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教 育 委 員 会 議 事 録 
 

（平成３０年度 教育委員会 第４回定例会） 

開会 平成３０年７月１１日（水）        閉会 平成３０年７月１１日（水） 

午前９時００分                 午前１０時１９分 

  場所 西宮市役所東館 801・802 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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八橋 徹 

上田 幹 

津田 哲司 

佐々木 理 

薩美 征夫 

河内 真 

山下 博之 

石飛 弥生 

中島 貴子 

坂井 真紀 

谷口 麻衣 

学校改革推進課長 

学校教育課長 

学校教育課 係長 

学校保健安全課長 
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奥谷 和久 
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木田 重果 
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瀧井 佑介 

犬丸 周之 

永田 健 

中西 正一 

柴田 あかね 

 

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 20 号 西宮市特別支援教育審議会委員の解嘱及び委嘱の件      （特別支援教育課） 
議案第 21 号 「西宮市立幼稚園のあり方Ⅱ」策定の件           （学校改革調整課） 
報告第 13 号 平成 30 年度西宮市一般会計補正予算（第 2 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） 

＜一般報告＞  

一般報告① 学校施設補強コンクリートブロック造等の塀及び通学路の緊急点検結果について 
                             〔学校管理課・学校改革推進課〕 
一般報告② 平成 30 年度社会教育委員会議への諮問書提出について       〔社会教育課〕 
一般報告③ 幼稚園幼児指導要録（指導に関する記録）の改定について     〔学校教育課〕 
一般報告④ 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 13 回（平成 30 年 6 月）定例市議会における代表質問及び一般質問の答弁について 
                                     （教育総務課） 

 

以 上  

 
 

傍 聴 ０名 
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重松教育長 

 

 

 

 

それではただいまより、平成３０年度第４回教育委員会定例会を開催します。 

議事録署名委員には、前川委員を指名します。よろしくお願いします。 

初めに、５月９日の定例会及び５月１６日の臨時会について、議事録の承認を行い

ます。議事録は既にお手元に送付し確認していただきましたが、簡単な字句の訂正

を除き、承認してよろしいでしょうか。 

  

 (異議なし) 

  

重松教育長 異議なしと認め、承認します。 

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。会議は公開が原則ですが、「一般報告の④」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。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。 

では初めに、私から報告をさせていただきます。 

いよいよ学習指導要領が本格的に移行措置になって実施されているわけですけれ

ども、その中で、「主体的、対話的で深い学び」ということがあります。その「主

体的、対話的で深い学び」のために必要なこととして、最初に知識を得る、技能を

きちんと習得させること。それをもとにして、思考力、判断力、表現力を育成する

こと。最後に学びに向かい合う人間性等で涵養を高めることというのが、三つの目

標に上がっています。 

知識及び技能については、学校の授業の中でやっていくことができますけれども、

特に問題なのは、その思考力、判断力、表現力をどう育成するかということにかか

わってきます。その判断力というのが特に難しい状況があって、いろいろな事を調

べてみますと、判断力というのは、何かを教えたからできるものではない。知識や

技能を習得する中で、自分がいろいろな情報などをとっていきながら、体験や経験

を通して、育成していかなければいけないというのが判断力なのだそうです。です

から、判断力をきちんとつけるためには、自分が主体的に考えながら経験を積んで

いって、失敗や成功などいろいろあった中で、こうすればいいんだなということが

あって、自分の方針を決めるということが非常に大事だということが言えるわけで
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す。 

この判断力については、今回、ノーベル賞をとったリチャード・セーラーとか、そ

の前のダニエル・カーネマンとかいう行動経済学の中で、判断力というのが出てき

ます。人間の中には、その判断力がいろいろあるんですけれども、判断するときに、

カーネマンというノーベル賞をとった行動経済学者の説では、人間の判断にはシス

テム１とシステム２があって、システム１は、直感である程度判断をしている、シ

ステム２の方は、じっくり思考をして物事を考えるという、そういう二つのシステ

ムがいつも働いている。基本的には、システム１の方が優位というか、いつも働い

ているということだ。それはなぜかというと、人間一人ひとりじっくり考えをして

行動をしているわけではなくて、見た瞬間に、「あ、こっちだ、こっちだ」という

ように、例えば「水が飲みたい」と思ったら、「あそこの水道、ここなら水が飲め

る」ということを判断しており、日常の生活の中で、判断というのはいつもやって

いることです。その中で一番いいものを、自分でやっている、そういう意味で言う

と、じっくり考えて判断するということよりも、直感で判断しているということが

非常に多くある。 

ですから、その直感で判断するときの、判断の基準というのが必ず人間にはあるは

ずだというのです。どんなふうに判断しているのだろうということで、その行動経

済学や経済に限ったというわけではないですけれども、どんな判断をしたかという

ことをいろいろ調べていく中でわかったことは、要するに人間は、「損か得か」と

なったときに、必ず損をしないように判断するということがある。例えば、２万円

お金を持っていて、ここでさいころを振って、その２万円が幾らかお金がふえます。

例えば偶数が出たら、２万円が４万円になります。そのかわり奇数が出たら、全部

なくなっちゃいます。ただし、何もしなかったら、あと５，０００円あげますよと

言ったらどうするかと言ったら、絶対に損をしないので、もうそれは「さいころを

振るよりも５，０００円もらう方がいい」というのが、ほとんどだそうだそうです。

同じように、今２万円あるけれども、さいころを振らなかったら５，０００円をと

られますよと。無条件で。さいころを振って偶数が出たら、それが倍になりますよ

と。奇数になったら、今持っている２万円も全部とられちゃいます。どれ選びます

かと言ったら、「いや、何もなくて５，０００円とられるのであえれば、さいころ

振ろうか」というのが人間の心理なのだそうです。そのように判断をしている。 

それから、また、今度は「良いか悪いか」といったときに、悪いイメージのものに

ついては選択しない。例えば、この手術をすれば、９５％成功します。で、もう一

つは２，０００人のうち１００人が死亡します。答えは同じことを言っているので
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すが、ただ、９５％が成功する手術と、２，０００人のうち１００人が失敗する手

術を「どうしますか」というふうに聞かれたら、９５％成功するといったら、「も

う、そうやったらやりましょう」というようにほとんどがなるということです。と

ころが、次に「２，０００人のうち１００人が亡くなるかもしれませんけど、いい

ですか」と言われると、「いや、ちょっとそんな手術だったらやめようかな」とい

うふうに判断するのだそうです。 

人間が行う判断、考え方には、そのような特徴がある。ですから、その判断すると

きに、さっき言った９５％成功するのも、２，０００人のうちに１００人死ぬのも

同じじゃないかと。それだったら、同じだということが、きちんと判断できたら、

逆に言えば、だまされるとかいうこともないということになります。 

そのように、直感できちんと判断できるようにする、直感が働くようになるために

は、かなりの経験とか体験だとか、をやっておかなければいけないと思います。行

動経済学の中でも、消防士があるとき、火災になっているビルの部屋に入ったそう

です。そして、台所のところから出火していたので、最初、「あ、これは台所が出

火元だ。」と言ったときに、その消防士の班長が、「いや、これ違う。おかしい」何

か直感で変だと思って、「みんなすぐに逃げろ」と指示したら、床が全部どーんと

落ちたそうです。なぜかというと、下の方から燃えていたのだそうです。台所では

なく、地下のところが爆発物があって燃えていたので、床が落ちそうだということ

を直感したのだと。そういう直感は何でできたのかというと、やはり日ごろの訓練

だとか、消防士がいろいろな火災現場に行ったときに、いろいろな状況をきちんと

把握していた。それがいつもずっと経験の中にあるので、そういう判断ができたの

です。 

同じようなことは、例えば、有名な彫刻家や美術館の人が、その彫刻、彫像作品が

本物か、にせものかということを判断するときに、ぽんと見た瞬間に、「何かおか

しいよな、これ、偽物のような気がするのだけれども。何かおかしい」などといっ

た理由を、何がおかしいかというのがよくわからないけど、というのは、それは、

いつもやはり彫像を見ていて、いろいろなものをずっと歴史的に研究していてとい

うのがあり、初めてそれがわかるのです。 

同じようなことは、チェスなどでも、いろいろな局面、場合を全部想定していると、

パッと局面を見たときに、「あ、あとこれ何手で詰むよ」という、将棋の人でも、

そういうことがありますけれども、そういう直感が働くようになる。そういう直感

が、きちんと働くようになれば、さっき言ったシステム１とシステム２のときに、

システム２がわざわざ出てこなくても、きちんとした判断ができるんだと。そうい
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うことが大事なのではないでしょうか。 

そのような直感でさっとやらなきゃいけないというのが、言われています。それで

言うと、何か事故が起こったときに、「あ、大変だ」「ちゃんと救急車を呼んで助け

てあげなきゃ」というふうになるか、「いや、逃げよう」というふうになるのかと

いうときに、やはり判断力が働いているので、これは結局、道徳の時間なんかにも、

これは非常に大事なことになるのかなということと、このような判断力をつけるた

めに、学校の授業をどう変えなきゃいけないかということに、かかわってきます。 

その中で言われているのは、課題を与えて、課題を子供にすぐ解かせるのではなく、

その課題自体を解決するために、どのようにすればいいんだとかいうことを子供に

考えさせるとか、解いてみて、なぜ失敗した、なぜ成功したのかということをきち

んと分析させるだとか、成功した場合は、何でこれはうまくいったのかということ

を判断させるだとかしないと、だめなのです。そのことを繰り返すことによって、

判断力が子供についていくということを、言われています。 

判断をするためにはどうするかというと、さまざまな知識、自分が持っているいろ

いろな情報をもとにして、どういうふうにすればうまくいくかということを、日ご

ろからずっと積み重ねていく必要があります。それを積み重ねていくと、判断がき

ちんとできて、失敗をしないということがありますし、それからまた他人の意見を

聞いて、自分のものと比べてみてどうだとかということも非常に大事です。また、

ある意味、非常に柔軟性を持った考え方ができるかということが非常に大事です。 

今回、その判断力をどうつけるかということにかかわって、これから学校の授業も

それぞれ工夫してもらわなければいけないということ、あわせて先ほど言ったよう

に、道徳の授業のときにきちんと判断ができているか、できていないかということ

を経験や体験をもとに考えることをやっておかなければいけないのかなと思いま

す。 

この行動経済学は、これからさらに発展していって、例えば、商品を並べるときに、

一番売れる商品を入り口のところに並べておいたら、それにかかわって物が売れる

だとか、それからある物を売るときに、一番売れているものと一緒にセットにして、

横に置いていると売れるだとか、そういうことは全部、ここからきています。です

から、テレビなんかで、「あと、３０分でこの商品なくなりますよ」という、その

３０分が大事であって、それから、「きょう電話してもらうと、たくさんの商品を、

これに何かをつけます」「２，０００円が１，８００円で」とか「半額の１，００

０円になりますよ」などと放送しているのは、全部、この行動経済学からきていま

すので、もともとは社会心理学が行動経済学になって、第一世代の３人がノーベル
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賞をとっていますので、そういう意味では、この理論、考え方というのは、学校の

授業の中にも、役に立っているのかなと思えます。また、こういうものを、学校の

授業の中に取り入れていきながら、子供たちに興味、関心を持ってもらって、きち

んとした判断力を養うということが大事かなと思いましたので、少し紹介させてい

ただきました。以上です。 

では、これに特に何かございませんか。 

  

西川委員 

 

少し感想ですけれども、今、先生のお話をお伺いしてよくわかりましたが、学校の

中で何を教えるべきかという基本的な問題だと思いますけれども、例えばこの前の

新幹線の中で、刃物をもって暴れた男を止めに入って殺された人がおられました

ね。あれも、ある意味で助けなくてはいけないという判断をなさったわけです。 

でも、あのときに逃げておれば、助かったわけですよね。では、どちらが正しかっ

たのか。そういうところを損得で考えれば、逃げるのが絶対得なわけです。あのと

きに逃げても誰も別にそれを非難する人はいないと思います。しかし、あえてそれ

を止めて、助けようとした。それで死んでしまったというようなことを、例えば一

つ事例として子供たちにどういうふうに教えていったらいいのか。逃げるのが正し

いのだ。だから何か人が困っていても助けなくてもいい、とにかく自分の身さえ助

かったらいいというふうに教えた方がいいのか、それとも、いやいや、それは絶対

自分の命を捨ててでも救わないといけないというふうに教えるべきなのか。 

極端な話ですけれども、そのあたりのところ、非常に微妙なものがあるので、今、

先生のお話をお伺いして、では自分が現場に立ったときに、どのようにあの事例を

教えたらいいのかとかいう思いが浮かんでまいりましたので、少し話させてもらい

ました。 

  

重松教育長 ありがとうございます。ほかにはございませんか。よろしいですか。 

では、議案第２０号、「西宮市特別支援教育審議会委員の解嘱及び委嘱の件」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２０号、「西宮市特別支援教育審議会委員の解嘱及び委嘱の件」ついて、ご

説明いたします。 

保護者代表の松井仁美委員の依頼人による解嘱と解嘱に伴い欠員が生じるため、新

たに野田八潮氏を委嘱するものでございます。 

任期につきましては、前任者の残任期間、平成３０年７月１４日より平成３１年７
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月１３日となります。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２０号、「西宮市特別支援教育審議会委員の解嘱及び委嘱の件」については、

原案のとおり可決で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２１号、「『西宮市立幼稚園のあり方Ⅱ』の策定の件」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 

議案第２１号、「『西宮市立幼稚園のあり方Ⅱ』策定の件」につきまして、ご説明を

申し上げます。 

この件につきましては、６月１３日の定例会で、一般報告をさせていただきました。

その後、７月３日の教育こども常任委員会で所管事務件報告を行い、議会に対し説

明を行いました。 

変更を必要とするような意見、要望等もなかったことから、原案のとおり策定いた

したく、今回、議題として挙げさせていただきました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

  

重松教育長 はい。説明は終わりました。 

これより質疑討論に入ります。 

本件にご意見、ご質問ありませんか。 

  

側垣委員 策定後、この冊子としてまとめられるのでしょうが、これはどのような形で、配付

されるのでしょうか。 

  

学校改革調整課

長 

 

広報の方法といたしましては、まず市政ニュースに記事を載せまして、この本体の

部分に関しては、ホームページで掲載させていただいて、あと概要版を作成いたし

まして、それを印刷して、各支所等に配付させていただく予定をしております。以
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 上です。 

  

側垣委員 幼児教育にかかわる機関、組織等、例えば私立幼稚園、民間保育園など、そういう

ところにも少し積極的に配付していただいた方がいいのではないかと。今後の幼児

教育全体を考えるときに、市として、このような考え方でやっているのだというこ

とを理解していただいた方がいいのではないかと思うので、もし、できましたら、

そういうのもお願いしたいです。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

ではなければ採決に入ります。 

議案第２１号、「『西宮市立幼稚園のあり方Ⅱ』策定の件」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。よって原案は可決されました。 

報告第１３号、「平成３０年度西宮市一般会計補正予算（第２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（第２号）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。 

６月１８日に発生いたしました大阪北部地震によって、高槻市においてブロック塀

が倒壊し、女児が死亡するといった事故がございましたが、本市では、これを踏ま

えまして、全校一斉にブロック塀の緊急点検を実施いたしました。 

点検結果等の詳細につきましては、この後の一般報告で担当課から説明させていた

だきますが、建築基準法に抵触するものや、通学路などの動線に接するブロック塀

につきましては、緊急性の高いものから優先的に撤去し、フェンス等に取りかえる

ことといたしました。このたびの補正予算（第２号）は、これらの工事費について

計上するものでございます。 

ここで、補正予算案の説明に入る前に、２点お断りを申し上げます。 

まず、１点目としまして、本来、予算案の提出に当たっては、議案として委員会に

付議し、教育委員会として意見を決定する必要がございます。しかしながら、この
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たびの事案に関しましては、早急に対応すべきものと考えており、６月議会の閉会

前に、補正予算を追加提案する必要がございました。よって、規則に基づく教育長

の臨時代理により、６月２９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。 

次に、２点目といたしまして、新聞報道等で既にご存知かもしれませんが、前回、

６月の定例会でご承認いただきました補正予算（第１号）につきましては、否決さ

れております。否決となった主な理由は、政策局所管の外部有識者から政策に関す

る助言を受けるための謝金２７０万円について、内容や効果に疑念が残るといった

こと。また、産業文化局所管の阪神西宮駅に酒蔵観光の情報発信拠点を設置するた

めの運営費５９８万円につきましては、事業の見通しが甘いといったことなどが指

摘されたわけですが、否決されたことによって、議案書に掲載する補正前、補正後

の額が一部変わっております。今回は、教育長の臨時代理によって、６月２９日に

決定した内容、すなわち変更前の額で、ご説明いたしますので、ご了承ください。 

それでは、補正予算案の説明に入ります。概要のみとさせていただきます。 

資料の１ページ目をご覧ください。 

補正予算は、総額で８，７６２万４，０００円を増額し、補正後を２０７億３，０

３２万円とするものでございます。 

２ページをお願いいたします。 

歳出補正予算の明細でございます。ブロック塀改修工事に係る施設整備改修工事費

の中学校施設整備事業費で２，４１６万円、特別支援学校施設整備事業費で８４６

万５，０００円、高等学校施設整備事業費で３，１６１万円、幼稚園施設整備事業

費で２，３３８万９，０００円、これらをそれぞれ増額いたします。なお、小学校

の施設整備改修工事費につきましては、既決予算での対応が可能であるため、今回

は計上しておりません。本件につきましては、７月９日の本会議におきまして、既

に可決されておりますので、ご報告いたします。 

最後に、先ほど申し上げました補正予算（第１号）が否決されたことにつきまして

は、内容を精査し、改めて上程するために、市議会の臨時会を開く方向です。８月

１日を中心に調整にあたっているようですが、議決日が遅れることによって、教育

委員会の今後の事業にも１件、影響がございました。社会教育委員関係事業経費で

計上していた、教職員を社会教育主事講習に派遣するための経費９万６，０００円

についてですが、これは７月２３日までの支払期限に間に合わないことから、補正

予算への計上を取りやめることといたします。 

臨時の市議会は８月１日になると思いますが、教育委員会の日程と合わず、付議が
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間に合わない場合、恐らく間に合わないと思いますけれども、その場合は、教育長

の臨時代理により、決定をさせていただくことになってくると思いますので、報告

が事後になりますことを、御了承ください。 

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 はい。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。よろしいですか。 

なければ採決に入ります。 

報告第１３号「平成３０年度西宮市一般会計補正予算（第２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 異議なしと認めます。よって報告第 13 号は承認されました。 

次に、一般報告の①、「学校施設補強コンクリートブロック造等の塀及び通学路の

緊急点検結果について」を議題とします。 

学校管理課長よろしくお願いします。 

  

学校管理課長 それでは、一般報告①、「学校施設補強コンクリートブロック造等の塀及び通学路

の緊急点検結果について」のうち、学校施設について報告します。 

１ページをご覧ください。 

平成３０年６月２０日から２２日までの３日間をかけまして、小学校、中学校、特

別支援学校、高等学校、幼稚園の合計８２校園全ての調査を行いました。 

点検項目は３番に記載のとおり、壁の高さ、厚さ、控壁の有無、間隔、突出の長さ

などで県から緊急点検依頼のあった項目となっております。 

調査方法は外観調査で計測、打診、触診を行いました。 

調査結果につきましては、５番の表のとおり、合計欄の全校８２施設のうち４９施

設で不適合箇所がございました。 

不適合の内容としましては、建築基準法に規定される高さ超過のものや、控壁の間

隔が基準を超えるもの及び控壁がないものなどでございます。 

対象箇所数とは、調査したブロック塀の数ですが、計１６４カ所のうち、不適合箇

所数は下記※印のいずれか一つでも不適合があるもので計１３２カ所となってお
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ります。 

今後の対応としましては、今回確認された１３２カ所のうち、通学路や歩道等に面

した８９カ所のブロック塀を優先的に撤去し、フェンスを取りつけるなどの工事を

実施します。 

残りのブロック塀につきましては、他の公共施設や通学路などの調査が、現在進行

中でございますので、調査結果の全容が出てから、全市的に優先順位をつけ対応す

ることとなる予定です。 

なお、特に緊急度の高い学校として、春風小学校、南甲子園小学校、上甲子園中学

校につきましては、既に撤去に着手をしております。 

次に７番の改修の費用についてですが、特に優先度が高いと判断されたブロック塀

を改修する費用として、合計約２億７，７００万円が必要となります。 

６月補正の計上額としましては、小学校及び中学校については、一部、既決の予算

での対応が可能であるため、この改修費用は、実際の補正予算と異なるものとなっ

ており、補正額は合計で８，７６２万４，０００円でございます。 

学校施設の緊急点検結果の報告については以上でございます。 

  

重松教育長 次に、学校改革推進課、お願いします。 

  

学校改革推進課

長 

引き続き「通学路及び学校園周辺の緊急調査結果」について、６月３０日現在での

ご報告をいたします。 

２ページをご覧ください。 

６月１８日の大阪北部地震を受け、幼稚園から高等学校までの市立８２校園を対象

に、通学路の状況把握について緊急調査を実施いたしました。 

調査内容は、通学路及び学校園周辺において、地震前後で変化のあった箇所、及び、

地域保護者から情報のあった箇所について報告をいただいております。 

２２校園から「異常あり」との報告がございました。報告のあった事例といたしま

しては、「ブロック塀のひび割れや傾き」に関するものがほとんどでございました

が、中には「階段側面の石垣のひび割れ」等に関するものもございました。 

報告のあった情報につきましては、直ちに建築指導課等と情報共有し、危険かどう

かの調査や判定、及び所有者に対する指導等の対応へと繋いでおります。 

明らかに損壊が激しいような場合は、緊急な対応としまして、コーンやバリケード

が施されますが、今のところ、向かい側の歩道を通るなどの対応により、大幅に通

学路の変更を余儀なくされたという報告はございません。 
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今後も引き続き、学校園からの情報収集に努めるとともに、担当各課と連携し、個

別の事案に対しましても、対応の方をしてまいります。 

さらに、必要に応じて、学校園への情報提供を行うとともに、通学路の変更等につ

いても指導を行ってまいります。 

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 一つ、教えていただきたいのですが、報道などによりましたら、こういう点検をす

るときに、資格をもたない人が点検していたなど、こういうことが載っていたりす

るのですよ。 

私、以前の教育委員会会議のときに、事務局の方は、各学校園に対して非常に丁寧

に専門性を発揮して、打診の検査であるなど、こういうことをやってもらっている

ことについて、感謝の意を伝えたのですが、これって今回、表に出たことで、私が

心配するのは、そういうきちんとした専門家なり資格をもっている人が、検査をす

る仕組みが、今の点検が事務局だけで今後できるのかどうかが、全くわからないの

です。きょうの説明の中には、建築指導課、要するに本庁の方のお力も借りるとい

うことですけれども、そのあたり、今後の見通し、専門性を発揮しようにも今の体

制など、そこでは非常にハードルが高いかどうかなど、このあたり少し聞かせてい

ただきたい。これが質問です。 

もう一つは、お願いですけれども、今回、非常に残念なことに、お子様が亡くなっ

てしまわれたことがありましたけれども、この日の時間帯というものは、例えば、

用務員さんが、８時１５分からの作業に備えて準備をしている。それから、チーフ

調理員が出勤して、その日の調理の段取りなど確認を給食室でしている。これが、

一人の単独作業をしている時間帯にありました。 

実際に、たまたまこの日ですけれども、あちこち様子を外から見たりすると、たま

たまそういう単独業務を、この時間帯にされている方と、偶然お会いしました。そ

のときに、大変調理室で怖い目をしたとか、作業室の中で、揺れたときにいろいろ

なものが落ちてくるなど、こういうような状況を改めて各学校はつかんだと思うん

です。 

職員の無事、安全は、管理職が十分気を配るところではありますけれども、この時

間帯に出勤していて、単独業務に当たっている可能性のある人、これって、例えば

学年なら、学年の先生「みんな、無事か」など、こういうことはパッと動けそうで
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すけれども、一人の人がどこで何をしているかということが、盲点になってはいか

んなと思ったので、このあたり一緒に情報共有というか、大切さを共有できたらな

という思いで意見を述べさせてもらいます。 

少し１点目の質問のところは、お願いしたいと思います。 

  

学校管理課長 今回は、緊急点検調査を行いましたが、土木局の学校施設保全課、建築担当の方と

回りました。あと、今後は、今、入札に向けての準備中ですけれども、業者と詳細

調査ということもしまして、どういった方向で安全な改築、改修をするのかという

ことで、また詰めていくということになっております。以上です。 

  

前川委員 各学校への定期的な点検など、そういうあたりのことを。 

  

学校管理課長 定期的な点検としましても、建築基準法上の１２条点検等がありますけれども、ち

ゃんと専門性を持った職員が行っております。 

  

前川委員 これまでの体制と同じ体制で、しっかりと点検がいけそうですか。 

  

学校管理課長 はい。 

  

前川委員 わかりました。よろしくお願いします。 

  

重松教育長 今のことにかかわってですけれど、先ほど前川委員から言われたように、地震の時

間帯がちょうど微妙な時間帯でして、子供は家から出ているけれども、まだ学校に

着いていないという子供もいれば、まだ家にいた子供もいたと思います。逆に学校

に着いている子供もいた。 

そのときに、一応、方針は５弱であれば、保護者に連絡して連れて帰ってもらう。

学校を休校にするか、それともそのまま続けるかというのは学校長の判断というこ

とになっています。そうすると、芦屋と伊丹は、もう一斉に教育委員会で閉鎖した。

ところが、西宮の場合とか尼崎は、学校長の判断でやったと。そうすると、阪神間

の中でばらばらになったのが、考えてみたら、芦屋は震度５弱じゃなくて４で、西

宮は５弱でした。４は休んだ。うちは５弱でしたから、一応、判断としては、西宮

の区域は校長の判断ということでしたが、そのときにどうするかということで、一

斉にやはり休校にした方がいいのかということと、でもやはり地域性があって、そ
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れほどひどくないところもあったし、それから、地震によって交通が全部とまって

しまったので、保護者の方は、仕事に行っていると、電車の中で閉じ込められてし

まって、迎えには行けず連絡もつけられないということになるので、それに対して

はどうするかという問題も起こってきます。非常に微妙な時間帯だったので、どう

対応するかというのは、今後、委員会としてもう一度、検討し直さないといけない

と思っています。 

それと同じようなことが、今度は帰りがけの時間に同じように起こったときにどう

するかと。帰していいのか悪いのかという問題も起こってきますし、保護者に迎え

に来てもらうとなると、当然、保護者で仕事に行っている人はたくさんいますので

なかなか難しい問題です。現に芦屋でも、休校にしましたけれども、結局、子供は

引き取ってもらえない、連れて行ってもらえなかったので、結局５時、６時ごろま

で学校で預かったという実態もあります。ですから、報道の中でも賛否両論ありま

したけれども、これは今後も難しい課題です。 

今回の長雨みたいに、明らかにこれからこういうふうになるのでとか、台風だった

ら、休みというふうにできますけれども、地震の場合はいつおこるかわからず、一

瞬できますので、どうするのかという判断は難しいなと思っています。それをどう

するかという問題は、これから少し大きな課題かなというように思っています。 

また、いろいろな状況があるので、これから教育委員会としても少し検討していか

なきゃいけないのかなということになっています。よろしくお願いします。 

  

側垣委員 今回のように、交通機関があれだけ大幅にとまってしまうと、保護者の方も動きよ

うがなくて、うちは保育園ですけれども、一応預かることになっているのですが、

連絡つけても、今まだ３時ぐらいでも「電車の中です」みたいな保護者もおられた

ので、迎えに来ようにも来られない状況ですね。だから、そうなったときにどうす

るのかというのは、本当に難しいなと考えましたね。 

  

西川委員 ここで質問していいかどうか、ブロック塀のことのことはよくわかったので。 

ほかの箇所で、危ないとこというのは、点検などされましたか。 

というのは、うちの学校では天井が落ちたのですよ。穴をあけてみたら、雨水が天

井裏にたまっておって、この白板１枚分ぐらいがどーんと落ちて、下に誰もいなか

ったからよかったのですけれども、誰かおったら、多分、大けがか死んでいたので

はないかということがあったのです。だから、何かそういうふうな、ほかにも危な

い箇所があるのではないかと。今、この地震と大雨で緩んでいて、後になって落ち
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てくるなどいうのもあり得るのではと思いますけれども、点検はどんな感じでされ

ますか。 

  

学校管理課長 今回、地震の影響で、やはりエレベーターの緊急停止があったりですとか、水道管

の漏水であったりとか、例えば建物のつなぎ目部分が少しひび割れたなど、一応そ

ういった被害はありまして、いずれも応急処置はしていますけれども。何らかの被

害はあったところです。以上です。 

  

西川委員 上から何かが落ちてくるというのは、雨がやんでから、しばらく時間がたってから

落ちてきたりなどするので、非常に何か、もうこれで雨がやんで安心というときに、

どーんときたりなどとするので、少し怖いなと思って。もし西宮でもそういうのが

あれば、えらいことになるなと、老婆心ながら。点検などもう一回された方がいい

のではないかと思いますけれども。少し神経質過ぎるかもわかりませんけれども、

学校は勉強も大事ですけれども、何が一番大事かって、安全が一番大事なので、よ

ろしくお願いいたします。 

  

重松教育長 日ごろの定期点検というのですかね。それをきちんとしておく必要があるのかなと

思います。ほかに。 

  

岩本委員 ブロック塀を緊急に見ていただいて、これから順次直していっていただくというこ

とですけれども、これは、各学校で、これを利用する場合には、またお知らせが保

護者の方にいくのかなというのを、少しお聞きしたかったのと、もう一件は、西川

先生がおっしゃっていた「もう一度点検されたらどうですか」というのとまたつな

がる話ですけれど、この先ほど報告をいただいたときに、この学校の周辺の危険個

所の報告は、その学校や地域の方からの報告があったら調べるような感じだったり

するのかなと印象で受けたんですが、例えば夏休みの間に、ＰＴＡの方と先生とで

校区内を点検するような機会をそれぞれもっていただくなど、そういう取り組みを

していただけたら、より安心じゃないかなと思ったので、検討をお願いしたいなと

思いました。 

  

学校管理課長 まず、ブロック塀の工事の実施についてなんですけれども、今後業者が決まりまし

て、もちろん学校長との協議を行うということと、やはり夏休み期間に行いたいで

すけれども、少し夏休みをオーバーする可能性もありますので、保護者の対応等を
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含めて対応したいというふうに考えます。以上です。 

  

側垣委員 これを見ていると、今後建て替えが必要な学校が、かなり古い年代で、みんなそう

ですね、春風もそうだし、小松なんかもそうだから。そのあたりの学校を中心に、

やはり点検を密にされた方がいかがかなというふうに思いますね。やはり築年が古

いところなどですね。補修などそういうのは適切にやってらっしゃるとは思うんで

すけれども。さっきの西川先生の意見もありますので、そういうところも優先的に

少し見ていただいた方がいいのではないかと思います。 

  

重松教育長 状況にかかわらず一応点検はしていますけれども、もっと細かいところまでに築年

数にかかわらず、よろしくお願いします。 

では次に、なければこれでよろしいですか。一般報告の①を終了したいと思います。 

では、一般報告の②、「平成３０年度社会教育委員会議への諮問書提出について」

を議題とします。 

社会教育課長、お願いします。 

  

社会教育課長 お手元の資料、「西宮市社会教育委員会議への諮問について」をご覧ください。 

先月の教育委員会会議の事務局との懇談会で、諮問案についてお示しして、皆様か

らご助言をいただきました。その際、教育長から、新学習指導要領で言われていま

す「社会に開かれた教育課程」というところで、今後は地域の人材を学校へも取り

入れて、学校で指導をしていただくような、そういう社会に開かれた教育課程を推

進していくことが重要だというご意見をいただきましたので、そのことを諮問理由

にも含めた形で修正させていただいております。 

そして、昨日、社会教育委員会議が開かれましたので、そこで教育長から議長に、

こちらの諮問書を正式に提出させていただきましたので、ご報告いたします。 

昨日の社会教育委員会議でも、改めて教育長から諮問に当たってのお話をしていた

だきまして、今後、社会教育委員会議での審議を進めていく上でのポイントとして、

参考にさせていただきたいと思います。 

早速、昨日から審議の方をスタートさせていただきました。 

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 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。 
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前川委員 今の説明の内容ではないのですが、ぜひ活発な審議、熟議をしていただきたいとい

うような気持ちで、少し私の考えているところをお話しさせていただきたいと思い

ます。 

とじられた３枚目のところに、第３期の教育振興基本計画についての答申概要があ

ります。この中に、下から二つ目の項目ですが、２番の下から二つ目、「ＯＥＣＤ

諸国など諸外国における公財政支出など教育投資の状況を参考にする」と。そして

「財源を措置して、真に必要な教育投資を確保する」「その際、客観的な根拠に基

づく」など、これらの言葉があります。これらの言葉自体は、もう当然のことです

ので、こういうことを踏まえる必要があるとは思うのですが、ただ、今いろいろ社

会の流れなど、教育を取り巻く状況を見たときに、国レベルでも文科省はエビデン

スベースとの考え方、言い方を変えたら、教育経済学の考え方がもてはやされる世

の中になって、教育に対する公的な財政支出を何を根拠とするかというようなとこ

ろは、教育経済学、それからエビデンスが根拠となる、これらのところが非常に注

目をあびているのです。 

ところが、この文言の裏側に、「真に必要な教育投資」っていうのは、何を根拠に

出てくるのかなど、「客観的な根拠」って教育に果たしてなじむのかなど、こうい

うところの考え方を十分踏まえて、積極的な答申の形にしていただきたいと思いま

す。 

何か、はがゆいですけど、もっと言えば、教育に投じる税金、公的な財政っていう

のは、何かの計算式に基づくような財政支出ができない非常に哲学的な分野であり

ますよね。だから、教育大綱みたいなところで、市として、どのような教育を子供

たちに展開するのだ、西宮では何が大事かという、そういう理念というのをすごく

大事にしています。その理念と、それからエビデンスベースとは、どこかでは対立

しちゃいますよね。ですので、やはり答申というのを非常に大事にしたいと思いま

す。 

ほかの分野では、公的な収益率、私的収益率とか、かけた税金に対して個人の収益

がどれぐらいあるのとか、法定収益率、教育にかけたお金でどれだけ社会は収益が

できているのかなど、こういう考え方が成立していますが、そうではないという、

私は自負と誇りを持って社会教育を展開してほしいと思います。 

図書館とか博物館が、そういうようなエビデンスベースによって収益率がとれるよ

うな図書だけを収集する、そういう文化財だけは大事にされている、そういう博物

館や図書館は必ずしもいい社会教育とは限りませんよね。少し違った感じから言っ
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てしまったかもしれませんけど、非常に期待していますので、よろしくお願いした

いと思います。 

  

社会教育課長 確かにエビデンスベースで社会教育の方は、どうしても財源が投じられない、そう

いう現状にございますので、しっかり審議をしていただいて、いかにこれから人生

１００年時代を見据えて、社会教育というのが大事になってきているかというの

を、答申に込められればいいなと考えております。ありがとうございます。 

  

重松教育長 今回の諮問から、要するに勉強、学習をする機会をつくるということは大事ですけ

れども、その学習したものを地域とか学校に返せるかという、要するに、ただ自分

だけが学ぶのではなくて、そのものをリサイクルじゃないけど、地域や学校に返せ

るかというのが非常に大事かなと。ただ学習するじゃなくて、やりがいや生きがい、

そういうものにつなげていかないと、ただ単に学んだだけではだめなので、そうい

う意味では、その学びをどこでするか、単に「こういう機会がありますよ」じゃな

くて、そこで学んだことを学校だとか地域だとか、そういうところへ返してやると

いうことが非常に大事かなというようなことは思います。 

それから、先ほど言ったエビデンスの件ですけれども、今回、この国が言っている

エビデンスは、要するに大学だとか高校だとかにお金をつぎ込んでやっても、全員

に当たるわけではない。全員に当たるため今回、幼児期におりてきたのではないか。

幼児期とか小学校、特に幼児期は全員に当たるので、そういう意味でエビデンスと

いう言葉を使っている。本当のエビデンスという意味とは少し違うような気はする

のですけど。 

ですから、確かに言われるように、教育にエビデンスという考え方がなじむのか、

なじまないのか、となってしまうのはいけないのか。教育自体は、学校教育もある

けど、小さいときの家庭教育だとか、いろいろなことがかかわってきますので、ま

た教育と言えば社会教育もあるし、家庭教育もあるし、学校教育もあるので、その

中で子供たちがどう育っていくのかということになっていくので、必ずしもその評

価というのは、なじむのかなじまないのかというのは、なかなか難しいです。 

文教都市・西宮市としての社会教育のあり方については、きちんとした方針のもと

に行おうとは思っていますので、よろしくお願いいたします。 

ほかにはよろしいですか。 

では、これでなければ、一般報告の②を終了します。 

次に、一般報告の③、「幼稚園幼児指導要録（指導に関する記録）の改定について」
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を議題とします。 

  

学校教育課長 「幼稚園幼児指導要録（指導に関する記録）の改定について」ご説明させていただ

きます。 

お手元の資料１１ページをご覧ください。 

平成３０年３月３０日付文部科学省、「幼稚園及び特別支援学校幼稚部における指

導要録の改善について」により、設置者において指導要録の洋式を創意工夫のもと

決定されることとなっております。改訂の背景としまして、平成３０年度から新教

育要領の全面実施となっております。 

同じく資料の１２ページをご覧ください。 

２番、指導要録の改善の要旨をご覧ください。 

「指導上参考となる事項」について、これまでの記入の考え方を引き継ぐとともに、

最終学年の記入に当たっては、特に小学校等における児童の指導に生かされるよ

う、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を活用して幼児に育まれている資

質・能力を捉え、指導の過程と育ちつつある姿をわかりやすく記入することに留意

するよう追記したこと。このことを踏まえ、様式の参考例を見直したこと。これら

を受けまして、資料の２１ページにあります文部科学省の参考様式をもとに、指導

要録の指導に関する記録の様式について、幼稚園評価検討委員会、幼稚園長会で協

議し、作成してまいりました。 

資料の３ページをご覧ください。 

３ページ、４ページ、この裏表になっているのが、新しい西宮市の指導要録、指導

に関する記録の様式でございます。５ページから６ページが記入例でございます。

様式の主な改正点は、指導要録３ページ、４ページにございます指導要録、指導に

関する記録を、従来は表面のみで４歳児、５歳児記録しておりましたが、先ほどの

国の参考様式を参考に、表面を４歳児の記録、裏面の方を５歳児の記録とし、特に

５歳児については、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を活用して、記入できる

ようにいたしました。 

その他、７ページに新旧対照表の方を示しております。ねらいの表現などについて、

かわったところについては、同様に書いてしております。 

なお、この新様式は、平成３０年度より使用します。以上でございます。 

  

重松教育長 説明は終わりました。 

本件にご意見、ご質問、ありませんか。 
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前川委員 教えてください。この機会に、公文書の適正な管理という点で、指導要録などの保

管について、各学校園が、しっかりと、もう一度見直す時期にもなるかと思います。

この幼稚園の要録の保存年限、それから、これは抄本にもつながりますので、小学

校に送られた抄本というのは、保存期間、このあたり、変わってないかもしれませ

んが、どのようになっているのか、それを教えていただきたいと思います。 

  

学校教育課長 まず、指導要録の保存期間につきましては、学籍に関する記録の方が２０年、それ

から指導に関する記録が５年となっております。 

さらに、小学校に送付されました抄本につきましては、卒業後廃棄ということです

ので、卒業のときまでは保存をしておくということです。以上です。 

  

前川委員 適正な管理等に、どうぞよろしくお願いいたします。 

  

重松教育長 この場合、保育所から来る子供については、どうですか。 

  

学校教育課長 はい。保育要録が同様に作成されて、送付されることとなっております。 

  

重松教育長 私立も同様ですか。 

  

学校教育課長 はい。同様です。 

  

側垣委員 今の質問にありました保育園の場合も、新しく改訂されましたので、その自分の姿

というのは、保育の指導、ご協力も同じような観点で調整はされているんですけれ

ども、西宮市の市立保育園とこの幼稚園の指導要録の中身のつき合わせというの

は、されているのですか。 

  

学校教育課長 これは、この後ということになってしまうのですけれども、こういう様式に定めま

した、改訂しましたということで、小学校への送付、それから関係部局への送付と

いうふうに考えております。 

  

側垣委員 自分の姿というものが強調されているけれども、あくまでもそれを一つの目安、目

途というか、そこが評価の基準にならないような形での、やはり考え方というもの
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が非常に重要ですので、子供たち一人ひとりの違い、個別性を大切にする中で、そ

のことによって、その子供の、そこを評価するということがあってはならないとい

うことだと思うので、そのあたりを徹底していただきたいなという、点検も含めて

やっていただきたいなというのと、それからもう一つ、幼児教育とか幼児保育の方

のかかわる人間として、毎年、つながりの中で、小学校へ抄本を送る、それがどこ

まで活用されているのか、あるいはどこまで小学校側で子供たちの、その教育指導

に生かされているのかというところで、なかなか見えてこない部分があって、こん

なことをしていて大丈夫なのかなみたいな疑問が生じることがありますよね。 

だから、やはりそのつながりで、先ほどのエビデンスではないけれども、どういう

ふうに生かされているのかというとこあたりが、何か小学校と幼児期の保育園なり

幼稚園等の連携の中で、もう少しやりとりができるような状況が生まれてこないか

なというのが常に思っています。 

つながりという事業の中では、余りそのあたりまで踏み込んだことはしてないの

で、ただ、今後、その幼児期からの一貫した教育という視点、観点から見れば、保

育園側とのいろいろな調整も含めて必要になってくることもあるかと思うので、や

はり少しそのあたりも意識しながら、今回、こういうふうに改訂された中で、今後

の方向性として、そういうのも考えていっていただければいいなというふうに思っ

ています。 

  

学校教育課長 今、委員からご意見いただきましたように、特に、幼児期の終わりまでに育ってほ

しい姿につきましては、そういう姿が必ず全て見られるというような、そこの誤解

がないように、周知してまいりたいと考えております。以上です。 

  

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③を終了します。 

一般報告の④、「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 また、適切に対応させていただきたいと思います。 

ほかにはございませんか。 

なければ、一般報告の④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。 



                                    平成 30 年 7 月 11 日 
                                    第 4 回定例会 

 23

では、これをもちまして、第４回の教育委員会定例会を閉会します。 

ありがとうございます。 

  

 （終了） 

  

 
 
 


