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付 議 案 件 

＜教育長報告＞ 

 
＜審議案件＞  

議案第 13 号 西宮市立青少年育成センター運営協議会委員委嘱の件      （青少年育成課） 
議案第 14 号 西宮市学童等腎臓検診審議会委員委嘱の件          （学校保健安全課） 
議案第 15 号 西宮市学校結核対策委員会委員委嘱の件           （学校保健安全課） 
議案第 16 号 西宮市いじめ防止等対策委員会委員の解嘱及び委嘱の件    （学校保健安全課） 
議案第 17 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 18 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 19 号 教育財産用途廃止の件                     （教育研修課） 
報告第８号  学校医等の解嘱及び委嘱の件                （学校保健安全課） 
報告第９号  学校給食審議会委員委嘱の件                  （学校給食課） 
報告第 10 号 平成 30 年度 西宮市一般会計補正予算(第１号) 

(6 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） 
報告第 11 号 変更契約締結に係る専決処分に関する意見決定の件      （学校施設計画課） 
報告第 12 号 変更契約締結に係る専決処分の市議会報告に関する意見決定の件（学校施設計画課） 

＜一般報告＞  

一般報告①  西宮市立公民館使用取扱要綱の一部改正について       〔地域学習推進課〕 
一般報告②  教職員の勤務時間適正化に向けた取組みについて         〔校務改善課〕 
一般報告③  教育環境保全のための住宅開発抑制に関する 

指導要綱の地区指定見直しについて〔学校施設計画課〕 

一般報告④ 西宮市学校施設長寿命化計画策定(中間報告)について〔学校管理課・学校施設計画課〕 
一般報告⑤ 「西宮市立幼稚園のあり方Ⅱ」について            〔学校改革調整課〕 
一般報告⑥  第５次西宮市総合計画（素案）について             〔教育企画課〕 
一般報告⑦ 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⑧ 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＞ 

・教科書展示会について                         （教育研修課） 
                                         以 上 
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重松教育長 

 

 

 

 

 

 

 

重松教育長 

それではただいまより、平成３０年度第３回教育委員会定例会を開会します。 

議事録署名委員には、岩本委員を指名します。よろしくお願いします。 

初めに、４月１１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いておりますけども、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) 

 
それでは異議なしと認めます。それでは承認します。 

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２名おられます。会議は公開が

原則ですが、「一般報告の③から⑥」は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、「一般報告の⑦と⑧」は個人情報を含む案件であり、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、事件票の順に従って、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。 

では初めに、私の方から報告をさせていただきます。 

最近、子供たちをめぐるいろんな状況がありますけども、「高度情報化」、「都市化」、

「少子高齢化」、それから「グローバル化」という言葉が必ず出てきます。この子

供たちをめぐる状況で、これらの言葉に共通するものがあります。それはどうい

うことかというと、高度情報化、都市化、少子化、それからグローバル化も全部

にコミュニケーションがかかわってきます。 

ではどうかかわってきてるかというと、高度情報化においては、インターネット

やラインによって、きちんと会話をしているのではなくて、情報だけをやり取り

するという形になってるので、人と人とのフェイス・トゥー・フェイスでのつな

がりというのができなくなってきてるのではないかということ、要するにコミュ

ニケーションがきちんと取れてないのではないかということが言われています。 

それから都市化、少子高齢化、あわせて家族の問題もありますけれども、家庭の
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教育力が今、非常に弱くなってるんじゃないか。お母さんが働きに出ていて、子

供が一人で孤独で食事をしているなど、そういう問題もあって、親子の会話など

がきちんとできてないのではないか。「いやいや、そうじゃないよ。土曜日、日曜

日にはどっか遊びに連れて行っているよ」と言っても、ただそれは遊びに連れて

行っているだけで、きちんとした会話などができてないのではないか、きちんと

したコミュニケーションが取れてないのではないかというようなことが言われて

ます。それと最近、ＤＶ、子供の虐待の問題もいろいろと出てきていますので、

そういうことがここにかかわってきてます。 

それからグローバル化については、価値観の多様化という問題があります。これ

もいろいろな調査があるのですけれども、日本、韓国、アメリカ、イギリスとフ

ランスで、子供たちの規範意識について調査したものがあります。その中でどう

いうことがあったかというと、「困っている人たちを見たら、頼まれなくても助け

てあげるべきだ」ということについては、全ての国、日本も韓国もアメリカもイ

ギリスもフランスも、９０％以上が「そうだ」というふうに回答してます。「約束

は守るべきだ」とか「弱い者いじめはいけない」というのもはっきりと、９０％

以上が同じように「やらなければいけない」というふうになってますけど、ただ

その中で、｢他人に迷惑をかけなければ、何をしようと個人の自由だ｣ということ

について問うと、日本は４０％近くがそう思ってるんですけども、よその国はも

っと高くて、７０から８０％近くが「そう思う」というふうに答えてます。逆に、

「そう思わない」というのも日本は結構高くて、ほかの国は、韓国だとかアメリ

カだとかイギリス、フランスは非常に低い状態にある。ですから、そういう意味

で言うと、「他人に迷惑をかけなければ何をしても個人の自由だ」ということにつ

いては、国によって全然考え方が違います。 

そういうことでいうと、今回、道徳の教科書採択もありますけれども、規範意識

などの価値観において、日本で通じるものが、世界では考え方が違うということ

もあるので、やはりコミュニケーションを通して、そういうことをきちんと話し

合いなどをやっていかなければ、なかなか難しいような状況になるんじゃないか。

グローバル化によって、世界的な価値観というようなものをどうするかという問

題が出てくるのかなというふうに思っています。 

なぜコミュニケーションが大切かというと、結局は人間関係をつくることにも大

切ですし、それから、課題を解決するときに、きちんと答えがあるものであれば

いいのですけれども、解決する答えがなくどう対応するかといったときに、やは

り話し合いなどでみんなの意見を聞いて、いい方向へ持っていくということにな
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るので、その意味ではコミュニケーションができなければできないという問題が

起こってくるということを言われています。 

コミュニケーションについては、言語が中心だというふうに言われてますけど、

文部科学省がコミュニケーションについての研究・調査した中では、言語だけで

はなくて、非言語、感情などの情緒というのも非常に大事で、そのためにはただ

単に言葉だけではなくて、例えば表情で表現するなど、それから体を動かして伝

達するなど、そういうことも大切だというようなことを言われています。 

コミュニケーションを育てるために、どうすればよいかということですけども、

文部省の調査・研究で言われるのは、コミュニケーション力を育てるためには、

いろんなことをやる必要があり、一つはワークショップの手法が大切じゃないか

というふうに言ってます。それはどういうことかというと、例えば芸術でも、科

学でも、専門家を呼んできて、その人たちの話を聞くことと同時に、そのことに

ついてみんなで議論をして、その人たちの適確な指示を仰ぐということが大切で

はないかと言われてます。 

なぜ指示を仰ぐかというと、どのように考えればよいかということを、「こういう

ふうに考えていくんだよ」とか「この場合はこういうふうにデータがあって、こ

れだからこのことが正しいんだ」とか｢正しくないんだ｣ということをきちんと分

析できるということが言われており、ワークショップ授業を普通の学校の中でも

取り入れていく必要があるのではないかと言われてます。 

それからもう一つは、やはり芸術であれば芸術、数学であれば数学の専門家に教

えてもらう、そのやり方を見せていただくということも非常に大切ではないかと

言われています。例えば数学の専門家であれば、ただ単に数学の解き方をやって

るのではなくて、「これを考えるときには、このもとになるこんな考え方が必要な

んだ」とか、「こういうことをきちんと押さえておかないと、この問題は解決でき

ませんよ」ということが非常に大切になるので、その意味での思考の手順だとか

いうことを学ぶことになるので、きちんとそのあたりを会得する必要があります。

でないと、ただ単に話せばいいんだろう、自分の意見を言えばいいのだろうとい

うのは、コミュニケーションではありません。自分の考え方を理路整然と、根拠

に基づいて話ができるということが、非常に大切なので、ただ感情的に話すので

はなく、きちんと相手に話が伝わるといった意味では、そういうことを学ぶこと

が大切ではないでしょうか。 

最後に言われているのは、やはり体を動かしたりだとか、それから表情など動作

をつけることで、きちんと相手に自分の言いたいことを伝える、その意味で演劇
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をやることも大切ではないかということがあります。 

演劇については、昭和４０年ごろまではかなりの教科書に載っていたのが、もう

最近はほとんど載っていないのが現状です。しかし今、演劇については、もう一

度見直されてます。特に特別支援学校において、演劇を多くの学校が取り入れて

ます。それは子供たちが、演劇によって、伝えたいことを体を使い、表情豊かに

発表することによって、できたという自信にもなります。そういう意味からも演

劇を取り入れてるところは非常に多く、兵庫県でも特別支援学校で演劇を取り入

れてるところがかなりあります。 

この演劇を小学校・中学校にも取り入れていく必要があるのではないかと言われ

ています。ただ時間の制約もあり、なかなか難しい状況もありますけれども、今

回自主・自律の研究の中で、香櫨園小学校で村上春樹の小説をこの演劇にしたと

いう事例があり、そういう手だても、コミュニケーション能力を育てる一つの方

策かもしれないと思います。国の方はこういうものをやればいいんのではないか

ということを示してますので、西宮市でもそれを取り入れて、コミュニケーショ

ン能力の育成として、弁論大会や読書感想文の発表会などいうものとあわせてや

ることも大切ではないかと思っています。 

コミュニケーション能力を育てていくことは今後大切なことであり、さらに自

主・自律を育てるためにも、こういうものを取り入れた研究が今後必要ではない

かと思いますので、私の方からご報告させていただきました。 

では、何かご意見かご質問ありましたら、お願いしたいと思います。 

  

西川委員 質問なんですけど、昭和４０年ごろ演劇がなくなったっていうのは、何か理由が

あるんですか。 

  

重松教育長 やはり学校の授業で演劇をやろうと思ったら、スタッフを決めたり、脚本をどう

するのかなど、時間がとてもかかるので、幼稚園などでは学習発表会などをやっ

ていますけれど、１カ月ほどずっとやっています。それを学校の授業の中に演劇

を取り入れるのは大変で、廃れていったみたいです。 

  

西川委員 ありがとうございます。 

  

側垣委員 ずっと私も思っているのですが、今の幼児教育というか、幼児の段階で遊びが大

切だという話を伺って、遊びを通したコミュニケーション能力、いろんな工夫を
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して遊ぶとか、いろんな人たちとの出会いなど、いろんな場面での、木登りをど

うするかみたいな、そういう環境が少なくなってるなっていうことがあって、や

はり小さい段階からそういう多様な経験をさせてあげる必要があるなというふう

に改めて思いました。 

それと、昔ＮＨＫで「ようこそ先輩」っていう番組がありましたね。各先輩が学

校に行って、子供たちにいろんな経験を伝えながら、あれもワークショップなん

かをよくやってましたけど、ああいう授業ができればいいなっていうふうに思い

ました。 

  

前川委員 演劇の話と、今の「ようこそ先輩」の話を聞いて思うのは、総合的な学習の時間

が入ってきたときに、西宮の中でも劇総合という単元で、学校の中でコミュニケ

ーション力をつけるために、うちの学校は、総合的な学習の時間を使う、また、

異文化交流のために使う、人権教育のために使うなどの実践が、今は知りません

けれども、ありました。 

ですから、その学校がしっかりと課題を認識して、うちの総合的な学習の時間を

こういうふうに展開しよう、ふるさとの先輩とかいろんな試みが、これまでも実

践の中にあるし、今もきっとあるのだと思います。 

総合的な学習の時間の理念、それから実践内容とかいうのが、だんだん年月を経

るに従って薄まってきたりなど、そういうことがあってはいけないので、また教

育委員会事務局の方には、総合的な学習の時間を、しっかりと学校が自立して取

り組めるようにと、そんな感想を持ちました。 

  

重松教育長 ありがとうございます。 

ほかになければ、これより審議に入ります。 

議案第１３号「西宮市立青少年育成センター運営協議会委員委嘱の件」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１３号、「西宮市立青少年育成センター運営協議会委員委嘱の件」につい

て、ご説明申し上げます。 

西宮市立青少年育成センター運営協議会は、西宮市立青少年育成センター条例第

５条に規定する審議会でございますが、今回、１２名の委員のうち、１０名の委

員の任期が満了となりましたので、改選し、新しい方に委員委嘱するものです。 

改選の対象となる１０名が所属している、青少年関係団体・機関に委員の推薦を
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お願いしまして、別添１の資料のとおり、各団体等より推薦をいただいていると

ころです。 

推薦いただいてる方は、西宮市民生委員・児童委員会より、理事の北岡良惠氏。

西宮市ＰＴＡ協議会事務局より、松本祐子氏。西宮市青少年愛護協議会より、庶

務の脇厚子氏。西宮市青少年補導委員連絡協議会より、副会長の堀毛好美氏。西

宮警察署より、生活安全課課長、藤川敬行氏。甲子園警察署より、生活安全課課

長、木村司氏。兵庫県西宮こども家庭センターより、所長、頓田二朗氏。西宮市

立西宮高等学校より、校長、野川誠氏。中学校長会より、西宮浜中学校校長、加

苅頼子氏。小学校長会より、西宮市立夙川小学校校長、松岡健介氏。以上、再任

の方もいらっしゃいますが、１０名に新たに委員委嘱を行いたいと考えておりま

す。ご審議をお願いいたします。 

  

重松教育長 説明を終わりました。 

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 お願いと質問が一つずつ。 

お願いというのは、附属機関の委員委嘱――今回のこの議案だけではなくていろ

いろと１年間ずっと見させてもらったのですが、その任期と、校長先生とか園長

先生については、退職年齢を考えたときに、委員の満期を迎えないのに、退職さ

れる委員が入ってるのではないかなと、少し気になることがありました。それぞ

れの関係団体から、推薦してもらうわけですけれども、この期間の任期をお願い

するということがきちんと伝わって、それにふさわしい人を出す、あるいは出せ

ない場合には、事情が把握できているのか、そういうことが気になります。です

ので、いつからいつまでの任期でこういう方を推薦いただきたいということ、あ

るいはそれができていないときには、しっかりとその事情を聞いておいていただ

くということで、これ以外の委員委嘱についても、全てお願いしておきたいと思

います。これは、お願いです。 

質問は、この委員委嘱についてはいいんですけれども、実態はなかなか我々教育

委員にはわからないんで教えてください。この協議会、大事ですよね。特に育成

センターのことがありますので。年間、定期的に開催されてるのか、どういう内

容が今、話し合う中心的な内容になっているなど、育成センターの運営協議会を

例にして申しわけないですけど、教えていただきたいと思います。 
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青少年育成課長 育成センター運営協議会は、年にこれまでは２回開催しておりまして、大体２回

目は施設見学も兼ねて、定例会をしていたというところでございます。 

大体内容としましては、昨年までは青少年育成課と青少年補導課というのがあり

ましたので、それぞれから事業報告、事業計画を説明申し上げまして、各団体が

お持ちの青少年に関する情報等を逆にいただいたり、我々が行っている事業につ

いてのアドバイスなど、今後の育成センターの運営に関してのご意見をいただく

という内容でございました。以上でございます。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

なければ採決に入ります。 

議案第１３号「西宮市青少年育成センター運営協議会委員委嘱の件」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、原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 

「西宮市学童等腎臓検診審議会委員委嘱の件」につきまして、お手元の資料、議

案第１４号をごらんください。 

西宮市学童等腎臓検診審議会委員の任期が平成３０年６月３０日をもって満了す

ることに伴いまして、７月１日付委嘱を行います。このたびの任期は、平成３０

年７月１日から平成３２年６月３０日までの２年間となります。 

委員の内容につきましては、資料３枚目の新旧対照一覧表をごらんください。委

員１３名のうち、交代は学識経験者１名、養護教諭代表２名の計３名でございま

す。１０名は引き続き委員を務めていただくよう、お願いをしております。 

以上、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。 



                                    平成 30 年６月 13 日 
                                    第３回定例会 

 10

本件にご意見、ご質問ありませんか。 

なければ、これより採決に入ります。 

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。 

よって原案は可決されました。 

議案第１５号「西宮市学校結核対策委員会委員委嘱の件」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 

「西宮市学校結核対策委員会委員委嘱の件」につきまして、お手元の資料、議案

第１５号をごらんください。 

西宮市学校結核対策委員会委員の任期が、平成３０年６月３０日をもって満了す

ることに伴いまして、７月１日付委嘱を行います。このたびの任期は、平成３０

年７月１日から平成３２年６月３０日までの２年間となります。 

委員の内容につきましては、資料３枚目の新旧対照一覧をごらんください。 

委員８名のうち、交代は中学校代表１名及び養護教諭代表２名の、計３名でござ

います。５名は引き続き委員を務めていただくよう、お願いをいたしております。 

以上、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。 

なければこれより採決に入ります。 

議案第１５号「西宮市学校結核対策委員会委員委嘱の件」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 ご異議なしと認めます。 

よって原案は可決されました。 
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次に、議案第１６号「西宮市いじめ防止等対策委員会委員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 

「西宮市いじめ防止等対策委員会委員の解嘱及び委嘱の件」につきまして、お手

元の資料、議案第１６号をごらんください。 

西宮市いじめ防止等対策委員会委員につきましては、平成２９年２月１日に委嘱

しました、中野睦子様を解嘱し、西宮市附属機関条例第２条第５項により、西脇

享子様を委嘱するものでございます。 

以上、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。 

なければ採決に入ります。 

議案第１６号「西宮市いじめ防止等対策委員会委員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。 

よって原案は可決されました。 

次に、議案第１７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、お願いします。 

  

特別支援教育課

長 

議案第１７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。 

委嘱する委員につきましては、裏面、参考３のところに記載しているとおりでご

ざいます。今年度より整形外科医といたしまして、長く西宮養護学校の子供たち

にかかわっていただきました長尾医師にかわりまして、西宮渡辺病院長の佐々木

医師、小児科は門谷医師にかわりまして、下竹医師となります。 

医師につきましては、医師会の推薦、校園長につきましては、各校園長会の役割

に基づくものでございます。 
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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。 

なければ採決に入ります。 

議案第１７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 ご異議なしと認めます。 

よって原案は可決されました。 

議案第１８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１８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、ご説明いたします。 

本改正は、高校生対象の給付型奨学金、以降「高校奨学金」と申し上げます、の

給付額の改定を行うものでございます。 

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、と、本市「高校奨学金」の支援内容が重複しているため、平成２

６年度に国の制度が創設されて以降、総受取額に配慮し、「高校奨学金」を減額調

整して、給付を行っているものでございます。 

平成３０年度につきましても、「奨学給付金」の一部階層での増額に合わせ、調整

を行うものです。 

具体的には、市民税非課税世帯での国公立在学の第１子を、引き続き対象外とし、

私立在学生は月額３，６００円に変更いたします。 

あわせて、「高校奨学金」の対象校となっていなかった特別支援学校高等部の非課

税世帯につきましても、給付を行えるよう文言の修正を行います。 

また、両親の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

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

非課税世帯における国公立在学の第１子の給付額を月額４，３００円に変更いた
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します。 

施行は、公布の日からとし、６月下旬に募集開始を予定しております、平成３０

度「高校奨学金」から適用いたします。 

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。 

  

前川委員 この資料、事前に目を通したときに、現在は国レベルでも困窮家庭の子供達への

支援が必要だという、時代の、社会の流れの中にあって、単純に解釈すると、「給

付額、貸付額の減額」これはどういうことだろうと、随分私は読み取りができな

くて困りましたが、今の説明聞いて非常によくわかりました。国の仕組みとか、

市の仕組みとかね。 

我々は、資料を見て、事前に目を通してわからないところが、今の説明を聞いた

からすごくよくわかって、何も言うことないです。しっかり市民のためにお仕事

していただいてると思いました。ですが、もし我々でなかったら、こういうこと

について、ひょっとしたらお尋ねやいろんなことが、市民の方からあるかもしれ

ません。そういうときに丁寧にまた説明をしてもらったら、市に対する信頼も深

まるなと思いました。とてもよい、わかりやすい説明をありがとうございました。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

なければ採決に入ります。 

議案第１８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。 

よって原案は可決されました。 

次に議案第１９号「教育財産用途廃止の件」を議題とします。 

教育研修課長、お願いします。 
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教育研修課長 本日は、議案第１９号「教育財産用途廃止の件」をご提案いたします。 

今回、教育研修課の所管する津門呉羽町９－３０にある教育会館の建物を、用途

廃止にしたいと考えております。用途廃止の理由といたしましては、平成２９年

度末をもって閉館いたしました教育会館の建物を解体するためでございます。 

用途廃止となる教育財産の詳細につきましては、別紙１、２のとおりです。 

跡地利用につきましては、今のところ未定です。建物を解体した後、土地につい

ても年度内に所管替えを行う予定です。 

用途廃止の時期については、平成３０年６月２８日を予定しております。 

説明は以上です。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。 

なければ採決に入ります。 

議案第１９号「教育財産用途廃止の件」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。 

よって原案は可決されました。 

報告第８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 

お手元の資料、報告第８号をごらんください。 

学校医等の交代がございましたので、「学校医等の解嘱及び委嘱の件」をご報告さ

せていただきます。 

上ヶ原中学校の学校歯科医につきまして、辞退の願い出があり、教育長に対する

事務委任等に関する規則第３条第２項の規定により、教育長の臨時代理により、

５月１７日付解嘱し、後任の学校歯科医を翌１８日付委嘱することを、５月１７

日に決定いたしました。 

次に、西宮養護学校の学校医ですが、「高齢のため、職責を果たせない」と申し出

があり、前述の規則の規定により、５月１７日付解嘱し、後任の学校医を、翌１
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８日付委嘱することを、５月１７日に決定いたしました。 

以上、ご報告させていただきます。 

  

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。 

質問ですが、これは学校の定期健診はもう終わったということですね。その後、

解嘱されるということですか。 

  

学校保健安全課

長 

また確認をいたします。 

  

重松教育長 一応、文部省には６月３０日までに報告しなければならないことが、法律で決ま

ってます。だから多分終わってると思います。その後、５月１７日付解嘱なんで、

いいですよね。 

ほかにありませんか。 

なければ採決に入ります。 

報告第８号「学校医等の解嘱及び委嘱の件」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。 

次に、報告第９号「西宮市学校給食審議会委員の解嘱及び委嘱の件」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 報告第９号「西宮市学校給食審議会委員の解嘱及び委嘱の件」につきまして、ご

報告を申し上げます。お配りしております資料をごらんください。 

本審議会は、西宮市附属機関条例に基づき、幅広く市学校給食のあり方や管理運

営について、調査及び審議していただく常設の審議会でございます。 

このたび、平成３０年３月２０日付で委嘱いたしました北村委員より辞職の願い

出がございましたので、任期の途中ではありますが、５月２４日付で解嘱いたし

ました。 
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また、北村委員の後任につきましては、同じ所属団体であるＰＴＡ協議会から推

薦をいただき、翌日の５月２５日付で松本祐子様に委員委嘱しております。 

これらにつきましては、本審議会が常設である関係上、欠員補充を急ぐ必要があ

りましたので、「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

基づき、教育長の臨時代理による決定を行っております。 

なお、任期につきましては、前任者の残任期間となることが条例で定められてお

りますので、平成３２年３月１９日までといたします。 

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。 

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 よろしいですか。前にもお話ししたことはあると思うのですけれども、この保護

者代表としてＰＴＡ協議会の方を２名出しておられて、今回は前任者の後任なの

で、同じ団体からっていうのは妥当な話かなと思いますけれども、今後また、こ

の任期が終わられたあとに、保護者を２名出される場合は、例えばアレルギーの

会であったりなど、そういう会からも一人出てもいいのではないかなというよう

な思いを少し思いながら、また検討していただけたらなと思います。その方が市

としても、そのアレルギーを持っていらっしゃるお子さんの保護者の方とのパイ

プがより強くなって、いろんな意見が聞けるのではないかなと思うので。的違い

でしたら申しわけないですけど、私からは要望として、伝えさせていただきたい

と思います。 

  

学校給食課長 このことにつきましては、前回ご審議いただきまして、次回のときには検討して

いくということで、お答えさせていただいたんですけれども、一点、前回の説明

で不足した部分がございましたので、改めて説明させていただきます。 

審議会の委員につきましては、いわゆる常設でお願いしてる委員とは別に、臨時

で委員をお願いすることも可能でございます。例えば重要懸案課題である学校給

食基本方針の改定のときにつきましては、臨時委員として、市民の代表の委員を

公募いたしまして、その中でアレルギーのことなど、本当に新たなことを詰めて

いくときにはそういう立場の人を呼んで、意見を聞こうということも、条例の中

で可能となってますので、合わせてそのことも含めて検討したいと思います。 
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以上でございます。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

なければ、これより採決に入ります。 

報告第９号「西宮市学校給食審議会委員の解嘱及び委嘱の件」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１０号「平成３０年度西宮市一般会計補正予算（第１号）（６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 平成３０年度西宮市一般会計補正予算案の６月定例会教育委員会所管分につい

て、ご説明いたします。 

本来、予算案の提出に当たっては、議案として会議に付議し、教育委員会として

の意見を決定する必要がございます。 

しかしながら、このたびの６月補正につきましては、市長が交代した影響で例年

より作業がおくれ、議案発送日との関係で付議が間に合いませんでした。前回の

定例会後の懇談会でご説明させていただきましたとおり、規則に基づく教育長の

臨時代理により、６月１日付で決定いたしましたので、本日はご報告となります

ことをご了承願います。 

それでは、補正予算案の説明に入ります。前回も一度ご説明しておりますので概

要のみとさせていただきます。 

まず資料の１ページ目をごらんください。 

上の表は歳入予算の補正で全体で 430 万 6,000 円を増額し、補正後を 28億 7,704

万 3,000 円とするものでございます。 

また、歳出予算の補正は下の表で 1,563 万円を増額し、補正後を 206 億 4,269 万

6,000 円とするものでございます。 

後ほどご説明いたしますが、前回の懇談会でご報告させていただきました資料に

記載した金額より、歳入・歳出それぞれ 7 万 5,000 円の減額となっております。 

２ページをお願いいたします。歳入補正予算の明細でございます。 
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ごらんのとおり県支出金の増額で、県補助金の内定や、県委託金の額が確定した

ものでございます。 

詳しくは、後ほど歳出のところでご説明いたしますが、部活動指導員の配置や、

教職員を社会教育主事講習に派遣する事業に伴う県補助金の増額、そして放課後

における補充学習等推進事業、小学校英語教育支援充実事業の実施に伴う県委託

金の増額となっております。 

３ページをごらんください。歳出補正予算の明細でございます。 

上から一つ目の、「基礎学力向上事業経費」は、県委託事業である「放課後におけ

る補充学習等推進事業」について、県からの委託金が増額となった分、報償費を

増額するものです。 

上から二つ目の「国際教育事業経費」につきましては、県委託事業である「地域

人材を活用した小学校英語教育支援充実事業」について、県委託金の交付決定が

あったことにより、報償費を増額いたします。これは、小学校外国語教育の早期

化・教科化に伴い、地域人材を活用して、各小学校３・４年生の外国語活動にお

ける指導体制の充実を図るものでございます。 

また、その下の「中学校学習指導推進事業経費」につきましては、部活動指導員

の配置に伴う嘱託員報酬の増額でございます。これは、部活動において、単独指

導や単独引率等の業務が可能な部活動指導員を、嘱託職員として配置することに

よって、部活動を担当する教員の負担軽減を図るとともに、部活動指導の質的向

上へとつなげるものでございます。 

その下、「社会教育委員関係事務経費」につきましては、学校における地域連携の

推進役となる社会教育の視点を持った教職員を養成するため、県の補助金を受け、

教職員を社会教育主事講習に派遣するための事業で、普通旅費及び研修参加負担

金を増額するものでございます。 

なお、前回の懇談会でご説明いたしました補正予算額より、結果的に 7 万 5,000

円の減額となったことにつきましては、先ほど申し上げましたが、この派遣旅費

が減額となったためで、県から示された補助上限額との関係で調整を図ったもの

でございます。 

その下、「郷土資料館改修事業費」につきましては、郷土資料館の第４収蔵庫のシ

ャッターが、経年劣化により開閉不能となったため、緊急改修に伴う工事費を増

額いたします。 

最後、「図書館改修事業費」につきましては、アプリ甲東の照明機器をＬＥＤ化す

る工事に伴い、図書館の甲東園分室が関係する、設計委託料及び施設整備改修工



                                    平成 30 年６月 13 日 
                                    第３回定例会 

 19

事費を増額するものでございます。 

説明は以上です。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、ご質問はありませんか。 

なければ、採決に入ります。 

報告第１０号「平成３０年度西宮市一般会計補正予算（第１号）（６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、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。 

報告第１１号「変更契約締結に係る専決処分に関する意見決定の件」と、報告第

１２号「変更契約締結に係る専決処分の市議会の報告に関する意見決定の件」を、

一括して議題とします。学校施設計画課長、お願いします。 

  

学校施設計画課

長 

報告第１１号と１２号につきまして、ご説明いたします。 

香櫨園小学校校舎改築事業について、平成２９年１１月の教育委員会会議で、工

事請負契約締結に関する意見決定をいただき、１２月市議会で契約議案を議決い

ただいた後、既存校舎の解体・撤去を進めておりましたが、西校舎の基礎を解体

中に、今回工事の設計図面にはない基礎形状のものが地中部に存在することが判

明し、原因等を確認したところ、解体工事にかかる設計を一部変更の上、費用を

増額する必要が生じたため、変更契約を行うものです。 

変更契約に当たりましては、平成３１年２学期当初からの新校舎使用開始の遅延

を回避するため、市長専決処分により、行うこととしました。 

今回、この市長専決処分に関連して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２９条の規定に基づき、提示すべき意見を教育長の臨時代理により決定してお

りますので、２件続けてご報告いたします。 

まず、報告１１号「香櫨園小学校校舎改築工事変更契約締結に係る専決処分に関

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、変更契約を締結するに当たりまして、６月１日付で市長専決処分により
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決定するため、この市長専決処分に対する教育委員会の意見を、５月２４日に教

育長の臨時代理により、別紙のとおり決定いたしましたので、報告させていただ

くものでございます。 

別紙につきましては、記載しておりますとおり、専決処分について異議はありま

せんというものでございます。 

１枚目に変更契約の内容を記載しております。 

工事名称と契約の相手方は記載のとおりです。変更の内容は、契約金額について

20億 8,440 万円を 21億 704 万 2,963 円とするものです。これによりまして、2,264

万 2,963 円の増額となります。 

変更契約の概要につきましては、予定していた長さ４メートルの杭ではなく、長

さ１０メートルの杭を解体撤去する必要が生じたことにより、杭等の解体撤去に

係る費用を増額するため、契約を変更するものです。 

次に、報告１２号「香櫨園小学校校舎改築工事変更契約締結に係る専決処分の市

議会報告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、今回の変更契約を締結するに当たりまして、６月１日に市長専決処分に

より決定したことを市議会へ報告するに当たり、議案書の提出日が６月１１日で

あったため、教育委員会の意見を６月７日に教育長の臨時代理により決定いたし

ましたので、本日報告させていただくものです。 

１枚目に変更契約の内容を記載しておりますが、報告第１１号と同様の内容とな

っております。 

別紙につきましては、記載しておりますとおり、専決処分について異議はありま

せんというものでございます。説明は、以上です。 

  

重松教育長 説明は終わりました。 

これより質疑、討論に入ります。 

両件にご意見、ご質問はありませんか。 

  

側垣委員 これは、設計の段階と、杭の長さが設計図と違っていたってことですか。 

  

学校施設計画課

長 

今回説明させていただいております、西校舎の建築当時、これは昭和５７年にな

るんですが、この設計図書等を改めて検証したところ、平成３年度に曳き家工事、

上屋だけ、建物だけを動かしたというような工事をしておりまして、建物を北に、

約３０メートル移動させていることが確認されております。平成３年当時に、当
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時の図面に基づき、現地で基礎形状等を確認したところ、現状にある基礎は、曳

き家を行った際に構築した基礎と杭であることが判明しております。 

今回の設計の際に、曳き家を行った事実が技術職員間で継承されず、また担当職

員が隅々まで設計図書を確認しなかったため、現在の位置にある西校舎の基礎が

曳き家前の基礎であると錯誤して、生じたものと考えております。 

以上です。 

  

重松教育長 何のために費用がかかるのか説明をお願いします。 

  

学校施設計画課

長 

費用につきましては、当初４メートルの杭で、その撤去費ということを見ており

ました。これが曳き家前の基礎として考えられていたものでして、本来は曳き家

を行ったあとの図面を詳細に見ますと１０メートルで、その曳き家をされた建物

を受けて、支えていたということがわかりましたので、４メートルではない１０

メートルの杭を撤去するということでの増額になっております。以上です。 

  

重松教育長 ということは、杭を抜くための機械が、今の機械ではだめで、もう少し大きな機

械でないとだめだということなんですか。 

  

学校施設計画課

長 

機械等もそうですし、撤去する材料自身も、木の杭であったものがコンクリート

杭であったり、鋼管杭ということで、撤去処分材料としてもかなり量、質ともに、

手間がかかるようなものであったということです。以上です。 

  

重松教育長 杭の長さと質、それから抜くための機械ということですね。 

  

前川委員 一ついいですか。これははっきりとお答えいただけるかどうかわからないですけ

ど、もともと使用開始の遅延を回避するために、手続きをこのような形でしたと

いう報告を受けていると思うんですけども、新校舎のオープンが年度途中の９月

だったように私は思ってるんですが、それは実際には回避できたかどうかって、

今、学校側に説明できるような状況なんでしょうか。 

  

学校施設計画課

長 

実施時期については、変更なくできるということで、特に学校等には説明はして

おりません。以上です。 
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重松教育長 ほかにありませんか。 

なければ採決に入ります。 

報告第１１号「変更契約締結に係る専決処分に関する意見決定の件」及び報告第

１２号「変更契約締結に係る専決処分の市議会報告に関する意見決定の件」の２

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 はい。異議なしと認め、承認します。 

次に、一般報告の①「西宮市立公民館使用取扱要綱の一部改正について」を議題

とします。地域学習推進課長、お願いします。 

  

地域学習推進課

長 

それでは、一般報告の①西宮市立公民館使用取扱要綱の一部改正について説明さ

せていただきます。 

お手元の資料にございます平成３０年の３月２７日付で、西宮市議会、田中正剛

議長より、西宮市立公民館使用取扱要綱、以下「要綱」と申しますが、第１０条

に定める減額免除基準にございます「現職議員による市（国・県）の市政報告会

５０％減額措置」について廃止を求める申し入れというのがございました。この

申し入れの分については、別紙のとおりでございますけれども、この申し入れを

受けまして、要綱の一部を改正するものでございます。 

この申し入れにつきましては、平成２９年７月から平成３０年１月にかけまして、

市議会の議会運営委員会において、議員の待遇の見直しについて議論がなされま

して、公民館使用料は政務活動費から支出可能であることから、５０％減額措置

につきましては廃止が適当であると、議会で合意されたものです。 

この減額措置は当初、政治教育の普及を目的として設けた制度でございますが、

実績に鑑みて検討の結果、廃止による影響が特段考えられないため、申し入れを

尊重して改正するものでございます。 

なお、県会・国会の各議員の利用につきましても、合わせて５０％減額措置の廃

止を行います。 

お手元の資料にございますように、要綱第１０条関係、別表第４の中の「現職議

員による市（国・県）政報告会の５０％減額」の部分を削除いたします。 

なお、要綱の実施年月日は、平成３０年７月１日となっております。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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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①を終了します。 

次に一般報告の②「教職員の勤務時間適正化に向けた取組みについて」を議題と

します。校務改善課長、お願いします。 

  

校務改善課長 お手元に配付させていただいたプリントをごらんください。 

勤務時間の適正化の取り組みにつきましては、西宮教育推進の方向でも「教職員

が心身ともに健やかな状態で勤務を遂行できるよう、定時退勤日の実施、市内統

一、ノー部活デーの設定など、部活動指導のあり方の検討、校務の負担軽減等の

改善へ継続して取り組み、勤務時間の適正化に努めます」と述べているところで

す。 

校務改善課といたしましては、保護者・地域そして市民の皆様のご理解をいただ

けるよう、５月２５日には市政ニュース、６月初旬には学校園から保護者に対し

まして、お手元２枚目のプリントを配布したところでございます。 

内容といたしましては、「定時退勤日の設定について」「ノー部活デーの設定につ

いて」「勤務時間終了後における電話連絡について」でございます。今後とも取り

組みを進め、勤務時間の適正化に努めてまいります。 

報告は以上でございます。 

  

重松教育長 はい。説明は終わりました。 

本件にご意見、ご質問、ありませんか。 

  

岩本委員 よろしいですか。このお便りを出したり、市政ニュースに載せたことで、市民の

方や保護者の方から何かご意見っていうのは、まだ来ていない感じでしょうか。 

  

校務改善課長 この５月から６月にかけては、直接本課の方に、または学校園、園長・校長の方

から、そういう報告は、今のところは受けておりません。 

  

西川委員 実情としては、きちんと守れてるという感じなんでしょうか。実態をちょっとお

聞きしたいです。 
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校務改善課長 このことに関しましては、全国的にも新聞報道等では話題になっているところか

と思っております。西宮におきましても、先生方、朝早くから夜遅くまで、クラ

ブ活動、生徒指導、それと授業研究等ありまして、実際にはなかなか進みにくい

実態もあるように思っておりますが、そういった中でも一歩ずつ取り組みを進め

てまいりたいと思っているところでございます。 

  

側垣委員 先生方の生徒指導と、早朝から家庭訪問したりっていうケースもあると思うんで

すけど、そのあたりを、例えばソーシャルワーカーの増員であったり、そのよう

な人材的なサポートができるような体制を積極的に検討していかないと、改善で

きないのではないかと思いますけれども。 

  

校務改善課長 今ご指摘いただいたあたりにつきましては、本課のみならず、教育委員会、関係

各課の方と連携して、少しずつ進めてまいりたいと思っております。 

例えば部活動指導員等につきましても、このあと６月市会の方でも提案させてい

ただくという運びになっておりますので、そういった形で、進めさせて、一歩ず

つ進めていきたいと思っております。 

  

側垣委員 ぜひ積極的に、国の施策どうこうというよりも、市独自としても考えていただき

たいなあというふうに思います、はい。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。よろしいですか。 

なければ、一般報告の②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、傍聴の方にはここで退出

をお願いいたします。 

  

 （傍聴者退室） 

  

重松教育長 では再開します。 

一般報告の③「教育環境保全のための住宅開発抑制に関する指導要綱の地区指定

見直しについて」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 

「教育環境保全のための住宅開発抑制に関する指導要綱の地区指定見直しについ

て」の資料に沿って、説明させていただきます。 
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まず、１ページめくっていただきますと、本指導要綱の概要について記載してお

ります。良好な教育環境を保全するために、児童生徒の受け入れが困難、または

困難となることが予測される学校区を公表するとともに、一定規模以上の戸数を

有する共同住宅などの住宅開発に対して、延期や中止、計画の変更などを求めて

おります。教室不足の状況であるなど、校区内の開発可能な土地の状況などによ

りまして、現在、「受け入れ困難地区」、「準受け入れ困難地区」、「特別監視地区」、

「監視地区」、「予測地区」という５段階の地区を指定しまして、住宅開発業者に

協力を要請しております。 

２番の「地区指定の定義」で五つの地区指定の定義を載せておりますが、今回、

地区指定の見直しを予定しておりますのが、予測地区と監視地区になりますので、

予測地区と監視地区について、簡単にご説明させていただきます。 

まず、予測地区の定義でございますが、児童・生徒数が今後ピークを迎え、また

は横ばいの状況が続くものと予測され、普通教室の確保が難しいものの、仮設校

舎の設置等による対応が可能である通学区域と定義しています。将来において強

化の可能性がある地区として、事前に事業者等へアナウンスしておくものになり

ます。 

これが一つ厳しくなりますと、監視地区の定義がございます。通学区域内に大規

模な住宅開発の可能な土地などが存在し、児童生徒数が急増すれば、仮設校舎の

設置などによる対応が困難と見込まれることから、住宅開発の状況を監視すると

ともに、大規模な住宅開発を抑制する必要のある通学区域と定義しています。 

開発抑制の内容に関しましては、一定規模以上の開発につきまして、開発面積に

応じて、算出した戸数を超えない協力を求めています。実質的には、開発可能戸

数の約２割程度の削減効果があります。 

それでは、２ページをごらんください。 

 今回、地区指定の見直しを行います。１の「改正の概要」としましては、年に

２度、児童数推計などに基づきまして、必要に応じて地区指定の見直しを行って

いるものです。今回、地区指定強化として１地区、地区指定緩和として２地区の

見直しを考えております。 

まず、地区指定の強化としましては、上甲子園小学校区について、予測地区から

監視地区への変更を予定しています。ごらんのとおり、平成３０年度には学級数

２１学級、児童数６６９人ということでございますが、平成３６年度には２３学

級、児童数７３４人になる見込みです。 

校区内には大規模な住宅開発が可能な土地があることから、今後、さらなる開発
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により、児童数が急増した場合には、仮設校舎等での対応が困難となることが見

込まれるため、「監視地区」に指定を強化する必要があると考えております。 

次に、地区指定の緩和としましては、浜脇小学校区について、監視地区から予測

地区への変更を予定しています。 

平成３０年度では学級数２９学級、児童数９８７人のところ、今後６年間で３学

級、１７３人減少し、過大規模も解消される見込みであることから、見直しを考

えております。 

もう１地区、用海小学校区について、予測地区から地区指定の解除を考えており

ます。 

平成３０年度では学級数２３学級、児童数７６０人のところ、今後６年間で３学

級、８４人減少する見込みであることから、地区指定の解除を考えております。 

最後に３ページ、３番の変更後の地区指定の状況ですが、特別監視地区と準受け

入れ困難地区及び受け入れ困難地区には変更箇所はないことから、上段２地区の

表のとおりとなります。 

予測地区は上甲子園小学校区が監視地区へ、用海小学校区が地区指定解除となる

かわりに、監視地区の浜脇小学校区が予測地区となることから、現在の６地区か

ら５地区へ、監視地区は浜脇小学校区が予測地区へ変更となるかわりに、上甲子

園小学校区が監視地区へ変更となることから、地区数に変わりはありません。 

この地区指定の変更については、７月下旬に公表し、１０月１日から実施する予

定です。 

今回のとおり地区指定の見直しを行い、引き続き良好な教育環境の保全に努めて

まいります。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 お伺いしたいんですけれど、１ページ目に、全て抑制の内容で配慮していただい

たり、協力というふうに書かれていますけれども、その協力っていうのは、実際

にどれぐらい協力していただけてるのかなというのが、少し気になったりするの

ですけれど、今までの状況としては実際はどんな感じなんでしょうか。もしおわ

かりになれば、教えていただきたいですけれども。 

  

学校施設計画課 実際に５地区の指定に申請いただいた数で申しますと、２９年度は１５件ありま
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長 して、受け入れ困難地区で２件、準受け入れ困難地区で６件、特別監視地区では

ありません。０件で、監視地区２件、予測地区５件ということで、いずれも抑制

内容については遵守いただいております。実際に、この中ではどれぐらいの規模

でやろうとしてたかっていうのは、業者の方でないとわかりませんので、これは

あくまでも対応いただいた後での件数にはなります。以上でございます。 

  

西川委員 少し教えていただきたいんですが、業者に対して、事前にここはこういう地区で

すよっていうことを通知しておいて、ということになるんですか。それとも実際

に、そういう計画が挙がった段階で、「実はここはこうなんです」と言う、どちら

が先ですか。 

  

学校施設計画課

長 

こういった地区指定につきましては、ホームページ上でも出させていただいてお

りまして、実際計画をされてる事業者の方が、１０戸以上の開発であったり、2,000

平米以上の開発をしようとしたときには、必ず教育委員会へ協議に行くというよ

うなことで、定めさせていただいておりますので、そういった意味では委員会の

方を通さずに、都市局のところの行ったとしても、また委員会の方に協議にまず

行ってください、というような形での指導がありますので、そういう状況でも、

周知させていただいてるという状況です。 

  

西川委員 ありがとうございました。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

なければ一般報告の③を終了します。 

一般報告の④「西宮市学校施設長寿命化計画策定（中間報告）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 それでは、一般報告の④西宮市学校施設長寿命化計画策定にかかる中間報告につ

いて説明させていただきます。 

まず資料１ページから７ページまでは、今回時間の都合により、本日は説明を省

略させていただきますが、計画の策定の背景や目的と、学校施設の状況や今後の

児童・生徒数推計など、長寿命化計画を策定するに当たって、押さえておくべき

データについて記載をしております。 

最初に１１ページをごらんください。西宮市が策定する長寿命化計画について、
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説明いたします。学校施設の多くが、現在老朽化が進行しております。以下の考

え方のもとで計画策定を進めていきます。 

基本方針の①「建物の耐用年数」について、文部科学省の長寿命化計画策定の手

引や日本建築学会の考え方を参考に、建物の耐用年数を原則８０年といたします。

従来の５０年程度での「改築中心」の整備から、できるだけ長く使う「長寿命化」

へと転換を図ります。 

また②「保全の考え方」について、市の財政状況を踏まえ、トータルコストの縮

減、予算の平準化を実現するために、「予防保全」の考え方を採用いたします。 

③改修における標準周期について、耐用年数を８０年とする場合、築後２５年目

に経年劣化の対策とし、機能回復のための大規模改修工事、築後５０年目に機能

回復に加え、教育環境の改善を行う長寿命化改修工事を行います。 

教育環境改善の具体的なイメージとしては、トイレ改修や教室等の再整備などを

考えております。 

長寿命化改修など大規模な工事では、仮設のプレハブ校舎を建てて、子供たちを

移してから工事を行うことで、夏休み期間に限らず、必要な工事をまとめて行う

こととします。 

次にページを戻りまして、８ページをごらんください。今回の計画策定に当たり

まして、学校施設の現状把握を行いました。建物を支える骨格である軀体の健全

性調査を行っております。既存の建物が長寿命化に適しているのかの調査です。 

調査の概要は、大きく分けて二つ、コンクリートの強度と鉄筋の腐食の進行具合

を調査しました。調査結果では、コンクリート強度については、大社中学校の南

東棟の１棟を除き、長寿命化が可能かどうかの目安となる基準はクリアしていま

した。また、腐食が進行している鉄筋はありませんでした。 

以上により、本市学校施設において、おおむね建物を長寿命化することができる

と判断し、長寿命化を進めてまいります。 

次に９ページをごらんください。軀体以外の劣化状況調査について説明していま

す。真ん中の表にありますとおり、各部位ごとに調査を行い、一番下にある表の

とおり、評価基準Ａ～Ｄの４段階で評価を行いました。 

評価結果が次の１０ページとなっております。広範囲に劣化が見られるＣ評価が

多く、劣化が進んでいる結果となっています。また、早急な対応が必要なＤ評価

もありました。これらは、次に説明いたします、費用シミュレーションの中で、

各部位ごとに望ましい改修時期とその費用を算出し、必要な改修を進めてまいり

ます。 
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続きまして、１３ページをごらんください。先ほど説明いたしました本市の学校

施設の軀体の健全性調査及び劣化状況調査をもとに、長寿命化計画の基本方針に

のっとり、改修費用をシミュレーションにより算出しました。改築と改修費用に

ついては、表のとおりとなっております。 

改築につきましては、既に事業化されている５校、香櫨園小・春風小・安井小・

西宮養護学校・瓦木中のほかに、最も古い棟や長寿命化に適さない棟を持つ大社

中学校について、改築を検討する予定としています。 

また、改修については、劣化状況調査により、部位ごとに望ましい改修時期とそ

の費用を算出し、学校運営への影響等を考慮し、なるべくまとめて改修するとい

う調整を行いました。 

最後に１４ページをごらんください。今後の検討項目とスケジュールについて説

明します。今回は中間報告として、５次総期間中について、費用シミュレーショ

ンを行いました。今後は４０年間の長期のシミュレーションに取り組みます。 

また、改築や改修の費用が増大することが見込まれることから、延べ床面積の削

減の検討や、少子化に伴う転用可能な教室の活用など、検討していきたいと考え

ております。 

今後のスケジュールについては、１１月に計画の素案を報告し、パブリックコメ

ントを実施します。２月に計画の完成について、所管事務報告を行い、３月にホ

ームページにて公開する予定です。以上で説明を終わります。 

なお、本件については、７月３日の教育こども常任委員会にて、報告することと

なっております。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。 

一般報告の⑤「『西宮市立幼稚園のあり方Ⅱ』について」を、議題とします。 

学校改革調整課長、お願いします。 

  

学校改革調整課

長 

「西宮市立幼稚園のあり方Ⅱ」について、説明いたします。 

平成２７年１月に「西宮市立幼稚園のあり方について」を公表してから３年が経

過いたしました。就学前児童の減少傾向が続く中で、公立幼稚園がどうあるべき

か、どのような役割を担うべきかという視点において、このたび「西宮市立幼稚

園のあり方Ⅱ」を策定いたしました。 
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策定に当たっては、平成２９年度に設置した「西宮市立幼稚園のあり方検討会」

で議論を重ね、平成３０年２月１５日に代表である関西学院大学教授の日浦直美

氏より報告を受け、取りまとめました。「あり方Ⅱ」の方向性につきましては、昨

年１２月の事務局との懇談会でご報告・ご説明させていただいたものと、大きく

変わってはおりません。 

章構成は目次のとおり、５章構成となっております。順番に説明いたします。 

まずは第１章です。２ページをごらんください。 

本市のこれまでの幼稚園教育の歴史を示した上で、あり方Ⅱ策定の目的について、

言及しています。また、近年の公立幼稚園のあり方に関する議論等の経過を、下

の表に示しています。 

第２章からは本市の現状として、３ページから６ページで本市の就学前児童の現

状を、７ページから９ページで公立幼稚園の現状に触れ、特に９ページでは、特

別な支援が必要な幼児を公立幼稚園で受け入れる割合が高くなってきていること

などを示しています。 

１０ページからの第３章では公立幼稚園が担う役割について、目指す方向性とし

て、「地域における幼児教育の拠点的機能を果たす」ということを位置づけました。

その中でも特に三つの役割を担うべきとしました。 

一つ目は「これまで培ってきた公教育の始点として、幼児教育を継承・発展する

役割」、二つ目は「多様な教育的ニーズに対応する拠点としての役割」、三つ目は

「地域との結びつきを生かした子育て支援における拠点としての役割」です。 

１１ページ以降の第４章では、第３章で述べた三つの役割を担うために、本市の

現状と課題を取り上げて、それらに対応する今後のあり方と取り組みについて、

説明しています。 

一つ目の役割、「これまで培ってきた公教育の始点としての幼児教育を継承・発展

する役割」についての説明です。 

幼稚園教育要領等の改正に伴い、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として

培う方向性としての「１０の力」が示されました。これらに対応する教育課程の

編成を進める中で、本市でこれまで継続して取り組んできた保育研究や実践の結

果から培ってきた知識・経験を継承・発展させるとともに、長期的な視点で「幼

児期の教育」と「実践する職員」の「質」の向上に取り組みます。 

また、幼児教育のあるべき姿について、地区の拠点的機能を果たすべく、可視化

された保育に基づく研究の成果などを、公立幼稚園から積極的に発信していきま

す。 
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また、これまで実践してきた「つながり」事業を中心に、小学校との連携を生か

して、幼児期から児童期への縦のつながりを推進していきます。 

二つ目の「多様な教育的ニーズに対応する拠点としての役割」についての説明に

入ります。 

障害者差別解消法の施行に伴い、今後、合理的配慮のもととなる環境整備が求め

られています。公立幼稚園が今後休級・休園が進む一方で、特別な支援が必要な

幼児は増加傾向にあり、公私立で受け入れる体制がますます必要になっています。

その中で、公立幼稚園として平成３１年度から専門性のある支援体制の構築を進

めるため、ソフト・ハード両面において基礎的環境整備を進めていくほか、一部

の公立幼稚園で４歳児複数学級を導入することで、現状の特別な支援が必要な幼

児の受け入れ体制の見直しを図ります。 

また要保護児童の早期発見やその家庭への対応などに対し、関連機関への連携を

進めてまいります。 

また、こども未来センターなどの関係機関との連携を強化する一環として、平成

２９年度から同センターに公立幼稚園教諭を配置し、支援の実務を経験する取り

組みを進めています。 

その研修を受けた幼稚園教諭を配置した園に、特別支援教育のセンター的機能を

持たせることで、支援を必要とする周辺の園の依頼に対して、教育相談・助言な

どの支援ができる仕組みづくりを、既存の特別支援学校の役割と合わせて進めて

いきます。 

三つ目の役割、「地域との結びつきを生かした子育て支援における拠点としての

役割」の説明です。 

就学前児童が減少する中で、平成２７年度に公表したあり方についての中で設定

した休級・休園規定に基づき、公立幼稚園の適正配置を行ってきましたが、今回

のあり方Ⅱを公表するに当たり、廃止いたします。 

また、地域における公立幼稚園のニーズを受けとめながら、地域との結びつきを

生かして、近隣の子育て支援のための保育公開や情報公開を行いながら、幼児期

の教育の研修の場を提供していきます。 

また、前回のあり方について検討するとしていた一時的な預かり保育の検討につ

いて、「園・保護者・地域の結びつき」を生かした現在試行実施中の「おむすび広

場事業」について、同事業は１回２時間程度の短時間で週に１～２回、地域ボラ

ンティアの協力を受けながら実施しておりますが、今後ボランティア人材の安定

確保の課題や応益負担について、整理しながら進めてまいります。 
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１９ページからは保育環境の整備についてです。 

これまでも多く議論されてきた公私間格差の問題について、子ども・子育て支援

新制度への移行に伴い、幼稚園の保育料については９，６００円の定額から、保

護者の所得や子供の人数に応じて支払う応能負担に変更したことや、私立幼稚園

の保護者への就園奨励助成金について、所得制限の撤廃などの見直しをされたこ

とで拡充されたこともあり、制度上は公私の保育料の格差は一定解消してきてい

ます。ただし、現在、国が進めている幼児教育無償化の影響を注視していく必要

性についても、言及しています。 

２０ページからは、保育年数の考え方として、３年保育は基本的に私立幼稚園が

その役割を担うこと、特別な支援が必要な幼児の受け入れ体制の充実を踏まえた

２年保育における一部園の複数学級化などについて言及しております。 

２１ページでは、現状の職員配置の状況を踏まえて、今後の採用の検討などにつ

いて示しています。 

２２～２３ページでは、認定こども園についての公立幼稚園の考え方の整理とし

て、現状で３歳児の受け入れが課題となっている生瀬地区を念頭に、現状分析と

課題について取り上げております。 

基本的な考え方としては、３年保育を私立幼稚園が担ってきた経緯から、まずは

民間による認定こども園の整備を前提とした検討を進めるものの、民間が担えな

い場合については、公立施設がその役割を担うとしています。また、生瀬幼稚園

が塩瀬ブロックにおいて、１６ページに記載がございます「中ブロックに原則１

園」として残すとした経緯も含めて、同地域におけるセーフティネット機能が維

持されるように、配慮する必要があるとしています。 

また、休級・休園後の施設の活用については、幼児教育無償化の影響による幼稚

園ニーズ及び保育ニーズの動向に注視しながら、市長事務部局とも協議の上で、

地域の子育て支援施設も含めて、活用方法についての検討を進めていくこととし

ています。 

最後に２４ページには、本計画の期間を平成３０年度からの５年間としておりま

す。この間に、幼児教育無償化などによる保育環境の変化が予測されるため、定

期的に状況を注視するとともに、総合的な検討を行うとしています。２０２１年

以降に新たな幼稚園のあり方を検討していく考えです。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、ご質問ありませんか。 
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前川委員 お願いを一つしたいと思います。全体見て、非常に印象的だったのは、今後のあ

り方と取り組みというようなタイトル、項目を起こして、具体に盛り込んでいる

と。ここまでくるには、随分いろんなハードルがあったと思います。非常にわか

りやすく見させていただきました。 

それでお願いというのは、これまでの戦後からの経緯ですよね。市だけじゃなく

て、民間の方、市民、いろいろな方が就学前の子供たちの成長を願って、考えを

寄せ合ってきた。それから子供たち、家庭を支えてきたと。その経緯と、それか

ら数々の審議会を踏んでいます。それらの審議を踏まえた取り組みの実績。そう

いうことを振り返って考えたときに、そういう考え方はひとつ大事なんですけど

も、公私を超えて僕はパートナーシップを、就学前教育保育については、みんな

が心寄せ合ったような気がします。ですから、公私が共存しないといけないとか

が最初にあるのではなくて、みんなでパートナーシップを発揮して、ここまでや

ってきたと。その中で、公立は公立で必要な価値を担うべきだと。複数学級も考

えていきたいなど、パートナーシップを失ったら対立するというか、何かそうい

う関係になるので、ぜひこれからも教育委員会事務局としては、就学前教育保育

については、パートナーシップがみんな大事にしてきた財産としてあるというこ

とを念頭に置いた推進を図ってほしいなと、個人的ですけれども、そういうお願

いをまず一つしておきたいと思います。 

それで、教育委員になってから、近隣市町の教育委員さんと、この就学前の教育

保育の各市の取り組み状況について、個人的に交流を図ったことがあるんですよ。

そうすると、３年、５年たてば、全く前立てた計画と違う状況が地域・エリアに

よって起こってしまっている。ですので、スパンと将来を見据えたときに、大き

な道を開くというよりも、しっかりその状況を見据えて、どっかスパンを区切っ

た、そういうことを、手間かかりますけれども、進めないと前に言ったことが、

あれは何だったというようなことになってもいけませんので、今回提案いただい

たように、あり方Ⅰは廃止する。Ⅱを３年後にはもう一度見直すと。これらにつ

いても、とてもよいことだなと思いました。 

お願いばかりになりますけど、また聞いていただいた中でよいところがあれば生

かしていただきたいと思います。以上です。 

  

岩本委員 よろしいですか。少しお聞きしたいんですけれど、この新しいあり方Ⅱは、どの

方まで公表されるのかっていうのを知りたかったのと、あと一点は、こども未来
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センターとの連携を今後も図っていくということを書かれてますが、そのこども

未来センターは、以前にやはり相談や療育がすごく時間がかかるというふうに伺

ってますので、こども未来センターの方の機能の充実も、こことは直接関係ない

んですけれども、お願いしたいなと思いました。以上です。 

  

学校改革調整課

長 

ご質問にあった、公表の範囲なんですけれども、これも議会の教育こども常任委

員会にて所管事務報告を行った後に、市政ニュース、それからホームページ等で

公表していきます。市民に対して公表していく形には予定しております。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

なければ、一般報告の⑤を終了します。 

一般報告の⑥「第５次西宮市総合計画素案について」を、お願いいたします。 

教育企画課長、お願いします。 

  

教育企画課長 第５次西宮市総合計画素案について、ご報告をいたします。 

この件につきましては、平成２９年１２月２０日の教育委員会会議においても、

ご意見を頂戴させていただきました。 

今回、平成３０年７月３日の市議会常任委員会におきまして、添付しております

資料にて所管事務報告を行いますので、改めてご報告を申し上げます。 

なお、ご覧いただきましたとおり、内容が多岐にわたり、かつ分量も非常に多い

ため、本日は要点を絞って、ご報告をさせていただきます。 

資料①から資料⑧まで、お配りしている資料は８点ございます。 

今回の市議会への報告で主に使用するのは、資料②と資料③、それから資料④の

後半部分となります。 

資料②は、５次総の基本計画部分で、施策の目的と取り組みを体系的に整理した

ものでございます。 

資料③は、基本計画の具体的な内容を定めたものでございまして、前期５年、後

期５年の計画期間に合わせて、前期アクションプランでは、平成３１年度から３

５年度の取り組みを示しております。 

それから資料④は、収支見通し及び事業計画でございます。前半部分は事業計画

の全体像及び財政フレーム、後半部分に各事業計画の概要を記載しています。 

なお、参考までに、資料①、⑤、⑧につきましては、主に政策局が総務常任委員

会において説明を行いますが、資料①は、基本構想部分となりまして、３月２８
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日に総合計画審議会へ諮問した内容と、同じものとなります。 

それから、資料⑤につきましては、地域別アウトラインであり、地域ごとの現状

と課題、主な取り組み予定をまとめたものとなっております。 

資料⑥と資料⑦につきましては、４次総の実績関係の資料となっております。 

それから、資料⑧、最後に全体スケジュールがございますが、平成３０年７月２

５日よりパブリックコメント、７月２８日より地域別説明会、また、総合計画審

議会での審議等を経て、平成３１年３月市議会での議決を目指して進めてまいり

ます。なお、本市では、総合計画の教育委員会所管分を、教育基本法に基づく「教

育の振興のための施策に関する基本的な計画」として位置づけております。 

それでは、分量が非常に多いため、資料の個別内容の説明は割愛させていただき

ますが、ひとつ文化財の例をとって、市議会での説明の流れについて申し上げた

いと思います。 

それでは、教育委員会所管分の基本計画について、ご説明をさせていただきます。 

資料②の５ページをお開きください。 

第４部「都市の魅力・産業」につきましては、ＮＯ．１８「文化芸術」において、

「全ての市民が文化芸術とのかかわりによって、心の豊かさを実感しながら、住

み続けられるまちをつくる」ことを目的として、「④文化財の保存と活用」を取り

組み内容として、挙げております。 

部門別計画につきましては、「西宮市における文化財の保存と活用に関する総合

的な計画」を策定しております。 

続きまして、資料③「アクションプラン」から現状と課題を、資料④「収支見通

し及び事業計画」より、主な事業計画について、ご説明をいたします。 

資料③、アクションプランの４６ページをお開きください 

４６ページ、ＮＯ．１８「文化芸術」では、現状と課題といたしまして、西宮市

における文化財の保存と活用に関する総合的な計画に基づき、調査・保存・活用

等、文化財の保護を推進しているが、文化財保護法改正を踏まえて、専門化・多

様化する文化財保護行政の推進体制を構築する必要がある。 

また、地域ごとに文化財を調査・把握し、地域住民が参加しやすい文化財保存・

活用の取り組みや、文化財に対する市民の学習やボランティア活動のニーズに対

応するとともに、文化財保護施策をまちづくりに生かすことが必要である、を挙

げております。 

次の４７ページに取り組み内容を記載しておりまして、④「文化財の保存と活用」

では、文化財保護体制の整備と展示等、施設の充実に取り組む。それから、西宮
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市における文化財の保存と活用に関する総合的な計画の見直しの際に、文化庁が

進める、地域における文化財の総合的な保存・活用の方針等を定めることにより、

文化財を生かしたまちづくりを推進する、を挙げております。 

続きまして、ＮＯ．１８の「文化芸術」における主な事業計画についてご説明い

たしますので、資料④の１１ページをお開きください。こちらに事業計画を載せ

ております。ＮＯ．１８「文化芸術」では史跡等の整備を実施する予定としてお

り、事業費としては 2億 4,600 万円を計画しております。 

というような流れで、それぞれの施策につきまして当日説明を予定しております。 

今後、平成３１年３月市議会での議決を目指して進めてまいりますので、また随

時、ご意見等お伺いをさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたしま

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。 

資料が膨大なんですけれども、本件にご意見、ご質問ありませんか。 

  

岩本委員 ざっとですけれども、少し教育委員にかかわりのあるところを見させていただい

たときに、多分これからいろんな方にご意見いただいたり、パブリックコメント

をもらったときにもそういうご意見があるのかな、と思うんですけれども、資料

③の１３ページの中で、真ん中より少し下のところで、「平成２７年こども未来セ

ンター開設し、支援には取り組んでいるが、発達障害や不登校など、支援の必要

な子供は増加傾向にあり」というふうに書かれています。それが現状と課題です

よね。そのページに、取り組み内容というところがあるんですけれど、発達障害

の子に対する取り組みについては具体的なことも書かれてるんですが、不登校に

対する支援というのが、私も教育委員になって、いろんな市の方ともお話しした

り、記事とか世間の状況を鑑みたときに、不登校に対する対応については、ここ

にも余り具体的なことが書かれていないなというのがありましたので、そういう

ご意見もいろんなとこから出るのではないかなと思うので、またそれについても

考えていただけたらなと思いました。 

それは次の７番のところにもやはり不登校のことが書いてあるんですけれども、

それについても余り具体的な対策が余り書かれてないのが少し残念だと思いまし

たので、これができるときには、何か具体的な対策がなされたらなと思います。 

  

前川委員 １５ページの７番、学校教育ですか。 
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岩本委員 最初言ったのが１３ページだったので、その次の１５ページのところの。 

  

重松教育長 １５ページの一番下です。いじめや不登校の。 

  

岩本委員 いじめや不登校というのが載っていて、多分対策は１７ページの⑤のいじめ防止

っていうところ書いてあるんですけど、そこにも不登校の子に対する対策はあん

まり書かれてないので。ソーシャルワーカーやスクールカウンセラーぐらいの対

策。あんまり踏み込まれたことが書かれてないのでね。 

  

教育企画課長 総合計画でございますので、どこまで具体的なことを書くかという点はございま

すが、また検討させていただきたいと思います。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

なければ、この報告を終了させていただきます。 

次に、一般報告の⑦「児童・生徒の状況について」を議題とします。 

特別支援教育課長、お願いします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 はい。ほかに何かありますか。 

なければ、一般報告の⑦を終了します。 

次に一般報告の⑧「児童・生徒の状況について」を議題とします。 

学校保健安全課長、お願いします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。  

なければ、これで一般報告の⑧を終了します。 

以上をもちまして、議題は全て終わりました。 

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。 
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 （終了） 

 


