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付 議 案 件 

＜教育長報告＞ 

 

＜審議案件＞  
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重松教育長 ただいまより、平成３０年度第６回教育委員会定例会を開催します。 

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７月１２日の定例会及び７月２０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、確認していただいておりますが、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１名おられます。会議は公開が

原則ですが、報告第１９号及び一般報告③は市議会に報告・提案する案件で、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、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。 

では、初めに私の方から報告させていただきます。 

最近、いろいろな科学、それから心理学等も発達していまして、人間の思考につ

いて、いろんな意味でどのように考えているか、どのように意思決定を行うかな

どがかなりわかるようになってきています。 

その中で今回は、意思決定をどのようにしているのかということで、最近、発達

心理学と経済学が一緒になって行動経済学という新しい分野ができていまして、

その分野で人間がどのように意思決定するかということもかなりわかってきてい

ます。脳科学の部分でも人間のＭＲＩを撮るなど、どのように思考しているのか

ということがかなり詳しくわかってきています。それによると私たちは一応いろ

いろなことを決めるのに、将来の目標など願望があってそれに向かって行動して

いるのかというと、実際日々の行動はほとんどそれに向かってやっていないとい

うことが一応わかってきています。 

その場その場で判断しているということなのですけれども、ただ判断する、意思
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決定をどうしているかということでいいますと、カルフォルニア大学のベンジャ

ミン・リベットという博士がいろいろ検証した結果、人間が意思決定するのはこ

ういう順番でしているのではないかと言われています。まず脳がどのように行動

するかという運動の指令の信号を発し、それを受けてみずからの「意志」、ここで

は「志」の方ですけれども、指を動かすとか体を動かすことになる、三番目に実

際に体が動くという順番になっている。ですから、脳がまず指令を出して、それ

を受けてこういうことをするのだ、それをもとにして体が動くということを言っ

ているわけです。それに対して、いや、そうではないだろう、動くのはまず脳が

自分の意思決定をする方が先ではないか、それから脳が意思決定を受けて脳が命

令し、実際に体が動いているのではないかという二つの意見が激しく対立したよ

うです。 

最終的には最初に言ったように、脳が決めてそれを自分の意思で体が動くと、そ

れはなぜかというと、人間が動く前、脳が体を動かす部分の脳幹が、ほんの一秒

もないぐらいなのですけれども、意思決定をする前に脳が反応しているのだそう

です。意識するより先に無意識の部分で反応しているのではないかということを

言われています。 

逆に、最初に意思があってそれから脳が命令して体を動かすというのではないか

というと、ではその意思とは何なのか、脳以外の部分の意思があるのかとなると

脳以外のところに精神だとか、それから魂だとか心だとかそういうのは別に存在

するのかということになってしまいますので、その順番がみずからの意志で動い

てそれから脳が動いて体が動くというのではなくて、脳が全部統括しているとい

うのが、現在のいろいろな実験での結論だそうです。 

そうすると、どのように意思決定するのかということに、無意識が非常に大きな

影響を与えているということになり、無意識の部分がどのようになっているのか

ということになってきます。そのことについて行動心理学ではどのようなことを

言っているかというと、思考にはシステム１とシステム２があるということを言

っています。これはノーベル賞を受賞したダニエル・カーネマンが行動経済学の

中で言っているわけですけれども、システム１というのはいろいろなことがある

とほとんど無意識に反応する。例えば、車が前に来たらここで止まらないといけ

ないとかいうことなどは無意識で反応している。システム２の方は何か問題が起

こったとき、例えば、お金が足りないからどうしようかなといったときに、シス

テム２がじっくり考えて、これはどこかの貯金をおろして、誰からお金を借りて

だとかして対応することになります。ほとんどはシステム１が動いているわけで
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すけれども、特徴としてシステム１は動かないと人間どうしても生きていけない

ので動きますけれども、システム２の方はできる限り動きたくないという性質を

持っていると言われます。要するに１の方がどんどん動いていって２は何かのと

き、これはどうしようもないというときに初めて２が動き出すのだということを

言っているわけです。そういう意味でシステム１が無意識の部分と深くつながっ

ており、瞬時に判断している。そして、その無意識の部分にどんな問題があるの

かということを、ダニエル・カーネマンは「認知的バイアス」が働いているので

はないかということを言っています。 

「認知的バイアス」でどんなことが起こるかというと、例えば「内集団バイアス」

だとか「リスキーシステム」だとかということで、集団の中へ人間が入っていく

と自分の個人の意見よりも集団の方に従っていくという特徴が無意識のうちに人

間にはあるのだそうです。それは人類が進歩していく中で、ずっと集団で生きて

きたということがあり、個人では生きていないということが、その部分で出てい

る。例えば赤信号をみんなで渡れば怖くないというのは、これに当たるのだそう

です。それと例えば「バンドワゴン効果」というのがあって、食べものの店に人

が並んでいたら、「あの店は入る人が多いからおいしいのではないか。」とか、逆

に言えば店に全然人が入っていなかったら、「あの店はまずいから人が並んでい

ないのではないか。」ということがあり、そういうことを一瞬のうちで判断する。

そういうものが人間にはあるのではないかと言われています。 

それとは別に、金銭的な感覚では間はやはり損をしたくない。それと安全でいき

たいという意識がどこかで働いており、「アンカリング」や「プロスペクト理論」

があります。例えば店に５，０００円の食べ物と３，０００円の食べ物があった

とすると、「少し５，０００円は高いよな、３，０００円までだな。」というよう

なことを思いますけれども、例えばそれを１万円、５，０００円、３，０００円

とすると、「１万円は少し大変だけど５，０００円だったらいいかな。」というよ

うな判断をするときがあるそうです。どういうふうに判断するかというと、損を

しないようにという意識が無意識に働いて判断しているのではないかと言われて

います。それ以外に、「ハロー効果」や「コンコルド効果」、「後知恵バイアス」な

どがあって、人間の本質みたいなものを全部いろいろ調べている。その無意識で

やっているものがあるので、それをシステム２がどう制御するかということが非

常に大事なのではないかと言われています。 

逆に言えば、そこまでわかっているので、子供たちの無意識のところをどう指導

するか。例えば集団でいじめがあったときに、みんながやっているから自分も悪
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くないということではなく、それはだめなのでしょうということをどこかできち

んと教えてやらなければいけない。そして行動として身につけてやらなければな

らないということがあります。 

本来持っているものをどのように変えていくのか、その間のギャップをどう埋め

るかということで言われているのは、一つは知識を身につけるということが大事

だということと、もう一つは環境を変えてやるということが大事なのではないか。

環境を変えることによって、自然に身についていくということが言われています。 

例えば、これも前に話をしたことがあると思いますけれども、イギリスのある大

学でコーヒーと紅茶を置いていて、そこに値段表があり、その値段を例えばコー

ヒーが一杯１００円なら１００円を入れてくださいと書いたプリントを置いてお

くと、きちんと入れてくれる人と誰も見ていないから入れない人がいる。ところ

がそこにきれいな花の絵とそれから目が人をじっと見ている顔の絵を置いておく

と、花のときはやはり同じようにほとんどお金を入れてくれない。ところがじっ

と人が見ていると何か見られているなという意識があってそれが変わっていく。

実際に花の絵と顔の絵と比べると三倍入れるお金が変わるのだそうです。逆に言

えば学校の中の環境を整備することによって、いじめはだめなのですよというこ

とを何か示すような物を掲示するということで、例えば七つの習慣であるみたい

に、同じような習慣を繰り返しやることによって、それが身についていると同じ

ようなことをやはりやる必要があるのではないかということを言われています。

ですから環境を変える、ということは教室の中でそういうものが目につくところ

に置いておくなどすればかなり変わっていくということを言われています。 

それからもう一つは、行動を誘発する。さっき言った実際に行動できるようにす

るにはどうするかということで、例えば、「ワクチンを受けなければいけない。そ

うすれば、この病気は必ず治ります。」とか「乳がん検診をきちんと受けてくれた

らいいですよ。」と話をすることも大切ですけれども、話をしただけでは実際に検

診や、ワクチンを受けるのは全体の３％ぐらいだそうです。もう一言、「ワクチン

はあの病院で今度何月何日にやるのでそこへ行って受けてもらえますか。」と具体

的に示し、そこに行ってくださいよとしてやると実際に行く率がふえるのだそう

です。このように行動することを誘発する、そういうことをやっておかないとい

けない。 

今、言ったように知識をつけること、環境を変えること、行動を誘発すること、

この三つをセットにしてやるとさっき言ったギャップを埋められるのではないか

ということが行動科学などでかなりわかってきているようです。そのようなこと
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がわかっているので、今やっている道徳の授業についてもただ知識を、みんなで

話し合いをするだけではなくて、それをもとにして本当に周りの環境をきれいに

するなら、「一回クリーン作戦をやってみましょう。」と学校でやってみる。する

とそれが行動になってあらわれるので大分違ってくるということになってきま

す。掲示をする場合も、ただ掲示板に文字を書くだけではなく、工夫する必要が

あるということを言われています。 

さらに、先ほどのシステム２の方で意思決定をきちんとやるためにはどうするの

かというと、システム２はきちんと理論的に順序立っていますので最初に状況を

把握する。何のために何をすべきかという情報をまず集める。それから今やろう

としていることについての課題を分析する。どのような方向で課題に取り組めば

いいのか、その課題を見つける。それからこのように対応するという決定をして

その中で最後にこうやったときにリスクを最小限にするためにどうすればいいか

ということまで決めて、それから実行するということによってきちんとした意思

決定ができる。それをきちんとしたプロセスを通すことによって、そのことがき

ちんと実行できるということを言われています。さっき言ったシステム１の部分

とシステム２の部分との対応が違うので、授業としてはシステム２が働くよう意

思決定のプロセスでやっていくのでしょうけれども、子供たちが実際に瞬時にい

ろんなことを判断するときはシステム１が動いていますので、その部分にさっき

言ったものを取り揃えてやるということが非常に大切になります。行動経済学は

結局学校の現場の授業にかなり生かせるということがわかると思います。 

学校の授業にもこういうものを取り入れることによって、授業の創意工夫をして

いくことが今後大切かなということを感じたのが、今回皆さんにお話ししたこと

です。ただ今言われているのは、いろんなデータが出てきておりますけれども、

問題は、データがどのくらいの量で間違いがなくやれているのかということ、最

初の仮説が正しいのかということです。バイアスの中にもある確証バイアスであ

って自分の都合のいいものばかりデータをひっぱってきてということになると、

「確かに言われておるとおりですけれども、それはあなたに都合のよいデータば

かりをひっぱってきているのではないですか。」と言われるので仮説をどうするの

かなど。それから選んだサンプルが正しいのかという問題があるので、今言った

ことが全部正しいというわけではないのですけれども、かなりいろんな実験や実

証の中でこういうことが言われていて、他の人の実験をして、検証して間違いが

ない方向で今動いていますので、ぜひ活用していただけたらいいかなと思ってい

ます。 
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ただ、さっき言ったサンプルがどうかという問題で前、マシュマロ実験の話をし

ましたけれども最近マシュマロ実験についても異議が出てきています。要するに

小さいときにそういうマシュマロで耐える力があったから将来何十年たっても、

その力は衰えないと言われていますけれども、「その実験を対象にした子供たちは

ある大学の子供たちだけで、しかも４０人とか５０人だけだったでしょう。もっ

ともっといろんな状態の、貧困の子供たちも全部、いろんな子供をサンプルでや

ってみたら違うでしょう。」ということを言われて、実際にやったらやはり違って

いたと。耐える力が強いのはそこに貧困の問題など経済の問題や家庭のしつけの

問題などがかなり入り込んでいるというようなことが言われています。ただ５０

年後や３０年後というのはわかりませんけれども、もう最初の部分でかなりマシ

ュマロ実験については異論が出ているということが言われています。これからい

ろんなことをやりますけれども、そういうことをまた参考にしていただいて学校

の授業に転換していただけたらいいかなと思います。ただ学校の授業の場合は絶

対に実験だとか失敗が許されませんので、子供を育てるのにうまくいきませんで

した、逆に言えばお医者さんと一緒で、手術はだめでしたというわけにはいかな

いので、その部分は非常に難しいと思います。しかし、やり方としていろんなも

のを参考にしながら、こういうふうにやると子供たちは育っていくのだというこ

とは参考になるかなと思いますので、今回言わせていただきました。私からの報

告とさせていただきます。何か意見ございましたら。 

  

前川委員 今教育長の方から環境と行動変容で授業などを絡めたところでお話しいただい

て、思い出したことがあるので私にもお話しさせてください。 

市内のある中学校でかつて私はすごく勉強したことがあって、そこの学校は人権

教育を柱とした教育を推進していて、そして学校経営方針の中に作品を大切にす

るというものがあったのです。もちろん人権教育の全体計画の中にもそのことが

すごく押し出されていました。人権と作品とを結びつけている経緯を校長先生に

聞いたところ、作品には作り手があって、その作り手が作品をつくっている。そ

の作品をいかに大事にし、そこからみんなで作品のことを共有することは人権そ

のものだと。なるほどだなと思いました。慌てて学校に帰って職員やＰＴＡの人

と相談しました。うちのところの学校、理科・生活科作品展を校内でやっている

と、これは休みの日に先生が張りつくように誰かが触ったり壊したりしないかと

見張っているのはどこかおかしいと思うと。ふだんから子供たちの作品をもっと

いろんなところに掲示して、作品は潰されるかもしれないが、それをみんなで心
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を傷めたり、作品を掲示してみんなで共有することの喜びをみんなで共有してい

きたい。中学校から勉強してきたと言ったら、保護者の方もすごく賛同してくだ

さったのです。ついつい我々は作品にいたずらしたり、壊したりすることをよく

ないというけれども、そもそもそういうものを共有する喜びなど、作品の中に人

権があるという考え方が市内の中学校で前面に出されていることを共有できたこ

とをすごくうれしく思って、その校長先生とも今、時々ご挨拶することあるので

すけれども、行動変容は授業だけではなくて、ふだんの掲示物などそういう中に

もあるなということ思い出しましたので、過去の話を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。 

それでは報告第１７号、「人事に関する件」を議題とします。 

教育人事課長、お願いします。 

  

教育人事課長 報告第１７号につきましては、平成３０年８月３日付で生瀬小学校、学校教育事

務員、河内喜代子からの願い出がありました。別紙退職願について、「教育長に対

する事務委任等に関する規則」第３条第２項の規定による教育長の臨時代理によ

り、８月１７日付で承認したことを報告するものでございます。 

再任用職員として任用しておりましたが、一身上の都合により年度途中の８月３

１日付で退職を選択し、願い出たものでございます。 

なお、退職に伴う欠員対応といたしまして９月１日付で臨時職員を配置したとこ

ろでございます。 

以上、ご審議賜りますようお願いいたします。 

  

重松教育長 説明は終わりました。 

これより質疑討論に入ります。 

本件にご意見、ご質問ございませんか。 

なければ、採決に入ります。 

報告第１７号、「人事に関する件」については、これを承認してもよろしいでしょ

うか。 

  

 （異議なし） 
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重松教育長 異議なしと認めます。承認します。 

次に報告第１８号、「人事に関する件」を議題とします。 

教育人事課長、お願いします。 

  

教育人事課長 報告第１８号につきましては、平成３０年９月１日付人事異動について、「教育長

に対する事務委任等に関する規則」第３条第２項の規定による教育長の臨時代理

により、８月２２日に承認したことを報告するものでございます。 

今回の異動対象調理員につきましては、平成２９年９月より左手の傷病などによ

り調理業務困難となることから休職しておりましたが、平成３０年４月１日付で

長期休職が見込まれることから、教育総括室付としておりました。事務的な作業

が可能になるまで状態が軽快したことから、９月１日付で調理員の立場で知識や

経験が生かせる職場である学校給食課への人事異動とし、今後さらに回復した折

には調理業務へ復帰する予定でございます。 

以上、ご審議賜りますよう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。 

報告第１８号、「人事に関する件」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、一般報告①「第２次西宮市人権教育・啓発に関する基本計画（素案）のパ

ブリックコメントの実施について」を議題とします。 

人権教育推進課長、お願いします。 

  

人権教育推進課

長 

第２次西宮市人権教育・啓発に関する基本計画（素案）につきまして、パブリッ

クコメントの実施をする予定ですので報告させていただきます。 

基本計画につきましては、平成３０年度５月より策定委員会におきまして検討を

進めてまいりましたが、素案につきまして１０月１０日よりパブリックコメント
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を実施する予定です。 

なお、９月１４日の民生常任委員会におきまして所管事務報告をさせていただき

ます。 

それでは概要につきまして、人権平和推進課長より報告をさせていただきたいと

思います。 

  

人権平和推進課

長 

基本計画素案の概要について説明させていただきます。 

まず、現在実施しております西宮市人権教育・啓発に関する基本計画が今年度で

終了いたします。また、現計画中に新たな人権課題が顕在化、現計画の取り組み

を発展継承するため第２次計画を策定するものでございます。 

計画の位置づけですけれども、これは現在の計画と同じですが国の基本計画、県

の指針に趣旨に沿ったもの、また第５次西宮市総合計画の部門別計画としても位

置づけております。計画期間は平成３１年度から１０年間を考えております。 

計画策定の意義、記載されている内容ですけれども、主に三点ございます。 

一つは、人権をめぐる現状を明示いたしました。またこの人権教育・啓発はあら

ゆる場において取り組みをしていく必要があるということで、市民の方に知って

いただきたいということで掲載しております。またこの人権教育・啓発の取り組

みの方向性について掲載しております。 

現計画からの変更箇所ですけれども、構成と内容に分けて説明させていただきま

す。構成につきましては、まず一点目、内容を人権教育・啓発に特化しておりま

す。例えば現在の計画ではエレベーターの設置、段差解消などのバリアフリー、

就労における男女平等の推進、高齢者福祉介護サービスなどの推進など背景にあ

る人権課題を意識する必要がある事業ではございますが、いわゆる人権教育・啓

発には当たらない施策につきましては、今回の計画から除外をしております。計

画書の中で特に市民の方に「知ってほしいこと、学んで欲しいこと」をコラム形

式で掲載しております。これは本部の中ではナビゲーションという形で掲載して

おります。また概要版ですけれども、よくある計画全般を縮小して概要説明する

様式ではなく、先ほど説明いたしました皆さんに知ってほしいこと、学んで欲し

いことを掲載した内容にしております。 

内容についての変更箇所ですけれども、一つ目が施策を進める上で大切な二つの

視点を明示いたしました。具体的には一人ひとりの「自己肯定感」を高めるとい

うこと。もう一点は一人ひとりが「多様性（違い）」を認め合うということです。

これらの点につきましては、現在の計画でも視点に添えて実施しているところで
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はございますが、改めて明示することで施策を行う職員、教員、またそれを受け

て行動に移していただく市民の方が具体的に何をすればいいのかがよりわかりや

すくなるのではないかと考えて新たに明示いたしました。 

それから人権をめぐる現状の明示につきまして、この人権に関する計画では今回

初めてですけれども、市民意識調査の結果をお示ししております。これは策定委

員の意見で、意識調査の結果は西宮市民の現状を示すものではないかというご意

見から新たに掲載したものでございます。 

三点目、主要な人権課題につきまして一項目追加しております。具体的には個人

の生き方をめぐる人権でして、内容としましては例えば離婚してひとり親になっ

た方、また結婚しても子供を設けない方といった生き方をめぐることについて、

実際には差別ですとか偏見意識があるということで、今後１０年の計画を進める

上ではそういったことについても啓発していく必要があるのではないかという策

定委員会のご意見をいただきまして取り入れております。 

四点目が相談体制の充実でございます。本文、概要版の中で人権侵害を受けたと

きの対応や相談先を新たに掲載しております。これも策定委員会の中で出された

意見を尊重させていただきましたが、市民の方に問題提起する、そしてそれを解

決していく、市民の方と一緒に解決していくといったことも人権教育・啓発の一

つではないかとご意見をいただきまして取り入れている項目でございます。 

そして五点目、知ってほしいこと、学んで欲しいことにつきまして、「人権とは」

から「あなたの人権、もし、侵害を受けてしまったら」までの六点を本文ではナ

ビゲーションという形で、また概要版でもこういったことを知ってほしいという

ことで掲載しております。 

パブリックコメントの実施につきましては、平成３０年１０月１０日から一カ月、

１１月９日までを予定しております。 

概略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 説明ありがとうございました。最初にざっと目を通して見たときに、前回の第１

次も私は目を通したつもりですけれども、改めて第１次のことを思い出しながら

見ていたのですけれども、比べて見てはいませんが、「多様性」の後に（違い）と

いうのが載っていて、片方には違いという言葉が載っていて、それで自己肯定感
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の後に合わせて括弧がないのがどうなのかなと思いました。 

例えばこのリーフレットの最後の裏面には「多様性（違い）」がここに入っていな

い。なぜそこにこだわるかというと、多様性など自己肯定感という言葉が使うこ

とで分けて意味を持ってしまわないかということ、すごく私は心配します。「セル

フ・エスティーム」、「自己肯定感」、「自尊感情」、「自己有用感」、「自己効用力」、

こういう言葉は世の中にあふれているのです。みんなで自己肯定感を高めましょ

う、自己肯定感を高めるってどういうことなの、自尊感情は育むもの、育むの、

高めるの、育成するの、この計画を見たら自己肯定感でざっと通してあるなど、

そういう統一は非常にとられているとは思うのですが、多様性だけ（違い）とし

て自己肯定感については平易な言葉で示せないというところがあるのだったら、

両方括弧をとって「多様性とはみんな違って当たり前、自己肯定感とは大人みん

な大切な存在」というふうに、それの方が私はすっきりと見やすいなと、自分の

意見を勝手に言ってしまいましたけれども、そういう学校で子供たちを前にした

り、先生同士がしゃべったり、保護者がしゃべるときに、用語の使い方というか

奥深いところをみんなで共有するのはすごく大事だな、言葉を知っているだけで

はなくて、そういうことを思ったので感想です。 

あとは憲法などについても、自由、権利など基本的人権などそれらには計画の中

に載っているということで、憲法９条、４条、６条、１２条などそういうところ

はしっかりと抑えられていればよいと思いました。 

感想を言いましたが、憲法の扱いについては。 

  

人権平和推進課

長 

憲法につきましては、本文の４５ページ以降に資料としまして抜粋ではございま

すが、掲載しております。 

以上です。 

  

前川委員 はい、わかりました。 

  

人権平和推進課

長 

それとただいま前川委員からご意見いただきました、多様性のところに括弧の違

いがあるという件ですけれども、今回キーワードとしまして自己肯定感と多様性

という言葉を使わせていただいております。その中で一人ひとりが「多様性」を

認め合う、例えば概要版の山折りの左側のページになりますけれども、一人ひと

りが「多様性」を認め合うというような表現を使っていますが、少し日本語的に

違和感があることもありまして括弧して違いという言葉も合わせて使っていると



                                    平成 30 年 9 月 12 日 
                                    第 6 回定例会 

 14

ころでございます。自己肯定感の説明がないのではないかというご指摘ですけれ

ども、例えば今の概要版の山折りの左側の面でいいますと、その上の段、大切な

視点の一つ目としまして副題としまして、子供も大人も、みんな「大切な存在」

というフレーズですとか、その下、「自己肯定感の高い人（ありのままの自分を認

めることができる）」、みたいなところでその説明はさせていただいていると考え

ております。 

また本文におきましては１０ページにおきまして、下の方ですけれども、「自己肯

定感とは」ということで定義を掲載させていただいております。以上です。 

  

前川委員 あわせて少し良いですか。１０ページの自己肯定感の定義の出典などがあるとい

いなと思ったのです。というのは、教育委員の我々は去年の秋でしたか、近畿の

教育委員研修会の中で和歌山大学の武田鉄郎先生に自己肯定感と自尊感情とは違

いますと教わりました。なるほど大学でも違うものとして教えています。この説

明を読むと、自己肯定感と自尊感情がまじっている。去年我々が勉強した中身を

見ると、そこのところ非常に難しいと思うのです。こういうものは出典を入れる

必要がないのかなと思ったのですがどうでしょう。 

  

人権平和推進課

長 

現在のつくり方のコンセプトとしましては、市民の皆さんにまずは読んでもらい

たいというところがございまして、掲載の内容についてはかなりボリュームを少

なくしているというところがございます。今の出典を書くか書かないかとは違う

ところがございますが、そういったことで現在この形式にしております。出典を

書くかどうかについては一度また検討させていただきたいと思います。よろしい

でしょうか。 

  

前川委員 検討まで求めているのではないです。たまたま目にして、私はこの立場でものを

しゃべれるから言っているだけなので、そういう意見もあるということで心にと

めておいていただいたら。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。 

一つ聞きたいのですけれども、こういうもので国際化の波に対応するということ

になったときに、さっき言った自尊感情など自己肯定感というのは、特に自尊心

というのは、日本人は非常に低いと高校生は言われていますけれども、それにつ

いて、国際化に対応するという意味ではないのですか。 



                                    平成 30 年 9 月 12 日 
                                    第 6 回定例会 

 15

  

人権平和推進課

長 

策定委員会の中でも、例えば言葉として自己肯定感を使うのか、自尊感情を使う

のかというような議論がございました。その中では、自尊感情というのは他者と

のかかわり合いの中でのみずからの価値、存在意義を肯定するという感情、自己

肯定感についてはありのままの自分を受け入れる、存在していること自体に意味

があると感じられるというような定義、そういうような考え方であるというご意

見から自己肯定感を使わせていただいたところでございます。 

すみません。国際化ということでの答えにはなっていないかもしれませんが、そ

ういったことでは自己肯定感という言葉を今回選ばせていただいております。 

以上です。 

  

重松教育長 それともう一つ言われているのが、もともと日本人が持っているものというか、

要するに例えば学級役員になるなど、将来町内の自治会役員になるというときに

自分から立候補して、「そんな誰も推薦もしていないのに。」と言われるのと、み

んなから「あなたぜひやってくださいよ。」と言われて出るのとは大分違うといわ

れています。自分から前に出るのは日本人では出しゃばりという意識がずっとあ

る。それが国際化になってきたら変わってくる。国際社会に出ていったときにも

のを言わない。うんうんと言っていると賛成なのか反対なのかと言われます。つ

まり、日本人が持っている自尊心と、外国が考えている自尊心はもともと違うの

ではないか。大学院の調査でも意味が違うのではないかと調査の中で言われてい

ますけれども、そのあたりのところはどうなのでしょうか。 

  

人権平和推進課

長 

お聞きしたところでは、学校教育では自己肯定感を育むという中で、まず子供た

ちに考えさせる、自分の意見を持つというところから教育されているとお聞きし

ております。そういった意味では国際化にも対応していける子供たちの教育をし

ているのではないかということで認識しております。また、この基本計画におき

ましても、同じようにそういった子供を育てて自己肯定感を高める。ひいては、

差別もなくしていくということでこの計画を今回策定しておりますので、長い目

で見れば国際化に対応した人を育てられるのではないかと考えております。 

  

重松教育長 

 

それとまた少し違うのですけれども、価値観の違いみたいなもの、今回、神奈川

沖の江ノ島でやったものでイルカのショーを見せたときに反対が起こったでしょ

う。外国から言われて結局それはだめでしたということを言っているわけです。
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そのように微妙な価値観の違いみたいなものがこの中で出ているのかというのは

どうなのでしょうか。 

  

人権平和推進課

長 

答えになっているかどうかわからないのですが、例えば今の国際化に限らず物事

について線引きするところにつきましては、どうしてもそれぞれ線の位置という

のが異なります。例えば公共の福祉といったような場合にも当然その位置につい

てはその時代によって変わることもあるでしょうし、人によってもそれぞれ考え

方が違いますので、そのあたりはお互いの話し合い等によって決まっていくもの

ではないかと考えております。 

以上です。 

  

重松教育長 国際化というのはなかなか難しいでしょうけれども、今後はそういう視点も必要

になってくるのではと思いますので、またよろしくお願いします。ほかにはござ

いませんか。 

  

側垣委員 細かいところについては、まだ隅々まで読んでいないのでパブコメの中でもしで

きたら出させていただこうと思います。質問なのですが、この計画をそれぞれ、

例えば子供であったり女性であったり障害を持った子など、そういうふうな項目

があるわけなのですが、これを策定する策定委員会の委員さんはいらっしゃいま

すけれども、そのほかに例えば子供からの意見であったり女性からの意見であっ

たり障害者、当事者それぞれの人権の当事者、そういう人たちからの意見聴取あ

るいは意見を募ったりというのはどうなのですか。 

  

人権平和推進課

長 

具体的に当事者の方の団体ですとか個人の方から直接ご意見をお聞きして策定し

たというものではございませんが、関係する各課にはまず、私どもがつくった案

を見ていただきまして、それぞれ意見をいただいているところですので、そうい

った分では当事者の方と接している各担当課の意見も反映できているものではな

いかと考えております。 

  

側垣委員 基本的に個人的な私の考え方なのですが、子供の部分で言えば子供の人権に関す

ることについてこういうものを策定するときに、１２条に子供たちの意見、表明

権を聞いてもらえる権利を保障するということがあれば、自分にかかわることに

関して意見は聞いてもらう権利があると、つまりその権利を保障しなければいけ
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ないということが条約には書いてあるのです。そうすると、こういうことをする

ときもやはり子供の意見を聞かなければいけないと私自身は思うのです。子供だ

けではなしに、障害を持たれた方、外国人など、できるだけそこは丁寧にしなけ

れば、「私たちが決めたことをやりましょう。」と、人権教育みたいな形でやるの

なら本末転倒しているのではないかなという部分があります。大切なことなので

すけれども、そのあたり一つ私の意見ですけれども言わせていただきました。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。よろしいですか。 

  

岩本委員 私も全然専門家ではないので、少し思ったことを言わせていただいていいですか。

全然個人的な意見なのですけれども、この表紙に使われている絵なのですが、多

分プロの方に書いていただいてよく考えられたもので、この男の子が地面に描い

ている絵もみんなが手をつないでいる絵で本当にすごくすてきな優しいイメージ

が伝わるものではあると思うのですが、これでどうしてお母さんと男の子なのか

なというのが少し気になって、本当に私の個人的な意見で皆さんは全然気になら

ないならいいのですが、これで子育てはお母さんがするものだとかそういうのが

私には伝わってくるので、人権と関係といえば関係ないのかもしれないのですが、

そのあたりはどうなのかなと思って個人的な意見を伝えさせていただきました。 

  

人権平和推進課

長 

ご指摘のように案としてこれをつくっておりまして、各課に見ていただいており

ます。その中でやはり同じようなご意見というのはいただいておりまして、これ

につきましては仮のものでございますので、最終的には印刷業者にデザイン仕様

等を整えていただいて発行いたしますので、その際にはそういったご指摘も踏ま

えて挿絵等についても調整したいと思っております。ありがとうございます。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

  

西川委員 いいですか。もうおわかりのことだと思うのですけれども、日本国憲法が載って

おりますけれども、日本国憲法は為政者を縛るものであって国民、民衆ではない

のです。為政者が、政府などそういうものが従順であるというのが日本国憲法の

趣旨。日本国憲法をもとにして法律ができると、法律は国民のものになっていく

ということなっております。というのが一応憲法解釈であろうと思います。そこ

のところをわかった上でつくっていただけているとは思うのですけれども、また
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現場へおろすときにもそういうこともきちんとお話していただければと思いま

す。 

以上です。 

  

人権平和推進課

長 

具体的に今ご指摘いただきました内容を記載している部分がございまして、例え

ば本文の８ページ、人権の定義のところで下から３行目です。「人権は何よりも大

切なものであり」の下で、例えば「国や地方公共団体は、全ての個々人の人権を

保障するべきです。また、当然ながら」といったようなところで記載させていた

だいております。おっしゃっていただいているような前提で本文は作成しており

ます。 

以上でございます。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

なければ報告①を終了します。 

では、一般報告の②「平成３０年度施策評価シートについて」を議題といたしま

す。教育総務課長、お願いします。 

  

教育総務課長 平成３０年度の施策評価シートにつきまして、最終版がまとまりましたのでご報

告させていただきます。 

内容につきましては、７月１１日の懇談会で、各所管の部長からご説明いたしま

したので、今回改めての説明は割愛させていただきます。 

また、一枚目に補足として書いておりますが、政策局から修正指示があった部分

や、事務局で再点検した結果、見直す必要があると判断した部分につきましては、

若干ですが、文言や指標等を修正しております。 

下線で明示している部分が、前回のご説明以降、修正したところですが、主な修

正点としまして、指標に掲げる平成３０年度の実績及び見込み数値が、当初の目

標値を下回っている場合、その理由を「指標の分析欄」に記載しております。ご

確認いただきますよう、お願いいたします。 

なお、この施策評価シートにつきましては９月議会の決算資料として、昨日、政

策局より各議員に配付されております。また、１０月下旬には市のホームページ

等でも公表される予定になっております。 

説明は以上です。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、ご質問はありますか。 

よろしいですか。なければ、一般報告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、傍聴の方はここで退室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。 

報告第１９号「平成３０年度西宮市一般会計補正予算（第５号）（９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５号）９月定例会教育委員会所管分に

ついて、ご説明いたします。 

９月定例会に上程する一般会計補正予算のうち、第４号として提案するものにつ

きましては教育委員会で既にご承認いただいており、明日１３日開催の教育こど

も常任委員会で審議されることになっております。 

このたび、ご報告させていただく第５号は、先般発生いたしました台風２１号の

影響により、被害が大きかった学校施設の復旧にかかる費用を確保するため、急

遽、補正予算を編成するものでございます。 

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、９月議会で補正予算を成立させるた

めには、１９日の本会議に追加提案し、議決を得なければならないといった状況

です。逆算すると昨日１１日までに予算案を提出する必要がございましたので、

規則に基づく教育長の臨時代理により、１１日付で決定させていただきました。 

よって、本日はご報告となりますことをご了承いただきたいと思います。 

それでは、補正予算案の説明に入ります。資料の１ページをご覧ください。 

歳出予算の補正は表のとおりで、１,２５０万円を増額し、補正後を２０７億６,

４００万４，０００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。 

台風２１号の被害復旧にかかる施設補修工事費として、まず、小学校維持管理事

業経費を９１０万円増額いたします。 
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これは、瓦木小学校の体育館屋根損傷、鳴尾北小学校の南館屋上防水シートの剥

離を修復するものでございます。 

また、中学校維持管理事業経費は３４０万円、増額いたします。これは、真砂中

学校及び甲陵中学校の体育館屋根損傷を修復するものでございます。 

なお、このほかの学校や社会教育施設につきましても多数の被害が発生しており

ますが、このたびの補正予算は、これら全ての被災箇所の復旧にかかる費用を計

上するものではございません。 

いずれの施設におきましても、雨漏りによる内装の傷みなどによって、教育活動

に支障が生じないよう、また、これ以上被害が拡大しないよう、補正予算を頼る

までもなく当初予算の範囲内で対応できるものについては、早急に対処してまい

りたいと考えております。 

説明は以上です。ご承認のほど、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。 

  

前川委員 お願いがあります。きょう定例会の最後にでも私の方で少しお聞かせ願いたいと

考えておったのですが、今台風被害のことが出たので。今回の災害対応について

は日々我々もいろんなところから情報を得たりするのですが、例えば文化財の被

害などそういうところについても、どういう状態になっているのかなど大変心配

して、委員同士で情報交換したりすることもあったのです。学校や避難所につい

ても随分大変ではなかったのかと思います。この場で補正予算とは関係ないので

すけれども、そのあたり委員として知っておく必要があるように思いますので、

何か情報があれば、きょうお聞かせいただけたらと思いますが。 

  

文化財課長 委員ご質問の文化財の被害等につきまして、概略を申し上げます。今年度に入り

まして、ご承知のように非常に災害が多発しております。６月１８日の大阪北部

地震、７月５日から８日かけまして集中豪雨、７月２８日、２９日の雨、それか

ら８月２３日の台風２０号、先般の９月４日から５日にかけまして台風２１号に

よりまして、文化財も若干の被害が出ております。 

まず主なものとしましては、一番目としまして国指定史跡の西宮砲台がございま

す。これにつきましては、新聞報道もございましたのですけれども、８月２３日
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の台風２０号によりまして、真ん中の白い塔、石堡塔と申し上げるのですが、石

堡塔の周囲の安全柵に一部ゆがみが生じました。これは風でゆがんだということ

で昭和５０年に設置しましてから初めてのことでございました。それとともに石

堡塔の外装のしっくいの一部が剝落いたしまして、これにつきましては文化財保

護法にのっとりまして毀損届を文化庁の方に提出しております。 

それから９月４日、５日の先般の台風２１号でございますが、ＳＮＳ等それから

新聞報道にもありましたように、まず石堡塔のしっくいの一部剝落が進行してお

ります。それから石堡塔周辺の安全柵でございますが、これが完全に倒壊いたし

ました。それに加えまして周辺に夙川から運ばれました流木等のごみが浜一面に

堆積しておりまして、これの処理が必要になってくるということでございます。

石堡塔のしっくいにつきましては、これは経年的な劣化によるものという原因が

非常に大きいものですから、今後全体の根本的な修理、保存修理を含めまして考

えていくということで兵庫県教育委員会、それから文化庁とも協議を進めており

ます。 

それから倒壊しましたフェンスにつきましては、まずは今年度当初予算の中で危

険ですので撤去しまして、それから仮柵を設置する予定でございます。それから

流木、ごみ等が浜一面にございますので、これにつきましてはみどり保全課と協

議いたしまして、みどり保全課の御前浜一帯の清掃事業の中で対応できるのでは

ないかということで協議を進めているところでございます。 

それから二番目としまして、県指定の天然記念物、満池谷層の植物遺体包含層が

ございます。これにつきましては、７月の集中豪雨におきまして崖の一部が崩れ

たということがございます。これについては、三年ほど前から兵庫県教育委員会

と協議しまして全体の保存修理をどう進めるか、整備も含めまして考えている協

議中に起こったことでございますので、全体の整備計画の中できちんと整備して

いくと保存修理していくということになっております。 

それから三番目としまして、県指定重要文化財建造物の旧辰馬喜十郎住宅がござ

います。これにつきましても、地震、集中豪雨、台風によりまして窓のよろい戸

が二カ所落下しております。それから玄関扉が損傷いたしました。それから外装

のしっくいの一部の剝落、それと今回の台風で屋根瓦の一部が破損して落下して

おります。これにつきましても平成３０年度、それから平成３１年度に応急的な

保存修理の補助事業を実は組んでおりまして、その中でまず応急的に対応してい

くということで当初予算の中で、まずは対応を始めるということを考えておりま

す。これにつきましても今、兵庫県教育委員会、それから所有者と協議を進めて
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おりまして費用の確定ができ次第、補助事業の実行ということになります。 

それから四番目としまして、市指定重要文化財建造物の神呪寺仁王門がございま

す。これにつきましても、地震によりねじれが進行いたしまして横はめ板の一部

が脱落するという状態になっております。これについても全面的な保存修理が必

要という判断がございますので、市の文化財審議会委員、専門委員によりまして

現地を確認していただきました。それから現在所有者と私ども事務局の方で経費

など補修の時期について相談、協議していくという状況でございます。 

それから５番目としまして、市指定重要文化財建造物の今津灯台がございます。

これにつきましてもＳＮＳで随分拡散されておりましたけれども、大きな被害は

ございませんでした。木造構造物が上半分で、そこの外装の一部が脱落している

ということがございましたけれども、これについては経常的な維持管理の範囲内

で所有者が補修していくということになっております。 

それから６番目としまして、県・市指定の天然記念物、これは社叢林、林とそれ

から巨木の市木指定がございます。こちらは東館の近くにも海清寺の大クス、そ

れから旧教育委員会庁舎の前のクスノキがございますが、ご承知のようにあの大

きな枝がかなり折れ落下しております。ただ、これにつきましては人的・物的な

被害はございませんでしたので、その落下した物を撤去、片づけるということで

対応するということになります。それから市内の社叢林、日野神社の社叢、西宮

神社の社叢、そして越木岩神社に社叢がございますけれども、これについては例

えば日野神社ですと、林内のかなりの巨木が十数本根元から折れて倒れていると、

もしくは根こそぎ倒れているという状況がございました。これについても人的な

被害、それから物的な被害はございませんでしたので、順次片づけていくという

ことで現在対応しているという状況でございます。 

いずれも文化財につきましても、補正予算の発動までは至っておりませんので、

今年度の経常経費の中で対応できると考えております。 

以上でございます。 

  

側垣委員 今、文化財の報告をいただいたのですが、学校園全体のまとめた資料というのは

これから。 

  

教育総務課長 学校の状況、社会教育施設の状況を一覧にまとめたものがございますので、本日

お帰りの時までに、お配りさせていただきます。 
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側垣委員 お願いします。 

  

教育総務課長 今回の台風の特徴として、学校をはじめ社会教育施設でもかなりの停電がござい

ました。学校は２９カ所、社会教育施設も１６カ所、停電しておりまして、復旧

したところもあったのですが、翌日も停電していたところにつきましては臨時休

校しております。 

また、臨時休校の決定につきましては、初日は警報が出ることが明らかでしたの

で、今回は前日に臨時休校のお知らせを一斉に流させていただき、二日目につい

ては、停電したところが臨時休校になったという状況です。 

  

側垣委員 停電が長引いたところもありました。うちの保育園も停電したおかげで冷蔵庫の

中の物などを全部廃棄処分しなければいけなかったので、そういう被害も出てい

ると思うので、そのようなものも、まとまったものがあればいいかなと思ったの

で。すみません、ではよろしくお願いいたします。 

  

岩本委員 その関連と言ってはあれなのですけれども、中学校の方で停電になったところで、

一旦登校して帰るという対策をとられた学校が何校かあったと聞いています。小

学校はミマモルメがあって、きょうは休校ですとすぐに流せる状態なのですけれ

ども、中学校でミマモルメがあるところは多分ないのかなと思います。ほかのメ

ールシステムを導入している学校は何校かあると聞いておりますけれども、ほか

のメールシステムを導入している学校は、きょうは休みですという連絡はできた

かなとは思います。ホームページで確認しますというのが中学校では多いのです

けれども、サーバーがダウンしてしまった場合にホームページは更新できないと

いうケースもあると思います。私の知っている学校などでは、例えばホームペー

ジプラス校長先生が発信するツイッターで二重に発信すると、どちらかは動いて

いるからどちらかで連絡はとれると。もしくは、やはりミマモルメのようなメー

ル配信システムを導入する時期なのかなと。やはり費用もかかるのでミマモルメ

の導入はなかなか難しいのかなと思うのですけれども、何校かメールシステムを

導入している学校は、学校の費用ではなくてＰＴＡの費用で払っていて、どうし

てＰＴＡなのかなというのが少し疑問なので、もし全校中学校にミマモルメのよ

うなメールシステムを導入するのであれば、ＰＴＡではなくて学校の費用から出

すべきなのではないかなと。今まではホームページで何とか、電話の連絡網で何

とかしのいできたところもあるかと思うのですけれども、このように災害が多い
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のでそういうのも検討していただけたらと思います。 

  

学校教育課長 まず６月に地震がありまして、あの後で中学校の校長会の中でも配信システムの

ことが話題になっております。その際にはもう既に１０校以上はそういったシス

テムを取り入れているという回答がありました。さらにその後、二学期以降検討

していきたいと考えている学校も数校ございましたので、委員ご指摘のようにそ

ういうシステム導入の時期かなと中学校側が捉えているところはあるかと思いま

す。導入のことに関しましては、確かにおっしゃるようにＰＴＡと相談しながら

進めていますという報告でございました。 

以上です。 

  

側垣委員 一つ別のことなのですけれども、私は去年見学に行かせてもらって南甲子園小学

校はソーラーシステムでその補助をしていました。防災も含めてそういうシステ

ムを今後も検討されることだと思うのですが、保育園の方である園が太陽光発電

を利用してやっていたのですけれども、その一辺も停電になって当初、太陽光発

電でしのいでいたのですが蓄電も限界があって、停電でしたけど開園されたので

す。結局その電気が持たなくなって結局そこの園も三日間休園せざるを得なかっ

たのですよね。だからこれはある程度何時間持つなど、翌日晴れればそれで復旧

して太陽光は使えるのですけれども、雨が続くと結果的に蓄電量が持たないとい

うところもあるので、仮にそういうものも含めて補助的に使うとしたらどれぐら

いの量が持つのかなどもきちんと把握しておかないといけないのかなと思いま

す。その保育園は本当に対応に苦労されて、当初開けたものだから急にまた休園

にされて保護者からもかなり意見があったみたいなので。必要なことだと思うの

ですけれども。やはり停電すると固定電話が使えなくなってしまうので連絡がほ

とんどとれないという状況なので、実際に具体的に事例がたくさんあると思いま

す。そういうのも拾いあげて対応されないといけないなと思いました。 

  

西川委員 素朴な質問なのですけど、業者はすぐ来てくれるのですか。 

今あっちこっち傷んでいるから業者が手いっぱいでなかなか来てくれないなど、

うちの学校も被災したのですけれども、なかなか来てくれないです。直さないと

危ないし、次の台風が来たときにまた被害が拡大するということもあるのですけ

れども、業者は大丈夫なのですか。 
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教育総括室長 この補修等の手配につきましては、市の方で規定がございまして工事の場合は５

０万円以下の工事であれば各課ですぐに発注ができるという規定がありますの

で、小規模なものであればすぐに発注して業者に対応していただいているという

状況でございます。ただ、５０万円を超えるということになりますと、市の規定

で入札によらなければならないということがございます。今回も補正予算を組ま

せていただいて対応するのですけれども、これについても５０万円以上になりま

すので、入札するためにはその前に設計しないといけない。設計した上で入札、

発注と。ですので、どうしても日にちはかかってしまうのかなということはござ

います。 

以上です。 

  

重松教育長 公共の場合はどうしてもシステムがそうなっているので、電話して直してくださ

いというようにはいかないみたいです。 

  

岩本委員 素朴な疑問なのですけれども、関西電力など公共施設は優先的になどというのは

あるのですか。 

  

重松教育長 それは市長の方でお願いしたみたいで、病院は命にかかってきますので病院から

まず、対応していただきましたけれども、線が切れたところは比較的早く復旧し

ている。電柱が折れた、それから内部に入っていけないという、尼崎がそういう

状況だったのですが、それによって違うみたいですね。ただ市長の方からは関電

にお願いしたということはあったみたいです。 

ほかにございませんか。 

よろしいですか。なければ、採決に入ります。 

報告第１９号「平成３０年度西宮市一般会計補正予算（第５号）（９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。承認します。 

次に、一般報告③「教育委員会所管平成２９年度決算の概要について」を議題と

します。教育総務課長、お願いします。 
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教育総務課長 平成２９年度決算の概要につきまして、お手元の資料でご説明いたします。 

まず、資料の１ページ「教育費歳出決算総括表」をご覧ください。上から２行目、

太字で記載している教育費の欄をご覧ください。平成２９年度の予算現額は、２

０７億２，７４１万７，０００円、支出済額１８９億２，０２４万５，１４６円、

翌年度繰越額８億９，９３２万４，０００円となっており、不用額は９億７８４

万７，８５４円、執行率は９５．４％でございます。また、括弧書きで記載して

おりますが、一般会計の支出額に占める教員委員会所管分の教育費の割合は、１

１．２％となっております。 

前年度と比較しますと、支出済額については、７億１，０１９万４１９円、率に

して３．９％の増となっており、一般会計に占める教員委員会所管分の教育費の

割合も、０．３％の増となっております。 

以下、内訳を性質別に記載しておりますので、左から二つ目の支出済額の欄をご

覧ください。人件費や物件費などの「消費的経費」は、１５９億３，０９５万６，

８３６円、校舎の増改築など「投資的経費」が２９億５，７１４万１，５０８円、

積立金や貸付金など「その他の経費」が３，２１４万６，８０２円でございます。 

まず、「消費的経費」ですが、これは前年度に比べ、６億６，４１６万１，９６６

円の増額となっております。この主な理由は、内訳の「人件費」で、定年退職者

７名の増に伴う退職手当など、３億４，４３９万７，８５８円の増額となったこ

とや、「その他」で、ＰＣＢ廃棄物処分等にかかる委託料の増など、３億１，９７

６万４，１０８円の増額となったためでございます。 

次に「投資的経費」では、前年度に比べ、７，９５８万２，７４６円の増額とな

りました。この主な理由は、小学校の普通教室への空調設置が完了したことによ

る施設整備事業に係る工事請負費の減と、総合教育センターの西館改修及び本館

解体による工事請負費の増や、香櫨園小学校の校舎解体に係る工事請負費の増、

また、越木岩公民館用地等買収費の増などの差し引きによるものでございます。 

また、「その他の経費」につきましては、前年度に比べ、３，３５５万４，２９３

円の減となっております。これは主に、２８年度における給食物資の購入に係る

支出に対し、給食費の収入が下回り、翌２９年度の給食費基金への積立額が減っ

たためでございます。 

また、「翌年度繰越額」の８億９，９３２万４，０００円につきましては、小・中

学校の外壁改修事業、小学校のトイレ改修事業などの施設整備改修工事費や、香

櫨園小学校教育環境整備事業の校舎改築等工事費について、国の補正予算で補助
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金が増額されたことを受け、これを確実かつ有利に活用するため、前倒しで補正

予算に計上いたしましたが、学校教育活動の影響を考慮して、夏休みを中心とし

た工事とするために、事業費を翌３０年度へ繰り越したものでございます。 

次のページをご覧ください。２ページから６ページの表は、一般会計歳出決算額

の教育委員会所管分につきまして、予算事業ごとに支出済額、不用額と、支出済

額の対前年度比較を掲載し、執行状況をまとめたものでございます。 

増額の主なものとしましては、消費的経費では、総括表の「人件費」、「その他」

のところでも説明いたしましたが、定年退職者数の増などによる「職員の給与費」

で３億１０万１，０９６円の増額、また、２ページの目１０事務局費の「一般事

務経費」で、ＰＣＢ廃棄物処分等にかかる委託料の増などにより、２億２，０９

３万３，８５８円の増額となっております。 

続いて、投資的経費では、２ページの目３５教育研修施設整備費の「教育研修施

設改修事業費」で、総合教育センターの西館改修及び本館解体工事、３ページの

目１５学校整備費の「香櫨園小学校教育環境整備事業費」で、校舎解体工事、ま

た、５ページの目１７公民館整備費の「公民館改修事業費」で、越木岩公民館の

用地等買収や各公民館の改修工事など、合わせて１０億７，６４３万２３円の増

額となっております。 

次に、減額の主なものとしましては、消費的経費では、２ページの目１５教育振

興費の「奨学事業経費」で、国の制度拡充に伴って本市の高校奨学金を減額調整

したことによる減、６ページの目１０給食費で、「給食物資購入事業経費」の給食

食材購入費の減などにより、合わせて６，３７８万８，４４２円の減額となって

おります。 

また、投資的経費では、総括表のところでも説明いたしましたが、３ページの中

ほど、目１５学校整備費の「小学校施設整備事業費」につきまして、普通教室へ

の空調設備の設置完了による工事費など７億８，１３６万８，８１５円の減額と

なっております。また、その二つ下の「南甲子園小学校校舎等増改築事業費」が

事業完了により２億２，７０３万６，２１６円の皆減となっております。 

続きまして、歳入の説明をさせていただきます。７ページ「３一般会計歳入決算

状況」をご覧ください。一番上の行、教育委員会所管分の歳入の合計は、予算現

額が２９億３，６０２万５，０００円、その隣、収入済額は２７億３，７４１万

７，１２３円でございます。 

増額の主なものとしましては、８ページの中ほど、項１０国庫補助金、目５０教

育費国庫補助金で、小・中学校のエレベーター設置工事や、小学校のサッシ改修
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工事、中学校のトイレ改修工事など、施設整備事業の実施により、学校施設環境

改善交付金で小・中学校合わせて１億２６４万２，０００円の増となっておりま

す。 

減額の主なものとしましては、１１ページの項９０雑入、目１０弁償金のうち、

高木北小学校の土壌汚染にかかる「用地瑕疵担保賠償金」によるもので、１億９，

０８９万４，３２０円の減となっております。 

最後、１４ページは教育費決算額の推移表でございます。過去１０年分を掲載し

ておりますので、参考にご覧ください。 

説明は以上です。 

  

重松教育長 説明は終わりました。 

本件にご意見、ご質問はありませんか。 

なければ、一般報告③を終了いたします。 

一般報告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 ほかにはありませんか。 

なければ、一般報告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。 

では、これをもちまして、第６回教育委員会定例会を閉会します。 

  

 （終了） 

  

 


