単に感情的なものだけで本当の相手の気持ち――いじめ何か

のときに、そういう問題は対応できない。この問題はただ単に、国語という教科

だけではなくて、読む力がなくて、共感力など、道徳で今言われるそういうよう

なものが、結局なかなかついていかないって大きな問題になってくるのではない

かなというふうに思っています。それに、どう対応するかということで、言われ

ているのは一つは気づきを大切にすること、自分で気づくことが一番大切。驚き

の感情や知の探求、「あ、これも不思議だね」「あれも知りたいよね」などという

そういう気持ちをいつも持てているか、持てないかという気づきができるかとい

うことが一つ言われています。もう一つは、体験の重要視。実際にそれを感じる

ことが大切だということを言われています。それも自然学校など、いろんな体験

をやっていますが、そんなものも大切ですが、日ごろから、例えば職場に来ると

きでも、外の景色が「あっ、大分春らしくなったよな」、「風が吹いているよな」、

「落ち葉が落ちているよな」、「こんな花が咲いているよ」そういうことをきちん

と認識することが大切で、朝起きたらお母さんとお父さんに挨拶する。出かける

ときに親子で手をつないで出かける。それから周囲の子供の様子を眺めながらい

ろんなことを考えるなど、そういうごく当たり前の生活の中でそういうことを体

験すること。文科省が言っている早寝早起き朝ご飯と同じように家の手伝いをす

るであるとか、そういうことも大切だというふうに言われています。 

それともう一つは、やはり読書が大切です。読書はただ単に本を読めばいいでは

なくて、本を読むためには、自分一人でじっくりと本を読むことが大切なのだと

いうことが言われました。ですから、テレビをつけながら、音楽を聴きながら本

を読むのではなくて、自分一人でどこか部屋に閉じこもってでもいいから、じっ

くり本を読んで、その中で自分も考えるということが非常に大事だと。ただ単に

本を読むだけではだめなのだということを言われていますし、その本の中身もい

ろんなジャンルの本を読むことが大切だと言われています。そういうことをする

ことによって、子供たちの共感力や、それを考える力などがついていくことにな
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るので、小中高のうちにやっておかないと大学生や大人になったときには、いろ

んなことに全く無関心である、いろんなことがあっても対応できないということ

になってくるのではないかなということを言われています。 

この実態調査でこんなことがいろいろ出てきているので、また、学校にもこうい

うデータをもとにして、今、子供たちはどういうふうなことになっているのだと

いうことを分析しながら、それぞれの学校でのきちんとした対応をしていくこと

が必要ではないかなとも思います。 

実態調査について、今回思ったことを話させていただきました。 

では、ほかに意見か、ご質問ありませんでしょうか。 

  

西川委員 意見です。今、教育長さんのお話をお伺いして非常によくわかったのですが、こ

れは体験なのですが、例えば大学生の新卒を採用するときに、履歴書を提出させ

ます。この履歴書をほとんど書けないのですよ。読む力がないということは、書

く力もなくなっているということです。で、字が汚い。それから、間違いが多い。

だから、履歴書１枚も書けなくなっているのかなという。結構いい大学を出てい

るのですが、そういう人たちがふえている。 

それから、うちの教師を見てもわかるのですが、若い人が生徒とのコミュニケー

ションが取れない。今のお話を聞いていたら、読書をしてないのではないかと。

感受性や創造力など、そういったものが読書を通じて鍛えられていないから、不

用意な言葉を発したり、言ってはいけないことを平気で言ったりする人がふえて

きているというのがありますので、最近グローバル社会ということで、英語教育

にすごく力が入っていると思うのですが、その前に国語の力がというのが、それ

以上に大事なのではないかという気がしてなりません。これは私の意見です。 

  

重松教育長 

 

はい、ありがとうございます。 

ほかにございませんか。 

ないようですので、これより審議に入ります。 

では、議案第５６号「西宮市立学校施設整備設計等事業者選定委員会委員委嘱の

件」を議題とします。 

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 

議案第５６号「西宮市立学校施設整備設計等事業者選定委員会委員委嘱の件」に

ついて説明いたします。 
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本選定委員会は、学校改築事業を実施する際に策定する基本計画や設計業務を実

際に担当する設計業者を選定いただく機関となります。 

１番の委嘱委員です。資料の１人目から３人目の委員につきましては、平成２８

年４月１３日から平成３０年４月１２日まで現在委嘱されている状況で、今回は

再任、資料の４人目の委員を臨時委員とし、４名の委嘱を考えております。 

２番の委嘱年月日でございますが、平成３０年３月１４日、本日を考えておりま

す。委嘱期間につきましては、平成３０年４月１３日から平成３２年４月１２日

まで２年間を考えています。臨時委員につきましては、平成３０年４月１３日か

ら当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでというふうに考えています。 

参考の１、提案理由ですが、本選定委員会委員を委嘱するため今回提案をさせて

いただきます。 

２ページ目を見ていただきますと、参考２としまして、本選定委員会の位置づけ

としまして、その根拠であります西宮市附属機関条例の一部を抜粋しております。

ここの第２条の第４項に委員の再任について規定があります。委員は２回を限度

として再任することができると書いてあります。 

それと一番下の別紙でございます。こちらに各委員の所属と専門を書かせていた

だいております。 

２人目の委員につきましては、ご覧のとおりの所属と専門は建築の設計でござい

ます。再任の３名につきましては、この２年間に、改築事業に着手しました小学

校等の基本計画や設計を担当する業者を実際、選定いただいております。実際に、

１０社以上の応募がありましたり、書類審査だけではなく、ヒアリングも行って

評価いただくというところで、実際に本市の学校施設の状況をよくご存じで、専

門的な知見や経験もあわせて、公平公正な業者選定をしていただいていると考え

ております。 

そして最後に、臨時委員の４人目の委員でございます。平成３０年度につきまし

ては、安井小学校の現在、基本計画の素案なのですけれども、基本計画に基づい

て今度は設計業務を行うことになります。その設計業者を選定する際の臨時委員

ということで考えております。 

説明としては以上になります。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。 
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なければ議案第５６号「西宮市立学校施設整備設計等事業者選定委員会委員委嘱

の件」については、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。よって議案第５６号は可決されました。 

続きまして、議案第５７号「学校給食審議会委員委嘱の件」を議題とします。 

学校給食課長、お願いします。 

  

学校給食課長 議案第５７号「西宮市学校給食審議会委員委嘱の件」について、ご説明いたしま

す。お配りしております議案と補足資料をご覧ください。 

本審議会は、西宮市附属機関条例に基づき、幅広く本市学校給食のあり方や管理

運営について調査及び審議いただく常設の審議会でございます。平成２８年３月

２０日付で委嘱いたしました委員が今月１９日をもって２年間の任期が満了にな

ることから、改めまして委員の選考を行い、本日付議するものでございます。 

選考いたしました委員は、学識経験者、保護者代表の４名で、学識経験者２名と

保護者代表の北村様は再任でございます。同じく保護者代表の西脇様は新任でご

ざいます。委員候補の所属等につきましては、補足資料１枚目の裏面の名簿でご

確認いただきますよう、お願い申し上げます。 

任期は条例に基づき２年とし、本年３月２０日付で委嘱させていただき、２年後

の平成３２年３月１９日までとしております。なお、補足資料１枚目の表面、委

員の新旧対照表でございます。旧委員のうち、関係行政機関職員の学校長代表２

名と、栄養教諭代表１名につきましては、４月３０日をもって任期満了となりま

すので、４月以降、学校の新たな体制が確定した後に選出いたしまして、改めて

付議させていただきたいと考えております。 

説明は以上でございます。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、ご質問はありませんか。 

  

岩本委員 お世話になっております。保護者代表の２名の方なのですけれども、議会の方で

もどういうふうに選定しているのか、広く委員を選出してほしいという意見もあ
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ったようなので、お二人ともＰＴＡ協議会のご推薦で出ていらっしゃいますけれ

ども、今回はこれでいいとは思うのですけれども、今後はそのアレルギーの母の

会など広く保護者の代表を募ってもいいのかなと。なかなか責任のある委員のお

仕事なので難しいかなとも思うのですけれども、今後はそういうことも検討して

いただけたらなと思いました。 

  

学校給食課長 おっしゃいますように、審議会の委員となりますと、大きな方向性であるなどと

いうところにご意見をいただくということになりまして、そういう意味でもなか

なか受けていただくのは難しいところはあるとは思いますが、今言われましたよ

うなことも含めまして、今後も検討をしてきたいというふうに考えております。

以上でございます。 

  

重松教育長 ほかにございませんか。 

では、なければ採決に入ります。 

議案第５７号「西宮市学校給食審議会委員委嘱の件」については、原案どおり可

決してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。よって議案第５７号は可決されました。 

次に、議案第５８号「学校医等の解嘱及び委嘱の件」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 

「学校医等の解嘱及び委嘱の件」につきまして、お手元の資料、議案第５８号を

ご覧ください。 

学校医等の２年の任期が平成３０年３月３１日をもって満了することに伴いまし

て、同日付の解嘱と、４月１日付の委嘱を行います。引き続き同じ学校園で学校

医等の職務をお願いする先生につきましては、改めて解嘱、委嘱は行いません。

変更のありました学校医等について解嘱、委嘱を行います。解嘱は延べ４３名で

す。委嘱は延べ３８名でございます。なお、解嘱には、３月３１日で休園いたし

ます鳴尾北幼稚園の学校医等５名が含まれております。 

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。 

  

前川委員 一覧の方を解嘱者、委嘱者の資料でいただいていますが、新たな委嘱者の方の一

覧を見ますと、番号で言うと１３、１４、１５とそれから１８、２０、２１って

同じ方がされていますよね。で、解嘱者の方を見ると、それぞれ別の方がそもそ

も学校医をしていただいていたと。で、これを見て思いますのが、学校医を受け

ていただける方が、なかなか少なくなっているから、こういうことになっている

のか、あるいは、広く地域を小学校、中学校にわたって学校医を務めていただく

というのは、とてもいいことだと。あるいは校種をまたいで幼稚園、高校まで子

供たちの健康面を見ていただけるということで、非常に好ましいことなのかなど、

そのあたりが少し今回３校お世話になる方がお二方出ましたので、どういう状況

なのかだけ説明お願いしたいと思います。 

  

学校保健安全課

長 

委員がご指摘いただきました件につきましてですが、表に記載されておりません

学校医につきましても、複数校園をお持ちいただいている学校医はございます。

委員がおっしゃいましたように、幅広く子供たちの育ちや学びを見ていただくと

いう意味では、非常に好ましいことではないかなと思っております。 

また、この学校医につきましては、医師会に依頼しご推薦をいただいております。

そして委嘱をさせていただいているということになっておりますので、無理なお

願いをしているというふうには、考えてはおりません。 

以上でございます。 

  

前川委員 ありがとうございます。 

  

重松教育長 ほかにございませんか。 

では、なければ採決に入ります。 

議案第５８号「学校医等の解嘱及び委嘱の件」については、原案のとおり可決し

てよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

重松教育長 異議なしと認めます。よって議案第５８号は可決されました。 
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議案第５９号「教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規則制

定の件」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５９号「教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規則制

定の件」について説明申し上げます。 

お手元の資料２枚目の新旧対照表をご覧ください。 

「教育長に対する事務委任等に関する規則」では、第２条に教育委員会から教育

長への委任事項から除外する項目として９項目を掲げております。本日付議いた

しております規則改正案におきましては、これに１０番目といたしまして、「市指

定文化財の指定又は解除を行うこと」の１項目を新設するものです。 

新設する理由としては、西宮市文化財保護条例に基づき新たに市指定文化財を指

定する場合に、指定文化財については教育委員会の許可なく現状変更ができない

ことや、移動に関する届け出が定められているなど、私有財産又は公有財産に対

して大きな制限が加わるため、いま一つは、市指定文化財の指定を解除する場合

には、市民共有の財産としての市指定文化財という価値の消滅に関する事項とな

るなど、教育委員会会議に諮るべき重要な事案となるためです。 

資料の３枚目といたしまして、近隣の政令指定都市、中核市及び兵庫県における

事例を一覧にしております。ご参照くださいますよう、お願い申し上げます。 

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。 

  

前川委員 続けてになりますけれども、説明をいただきたいと思うのです。 

先に私の理解が正しいかどうかを、一つお願いしますね。 

この規則が制定されることによって、資料の一番最後に近隣市と中核市など一覧

がありますけれども、西宮市は、これの中央にある教育委員会会議における議決

事項の規定ありに丸が入る。このような扱いになるという理解で、よいかどうか

が１点です。 

それから、市の文化財については、この４月から課長さんからいろいろと丁寧に

報告をいただいています。市政ニュースでも第一面全面に西宮の文化財のことが

市民に届けられたりして、市民のための文化財というところで頑張っておられる
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ことがわかりますが、この規則が制定されたら、文化財の審議会の位置づけ、役

割などが違ってきたり、それから開催要綱ですか、ここの中の修正が必要になる

などということが教育委員会会議には出ないけれども、あるのかどうかも少し教

えていただきたいです。 

最後に説明してほしいのは、貴重な文化財が解除されるというのは、少し考えに

くいのです。ところが実際に必要な場合があると思うのですけれども、具体的に

本市でなくてもいいです。文化財に指定した教育委員会会議で議決した。なのに、

解除するってどういうことがあるのか。勉強のために教えてください。 

  

文化財課長 三つのご質問のうち、まず１番目の本市の場合にこの規則が可決されましたとき

に、どういう位置づけになるかということでございますが、各自治体の条例には

二つの規定の方法がございまして、本市は、教育長の委任除外規定の中に項目を

書き込むという方法でございます。もう一つは、例えば堺市のように教育委員会

会議に議決すべき項目ということで、書き込むこの二つの方法がございまして、

それがこの表の左側の列と、真ん中の列ということになります。本市の場合はこ

れが可決されますと、左側の列に丸がつくという形でございまして、教育長に委

任することから除外する項目として、この指定文化財に関する項目を掲げるとい

うことでございます。 

それから２番目でございますが、これによりまして、文化財審議会の役割、ある

いは運営の要綱等々に変更があるかということでございますが、これについては

変更ございません。と申しますのは、これまでも、文化財の指定に関しましては、

本教育委員会会議に諮らせていただいて、その都度議決をいただいておりますの

で、運用は変更なしということになります。 

それから３番目の一度指定を受けた文化財が解除されるのはどういう場合がある

かということでございますが、解除された事例としては、阪神淡路大震災で指定

建造物の神社の本殿が全壊し、復元不可能になりましたので、これは指定文化財

としての価値が消滅したということで、指定解除になりました。それから指定解

除にならなかった例とては、有形文化財の古文書なのですけれども、市内の方が

お持ちの西宮市内の江戸時代の町人が書いたエッセイのようなものがございまし

て、これが市指定の文化財になっています。この方が、西宮市内から茨木市に転

居されるということが生じました。この場合にそのまま所有者がこの江戸時代の

エッセイを茨木市に持っていかれますと、これは市の文化財保護条例の規定によ

りまして、市の指定文化財は西宮市内に所在することという、こういう規定がご
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ざいますので、自動的にこれは解除になってしまうということになります。その

場合には、取りました方法としましては、この所有者の方にお願いをいたしまし

て、本市の郷土資料館に寄託していただいて、文化財の所在は西宮市内のままと。

所有者の所在が茨木市という形で指定が維持とされているという、こういう場合

がございます。 

説明は以上でございます。 

  

前川委員 間違えているところもあったので、大変勉強になりました。ありがとうございま

す。 

  

重松教育長 ほかに、ありませんか。 

では、なければ採決に入ります。 

議案第５９号「教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規則制

定の件」については、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。よって議案第５９号は可決されました。 

続いて、議案第６０号「西宮市立の学校の管理運営に関する規則施行規程の一部

を改正する規程制定の件」を議題とします。 

学校教育課長、お願いします。 

  

学校教育課長 議案第６０号について説明させていただきます。 

本件は、学習指導要領に準じた表現に改めることにより、「西宮市立の学校の管理

運営規則」施行規程の一部を改正するための規程を制定する議案でございます。 

お手元の資料は、２ページから１０ページは、別記様式第９号から９号の７まで

を改正したもの、１１ページから１３ページまでが、新旧対比表でございます。

この別記第９号様式は学校園の教育課程編成の届け出を求めたもので、第９号が

幼稚園、第９号の２が小学校、第９号の３が中学校、第９号の４が高等学校、第

９号の５が小学校の特別支援学級、第９号の６が中学校の特別支援学級、第９号

の７が特別支援学校のものでございます。 

１１ページの新旧対比表をご覧ください。 

改正箇所は大きく４点ございます。 
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１点目は、全ての様式で、校園長の印を削除しております。 

２点目は、小学校にかかわる第９号の２、第９号の５、並びに第９号の７で、「２ 

各学年教育課程の年間授業時数配当表」における「道徳」を「特別の教科である

道徳」に改めています。 

３点目は、同じく小学校にかかわる第９号の２の「２ 各学年教育課程の年間授

業時数配当表」における「外国語活動」の３年・４年の枠内の斜線を削除してい

ます。 

４点目は、第９号の２、第９号の３の「５ 学力向上に向けた具体的な取り組み」

の二つ目は「「学び合い・考え合う」授業を展開する取り組み」から「「主体的・

対話的で深い学び」の実現に向けた授業の取り組み」に変更しています。 

これらは、新学習指導要領の改訂の内容、趣旨に沿うように変更いたしました。 

続きまして、１５ページから２４ページは、別記様式第１０号の２から別記様式

第１０号の６までを改正したもの、２４ページから２５ページまでが、新旧対比

表でございます。 

この別記第１０号様式は学校園の学校経営に方針の報告を求めたものでございま

す。 

２４ページの新旧対比表をご覧ください。 

第１０号の２から第１０号の５までは、大きく２点の変更箇所がございます。 

１点目の全ての様式で、校園長の印を削除しております。 

２点目は、全ての様式で、項目の「３ 学校経営の重点」の領域を「組織運営・

連携」から「カリキュラム・マネジメントの推進」という表現に変更しておりま

す。 

２５ページをご覧ください。 

別記様式第１０号の６は学校園に学校評価について報告を求めたもので、３点変

更箇所がございます。 

校園長の印の削除、それから次に表の下にあります「領域内容」の⑥の表現を「進

路指導」から「キャリア教育」へ変更。⑩を「研修」から「研究・研修」という

ふうに表現を改めております。これらは、いずれも学習指導要領の改訂の趣旨に

沿うよう変更いたしました。 

続いて、２７ページから２８ページは、別記様式第１２号を改正及び、様式の追

加を行ったもの。 

２９ページから３０ページまでが新旧対照表です。新旧対照表をご覧ください。 

別記第１２号は学校園に教材図書等の届け出を求めたもので、改正点は、校園長
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の印の削除です。また、３０ページにありますように、年度の途中で使用が決定

した教材図書等を届け出るための様式を追加いたしました。学校園の事務手続に

おける業務負担の軽減の視点から様式の見直しを図ったところでございます。 

改正の実施時期は、平成３０年４月１日施行と考えております。 

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６０号「西宮市立の学校の管理運営に関する規則施行規程の一部を改正す

る規程制定の件」については、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。よって議案第６０号は可決されました。 

次に一般報告①「平成３０年度西宮教育推進の方向について」を議題とします。 

学校教育課長、お願いします。 

  

学校教育課長 先月、２月７日の教育委員会会議、懇談会で提議いただきました次年度の西宮教

育推進の方向につきまして、その後の修正箇所の説明を学校教育課の係長よりさ

せていただきます。 

  

学校教育課係長 本日資料といたしまして、冊子状の推進の方向と修正箇所一覧をＡ４、１枚にま

とめたものを提出させていただいております。 

主な修正箇所及び変更点としましては、５点ございます。 

まず、社会教育部につきましては、２２ページのイラストの最下部に「学校教育

部（教育委員会）・学校」との連携を追記いたしました。また、２３ページのイラ

ストにつきましては、前回「若い両親と赤ちゃんのイラスト」であったものから、

いただいたご意見をもとに「両親と子供たち（児童）のイラスト」に変更いたし

ました。 

続きまして、学校教育部については、７５ページの本文の左列の最下部１０行目

「豊かな人権感覚を育てていくことが大切である」としていたところを、人権意
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識の高揚を喚起するために、「豊かな人権感覚を育てていくことにより、人権意識

を高めていくことが大切である。」と変更いたしました。 

さらに、８８ページの「主な相談機関Ⅰ」の表の中央部の、学校保健安全課の枠

内の「いじめに関する相談」は「生徒指導チーム」としておりましたが、「いじめ

相談チーム」の誤りでしたので、修正させていただきました。 

また、８９ページの「主な相談機関Ⅱ」の表の最下部に、いただいたご意見をも

とに「民間における相談機関」として「児童養護施設三光塾」の「子育てテレフ

ォンハッピートーク」を追加掲載しております。 

その他、数字やフォントやタイトルの訂正などお手元の資料でご確認いただけた

らと思っております。 

また、８６ページからの、学校教育部の最後の「現職教育一覧」、いわゆる教職員

の研修予定や、巻末１０２ページからの「年間行事計画」につきましては、現在

も調整中で２月下旬の暫定版を本日資料の中に取り入れております。今週末に最

終、確定次第また差しかえをさせていただく予定としております。 

また、もし３月末に組織改正が発表されましたら、それに沿う形で、可能な限り、

関連ページを最終的に修正したいと考えております。 

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。 

本件にご意見、ご質問はありませんか。 

  

側垣委員 相談機関に民間を入れていただいて、ありがとうございました。また連携をとり

ながら、進めていきたいと思います。ありがとうございました。 

  

重松教育長 ほかにご意見はありませんか。 

なければ一般報告の①を終了します。 

続いて、一般報告②「平成２９年度学校評価について」を議題とします。 

学校教育課長、お願いします。 

  

学校教育課長 一般報告②の平成２９年度学校評価につきまして、資料に基づいて報告させてい

ただきます。 

こちらは、各校において、「にしのみや学校評価ガイドライン」に沿って自己評価

を実施した他の集計でございます。各校には、１月に自己評価の結果を提出して
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いただきました。 

「にしのみや学校評価ガイドライン」は四つの領域、１２の項目、４７の質問か

ら構成され、評価者が４段階で回答するようになっております。 

資料３ページ目の〔６〕キャリア教育の②「キャリアノートなどを作成・活用し」

という質問が本年度から追加されました。各校からの回答を集計する際に、「達

成」「未達成」の２段階に整理したものが、本日お手元の資料でございます。 

本年度は昨年度と比べまして、中学校では達成率の上がった質問が多く、逆に小

学校では達成率の下がった質問が多いという結果になりました。ただ、上がり幅、

下がり幅が大きいわけではありませんので、全体の傾向としますと昨年と比べて

大きな変化はなく、おおむね高い達成率を示しています。 

その中でも比較的課題があると考えられます事項について、２点ご説明いたしま

す。 

１点目は、資料３ページ目の〔６〕キャリア教育に関して未達成の校数が多くな

っております。特に小学校で未達成の校数が多くなっておりますが、中学校のキ

ャリア教育においても狭義の、狭い意味での進学指導に偏ってしまう場合があり、

キャリア教育の意義の浸透は、小学校、中学校ともに課題であるといえます。学

校教育課といたしましては、キャリア教育担当者会などの機会を捉えて、主に次

の３点について改善を促していきたいと考えております。まず、キャリア教育担

当教員が各校において、特別活動をかなめとしてキャリア教育を推進していく中

心となること。次に、教育活動をキャリア教育の視点から整理し、発達段階に応

じた「指導計画」「指導体制」を整備すること。そして、児童生徒が、学ぶことと

自己の将来とのつながりを見通したり、学びのプロセスを記述し振り返ったりす

ることができるキャリアノートなどの教材の活用を進めていくことでございま

す。 

続いて２点目の課題でございますが、資料２ページ目〔３〕教育課程・学習指導

の⑥をご覧ください。昨年度、全ての小・中学校への大型モニターやタブレット

の整備が完了しましたが、一部まだそれらを有効に活用し切れていない学校があ

ることが伺えます。子供の学習意欲を高め、資質・能力を身につけるためにＩＣ

Ｔ機器を有効に活用できるよう、各校にてさらに研究を進めていく必要があると

考えられます。 

各校におきましては、自己評価の結果をもとに学校関係者評価を行うとともに翌

年度の学校経営の方針に反映させるようにしております。学校教育課におきまし

ても、ホームページで公開するとともに次年度以降の校長会並びに教頭会等、各
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担当者会にて指導してまいりたいと考えております。 

報告は以上でございます。 

  

重松教育長 説明は終わりました。 

本件にご意見、ご質問はありませんか。 

なければ一般報告②を終了します。 

一般報告③「教育課程検討委員会・評価検討委員会中間報告について」を議題と

します。 

学校教育課長、お願いします。 

  

学校教育課長 一般報告③「教育課程検討委員会・評価検討委員会中間報告について」を説明さ

せていただきます。 

本市では教育課程及び学習指導要領の改訂に伴う学習評価のあり方などにおける

課題につきましては、教育課程検討委員会及び評価検討委員会を立ち上げ、事務

局、学校の教員、地域、保護者の方の声を集めつつ、方向性を示してまいりまし

た。 

今回の検討委員会は、平成２９年度の５月に立ち上げ、本年度１１月、１月、２

月の３回にわたって開催いたしました。委員につきましては、最終ページに示し

ております。今回、委員会を立ち上げるに至った大きな理由は、学習指導要領の

改訂に伴い指導要録（指導）の改定作業が必要なこと、また、昨年７月７日には

文部科学省より移行措置に関する通知があり、平成３０年度より、小学校３年、

４年生での外国語活動が開始され、５年、６年生の外国語活動の時数が増加され

ることとなり、加えて、平成３１年度、２０１９年度は、天皇の退位・即位に伴

い、祝日・休日が現状より増設される見通しもございます。２０１９年度やこの

２０２０年度以降の授業時数の確保について具体策の検討が課題となっておりま

す。授業時数の確保に向けた具体策については、近隣市町では長期休業日の短縮、

学校創立記念日の授業実施などを行っている状況も確認しながら、本市の現状分

析、法令上の扱いや全国の状況を確認し、今後の方策について検討いたしました。 

その検討結果及び協議内容につきましては、３ページの「Ⅱ教育課程検討委員会

報告」に示しております。 

「１ 移行期間中の留意事項」で、文部科学省の通知に沿って、「移行期間中に追

加して指導する部分を含め、現行学習指導御要領のもとの評価基準に基づき、学

習評価を行うこと」を確認しました。 
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「２ 指導要録（指導）の改定＜移行期間様式＞及び移行期間中の通知表への対

応」で、ここで具体的に、現行の指導要録（指導）に特別の教科、道徳の記録欄

を加えることとし、先にご説明させていただいた様式のとおり改定を進めました。 

また、通知表については、現行では全ての学校で校務支援システムを活用し、通

知表を作成していますが、全ての学校及び学年によって様式が異なり、特別の教

科、道徳の評価の枠をそれぞれに新設するといったシステムの改修は予算上の課

題がございまして、二つの共通の様式を設け、いずれかを選択し対応することに

しております。 

次に４ページの「３ 移行期間における授業時数の確保」で、（１）は移行期間中

の授業時数は、小学校は、外国語活動が３年から６年で増加し、総時間数も増加

しているところです。中学校は、授業時数は変わりません。 

６ページは、授業時数の確保に向けた具体策として長期休業期間の短縮をテーマ

に討議した折の、意見を掲載しております。まず、具体的には、２０１９年度は、

小学校・中学校ともに冬季休業期間を１日短縮し、３学期の始業式を１月７日に

することで、年間の授業時数を確保できるという見通しをもって、調整している

ところです。 

続いて、２０２０年度以降ですが、小学校、中学校ともに、校長会や教務主任会

を中心として、各校で、現状の教育課程での２０４０年度頃までの、それぞれの

１年間の授業日数と授業時数をシミュレーションしています。 

その中で、特に２０２０年度以降は、小学校で授業時数が増えること、小・中と

もに気象警報などにより、臨時休業による時数の変動にも対応できるように、時

数のゆとりをもって教育課程の編成に努めたいと考えております。 

長期休業期間の短縮については、平成３０年度も継続審議し、校長会及び教務主

任会を通じて各校での具体的運用と課題についての検討、庁内の関係部署及び外

部の関係機関との連絡調整に努め、平成３０年度末までに２０２０年度以降の具

体策をまとめる予定と考えております。 

６ページ、７ページは「４ 移行期間の教育課程の調査結果」でございます。 

今年度、３回の調査を実施し、各校の今後の教育計画に資する目的で情報提供し

てまいりました。本ページは３回目の調査結果でございます。 

８ページの「５ 今後の『学習評価のあり方』について」でございますが、学習

評価の目的、指導と評価の一体化について、改めて共通確認し、「信頼性を高める」

ことを図っていけるよう各校で研修が行えるよう、８ページ以降にあります研修

資料を作成いたしました。 
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この報告につきましては、検討会委員の校長と学校教育課から小・中の校長会に

報告しており、今後、ここで示された方策について実現に向けて動いてまいりた

いと考えているところでございます。 

今回は、こちらの内容で中間報告させていただきました。次年度の委員会では、

地域、保護者のご意見も伺う予定にしております。 

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、ご質問はありませんか。 

  

前川委員 少しお時間いただきます。 

まず中間報告の時点でこのように丁寧に、ご報告いただいたことを感謝します。

これをざっと見まして、思い出したことがあるのですよ。少し事務局にもお話を

聞いてほしくて――昔、校長をしていたときに、隣の小学校から転校してこられ

た方がいました。そのお母さんが尋ねられました。校長先生、この学校うちの子

が前にいた学校より授業時間１時間少ないですよねって言われて、まあ適正に教

育課程は編成しており、隣の学校、もちろん同じ小学校同士ですからね、事情は

わかっていたので、ちょうどよい機会だと思って、お母さんね、よいところに気

がつかれましたねと。隣の学校は時間割表では１時間多いですよねと。でね、こ

れは、小学校は、一年間に何時間授業をするのかで、トータルできちんと授業時

間、子供たちの学習権を保障していますと。ちなみに、隣の学校は給食を食べて

から帰す日が年間何日ありますと。うちは給食を食べさせたら、クーラーもあり

ますから必ず６時間目まで授業しますと。これらを全てトータルすると、隣の学

校１時間、時間割上は多い。でも総授業時間数は、隣の学校より本校の方が多い

ですと。もちろんこれ地区校長会できちんとみんなで共有できているので、さっ

と説明できたのです。これ、全保護者に説明するよいチャンスだと思って、ＰＴ

Ａの会でもそういう説明をしました。うちの方が、年間でいうたら３時間多いと

か４時間多いとかいうことを言うのではなくて、どの学校も適切に授業時間をき

ちんとマネジメントしているということを、胸張って説明できるというのは、非

常に大きいと思いました。 

この資料の中をいろいろ見ますと、これはぜひ教育委員会事務局で支援してあげ

てほしいなと思うのは、学校が総授業時数として挙げている数字と学習権を保障

するために教育課程で示されている時数と、これを数字合わせしようと思ったら、
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どこかで無理なことをしたり、帳じり合わせ、場合によっては読みかえなど、こ

ういうことが起ってしまいます。これを学校に絶対させてはいけないので、胸張

って説明責任が果たせるような、仕組みを各学校が自立してつくれるように。か

つては放課後６時間目の後に授業しているような小学校に、私、勤務したことが

あります。例えば放課後１２０分授業、教育課程では各学校で責任を持って編成

をすべきなのです。教育委員会が何かいい仕組みをつくってくれて、はめ込む、

そんなものだめです。学校が自立するのです。 

資料の１ページのところで、あれっと思ったのは、小学校６年生の総授業時数の

標準が９８０になっていますよね。で、実際に総授業時数の実績が１０１４や１

００７になっていますよね。年々何で減っていっているのかと。これ実際にはも

っとあるのですよ。なぜかといったら、９８０時間は、必ず教科や領域の授業で

責任を持って、どの教科、領域も学習をしないといけませんでしょ。そしたら２

８年度で１００７時間のうちの９８０を胸張って授業をしたのだったら、残り２

７時間です。２７時間で年間にわたって行うクラブ活動の１０時間どうしている

のか。避難訓練は年間３時間うちの学校はする。それから、始業式、終業式、年

間４時間使っている、大掃除は３時間。プール清掃で何年生は１時間。地区集会

は年間３時間。迎える会、送る会うちの学校はやりますと年間２時間。これらは

入りきらない数字です。すごく何か誤解を受ける数字が出ちゃっているのです。

年間は４１週間にわたって、教育課程が編成されていて、それらは休みの日や短

縮があるから実際には３９週分丸々あります。そうすると３９週掛ける２８が総

授業時数です。そこから昼から授業しない、懇談会で何時間、５時間目でカット

する。家庭訪問行って５時間目でカットする。これらを全部挙げてカリキュラム・

マネジメントというのは、数字合わせではなくて、質の高い教育を提供するため

に、マネジメントするのですから、特活がどこかに薄められたり、特活が大事で

ないかのように、学校の教育の質が、僕は下がることが非常に心配です。年間で、

これだけの教育をうちの学校は展開しよう。では、３９週分掛ける２８時間で授

業日数をふやさないといけないのか。それとも、昼からも授業をしないといけな

いのか、７時間目しないといけないのか。これは、必ず学校が計算できます。で、

そうやって学校は、今まで自立してやってきたと私は思うのでね。ぜひ各学校が

責任を持って、カリキュラム・マネジメントを発揮できるようにして、授業日数

も必要なら授業したらいいので、必要もないのに創立記念日を授業する必要も私

はないと思うし、そういうことを、数字を示して、皆さんに誠実に説明して、み

んなで理解しあって、カリキュラム・マネジメント、要するに教育活動の質の向
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上を目指せるように、ぜひこの委員会を支援していただけると思います。 

以上、お話だけさせてもらったのです。 

  

重松教育長 基本的には３５週で授業時数は計算していますので、だからさっき言った４１週

間ということは、６週分ゆとりがあるわけで、その中でいろんな特別活動や何か

やっているわけなので、それをどうするかというのは、それぞれの学校の裁量の

問題なのです。それをきちんと説明しておくというのと、先ほど言われたように

カリキュラム・マネジメントをどうするかということ。そこをきちんと残してお

かないと、要するに時間合わせだけをしたのでは絶対だめなので、そういうこと

をいってどういう成果があったか。先ほど言って一番最初に話をした、要するに

読書をしたりなど、そういうことを勉強したことが学校の生活にまでどう役立っ

ているか、最後はそこになってくるので、その分で非常に大事だと思いますね。

ただ、特別活動で遠足に行くなど、喜んでやる行事やっています。それが何の意

義があるのかというのも、そのことをやったことによって、そのことをきちんと

日常生活に反映しているわけなので、それをやらないと何もならない。昨日です

が、朝日新聞の夕刊にエジプトでは、日本の特別活動を取り入れた授業をやって

いると。だから日本の特別活動はすばらしいと。何がすばらしいか、掃除をした

りだとか、いろんなことをする行事が入っている。そこが、大事だと。それが日

本の教育の特徴である。それが今、逆に世界に出て行っており、また、その実践

を学級でやっている。だからアメリカなんかは、授業はやりますが、学級は担任

としてないので、学校生活ではやはり問題点がたくさん出てきているというのが

ある。特別活動の良さという点で、非常に大事かなと思います。特別活動を実践

する過程の中でそういうことも十分に話をしていただいたらいいのかなと思いま

す。 

ほかにご意見はありませんか。 

なければ一般報告③を終了します。 

続いて、一般報告④「平成３０年度使用義務教育諸学校教科用図書採択について」

を議題とします。 

学校教育課長、お願いします。 

  

学校教育課長 平成３０年度使用義務教育諸学校教科用図書採択について、ご説明いたします。 

昨年７月１９日の臨時教育委員会会議で審議いただきました議案１７号でござい

ますが、この中で西宮養護学校の中学部で使用する一般図書のうち、供給不能の
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図書がある旨が、文部科学省より連絡がございました。つきましては、これにか

わるその代替の図書について、義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員長より、

西宮養護学校（中学部）調査員会からの調査報告をもとに、資料のとおり報告が

ございました。 

別添の資料をご覧ください。 

２枚目は横長になっておりますが、この７月に報告いたしました中学３年生の社

会科の「世界の国ぐに探検大図鑑ＷＯＲＬＤ－ＰＡＬ」（小学館）が供給不能であ

るので、代替として、成美堂出版の「いちばんわかりやすい小学生のための学習

世界地図帳」を挙げているところです。毎年、年度の後半に発行者の事情などに

生じる変更でございまして、年度末を待ってご報告させていただきました。 

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、ご質問はありませんか。 

なければ一般報告④を終了します。 

続いて、一般報告⑤「指導要録（指導）改定について」を議題とします。 

学校教育課長、お願いします。 

  

学校教育課長 一般報告の⑤、小学校児童指導要録（指導）の改定、中学校生徒指導要録（指導）

の改定について、説明させていただきます。 

この今回の改定の背景といたしまして、小学校におきましては、平成３２年度（２

０２０年度）から、中学校は平成３３年度（２０２１年度）から新学習指導要領

の全面実施となります。平成３０年度からの移行期間中の学習指導等については、

お手元の冊子２２ページ、平成２９年７月７日に文部科学省より通知が出されま

して、「５ 移行期間中における学習評価の取扱い」にありますように「移行期間

中における学習評価の在り方については、移行期間中に追加して指導する部分を

含め、現行小学校学習指導要領の下の評価規準等に基づき、学習評価を行うこと」

とされています。 

また、小学校につきましては、平成３０年度（２０１８年度）から、中学校は平

成３１年度（２０１９年度）から道徳が教科化とされ、小学校においては、この

移行期間の平成３０年度より３年・４年での外国語活動が前倒しで実施されます。 

この２点につきましては、特別の教科、道徳については、お手元の小学校の冊子

１６ページにありますように、平成２８年７月２９日付での文部科学省の通知に
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おいて、「３ 小学校、中学校及び特別支援学校小学部・中学部の指導要録につい

て」、同じく、外国語については、先ほどの２２ページの平成２９年７月７日付の

通知の「５ 移行期間中における学習評価の取扱い」を受けまして、３５ページ

以降の文部科学省の参考様式をもとに、指導要録（指導）の様式について、教育

課程検討委員会・評価検討委員会、さらには小学校長会、中学校長会等で協議し、

作成してまいりました。 

様式の主な改正点は、指導要録(指導)のそれぞれの様式の裏面、中央部に、「特別

の教科 道徳」の記録欄を設け、各学年における児童生徒の「学習状況や道徳性

の成長に係る様子について、特に顕著と認められる具体的な状況などについて記

述による評価」を記載することとしました。お手元の冊子、それぞれ３ページか

ら１２ページに提示しておりますのが、移行期間中の西宮市の指導要録（指導）

の様式でございます。小学校は平成３０年４月１日より、中学校は平成３１年４

月１日よりの新様式となります。なお、新学習指導要領全面実施に向けての改定

作業は、引き続き、教育課程検討委員会・評価検討委員会で協議を進めていく予

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。 

多分、今回の学習指導要領の一番の問題点は、その指導力の様式２のところの、

特別活動の記録の部分とその下にある特別の教科、道徳の部分です。その行動の

記録で基本的な生活習慣、明朗快活、健康向上のこの自主的自立や責任感になっ

ています。その部分の言葉と、その下の道徳とが混在しないようにというか、そ

れがなかなか難しいと思います。どういう表現をするのかなというのが、昨日の

常任委員会でもしっかり質問がありましたが、ここが多分、悩むところで、要す

るに毎日の生活が規則正しくなりましたというのは、それ特別活動と違うのか、

道徳とどう違うのかと言われても、なかなか難しいのかなと思います。 

子供たちのよさをというのが基本なので、それといろんなことを多元的にとか多

目的に考えられるかということが大きいので、そのあたりのところをどう表現す

るかという、ただそこにある思いやりや協力ができましたというふうにやったら、

特別活動とどう違うのかというふうになってしまう。上の項目と下の部分とかな

り入りまじっているので、かなり難しいかなというふうに思います。また、今後

どうするのかというのも検討してもらったらと思います。よろしくお願いします。 

ほかにご意見はありませんか。 
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なければ一般報告の⑤を終了します。 

次に一般報告⑥「平成３０年度教育委員の活動予定について」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 一般報告⑥「平成３０年度教育委員の活動予定について」説明させていただきま

す。 

お手元の資料の１枚目ですが、表の左側が今年度、平成２９年度中に教育委員の

皆様にご出席いただいた活動実績をまとめたものでございます。 

表の下の、欄外に小さく書いておりますが、皆様には延べ２２９回にわたり、会

議や行事などにご出席いただきました。ありがとうございます。 

また、表の右側は、来年度、平成３０年度の活動予定でございます。 

教育委員会会議や、開催日が確定している行事などにつきましては、表に日付を

入れておりますので、ご予定の調整をお願いいたします。 

なお、日付が入っていないところは、現時点で開催日が未定ですので決まり次第

お知らせさせていただき、その都度日程調整いたします。 

そのほか、皆様全員でご出席いただきたいものにつきましては、特に早目に日程

調整できるよう努めさせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいた

します。 

また、資料２枚目は教育委員の皆様お一人ずつの１年間の活動実績、また資料３

枚目は教育委員会会議の開催予定を掲載しておりますので、あわせてご確認いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。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。本件にご意見、ご質問はありませんか。 

なければ一般報告⑥を終了します。 

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者の方は、ここで退

出をお願いいたします。 

また議案第６１号は秘密会で行いますので、関係者以外の職員も退出をしてくだ

さい。 

  

 （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６１号「人事に関する件」を議題とします。 
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 （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６１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。よって議案第６１号は可決されました。 

では、一般報告⑦「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 ほかにご意見はございませんか。 

なければ一般報告⑦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。 

では、これをもちまして第１２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） 

  

 


