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付 議 案 件 

＜教育長報告＞ 

 

＜審議案件＞  

報告第 20 号 西宮市教育委員会職員の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則制定の件 

                                      （教育総務課） 

 

＜一般報告＞  

一般報告① 第 55 回西宮市人権・同和教育研究集会の開催について     〔人権教育推進課〕 

一般報告② 多文化共生イベントの開催について              〔人権教育推進課〕 

一般報告③ 平成 30 年度募集(平成 31 年度入学)西宮市立高等学校の生徒募集定員の決定について 
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一般報告④ 西宮市学校施設長寿命化計画(素案)について    〔学校管理課・学校施設計画課〕 

一般報告⑤ 児童・生徒の状況について         非公開      〔学校保健安全課〕 

一般報告⑥ 西宮市立中学校部活動の方針(案)について       〔学校教育課・校務改善課〕 

 

＜資料による情報提供＞ 
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重松教育長 では、ただいまより、平成３０年度第７教育委員会定例会を開催いたします。 

議事録署名委員には、前川委員を指名します。よろしくお願いします。 

初めに、８月７日の定例会について、議事録の承認を行います。議事録は、既に

お手元に送付し、確認していただきましたが、簡単な字句の訂正を除き、承認し

てよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 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、「一般報告③」は

兵庫県教育委員会より後日発表がある案件、「一般報告④」は市議会に報告する案

件、「一般報告⑥」は意思形成過程のため、現時点では公開されておりません。 

また、「一般報告⑤」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をさせていただきます。 

あと１年少しで新学習指導要領がいよいよ全面実施になりますけれども、それに

かかわって新学習指導要領のところで、これから未来の社会、２０３０年度の社

会ということを書いてあるわけですけれども、どのような社会になるかはわから

ない。確かに、この１０年間を見ていても、すごく変わっており、どのようにな

るのかわかりませんけれども、その中で、子供たちが豊かな創造性を備え、持続

可能な社会のつくり手として、予測困難な未来社会に自立をして生き、社会の形

成に参画するための資質、能力を育てるということが目標としてあるわけです。

その中にあって、現在の状況をいろいろ勘案すると、かなりいろいろなことが変

わっていくのではないかと考えられます。 
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一つは、既にいろいろな意味で影響を与えているＡＩ、人工知能の問題がありま

す。第４次の産業革命と言われるようになっていて、第３次のときにコンピュー

ターが入りましたけども、第４次は同じくＡＩが入って、それによって社会構造

が大きく変わってくることが想定されるということが言われています。特に、大

きく変わるのは、それによってなくなる仕事、それから新たに生まれる仕事とい

うことを言われていますけれども、大きな問題はそれによって社会全体が変わる

ということと、それに合わせて、子供たちをどう育てていくかということが今後

の大きな課題になるのかなということを思っています。 

最近、ＮＨＫ等でも、それについていろんなことを取り扱っているわけですけれ

ども、つい最近、資本主義経済がどうなるかということがあり、大学生の就職協

定についても、全部取っ払ってしまうという話が出てきています。今までですと、

内定を１０月で、解禁を５月からということでしたけども、それがもう全部なく

なってしまうとなると、どうなるのかという問題もありますし、ＡＩによってな

くなってしまう仕事も出てくるということなので、どうなるかということです。 

その中で、１９００年代の最初のころに世界恐慌が起こったあたりで、ケインズ

が「孫たちの経済的可能性」という論文を出しているわけですけども、その中で、

労働が今後、２０００年、２１世紀になったときに、技術革新が起こって、多分、

もう労働がなくなるのではないかというようなことを言っています。労働がなく

なるということは、仕事をしなくても生活ができるということなので、では、そ

の分、何をして過ごすのかということです。要するに、１６世紀あたりからずっ

と、労働というのは当然の形になっていて、仕事をしないということはできない

というような状況になっているのを、もう全く転換をしなきゃいけないような状

況になってしまうと。そうすると、いろんな意味で、今まで学校で勉強したこと

が将来、社会に出たときに使えるだとか、使えないだとかという話になりますけ

ども、それが全くなくなってしまったらどうするのかというようなことが起こっ

てきているような感じがします。 

また、そのＡＩにかかわって、いろんな話が出ています。一つは、オックスフォ

ード大学のオズボーン准教授の、要するに消える仕事、残る仕事ということで、

どういうふうな仕事が残っていって、どういう仕事が消えていくのかということ

を論文で書いてあるわけですけれども、やはりその中で言われているのが、今ま

でのコンピューターと違いＡＩが発展した理由は、一つはビッグデータが使える

ようになったこと。ビッグデータがあっても、分析に時間がかかったり、どのよ

うに分析するのかということをできなかったのが、ビッグデータがルーティン化
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されて、一つの目的のために分析するということができるようになっています。 

では、それによってどのようなことが起こるかというと、一つは医療の診断が、

そのデータを使えば「あなたはこんな病気になりますよ。」だとか、「今までのデ

ータからすると、この病気はさらにこういうふうになりますよ。」ということがわ

かるということ。それから、今、裁判なんかでやっている、弁護士のアシスタン

トも、このビッグデータを使えば簡単にでき、最後は判決をどう出すかというと

ころを裁判官がやるだけになってしまうというようなことが、起こってきていま

す。ビッグデータが使えるようになったことによって、今まであった特に事務系

の仕事がかなりなくなってしまうのではないかということが言われています。 

もう一つは、センサーの技術が発展し、写したものをビッグデータとして分析で

きるセンサーが使えるようになったわけです。そうすると、例えば水道管にそう

いうものをつけておけば、漏れているのが一瞬にわかり、すぐ対応ができるよう

になります。町中にはカメラがいろいろなところに設置してありますけれども、

カメラを使えば犯罪を抑止することができる。今回、東京オリンピックのときも、

それを使えば、犯罪者を顔分析ができるため、会場に入場する際にチェックでき

ます。認知能力がコンピューターによって高くなっているということです。そう

いうものを担うことによって、例えば警察官の見守りや派出所がもう要らなくな

るのではないかという話まで出てきています。でも、逆に、派出所がないことに

よって、事件が起こったときに、どこへ駆け込んだらいいのかという問題も残っ

ていて、新たな問題は出てきています。 

それから、ビッグデータとセンサーの機能を合併して、判断力をＡＩに持たせる

ことで、衛星で地球の様子を撮って天気予報がかなり正確に予測できるようにな

っています。 

さらに、今度はコールセンター、困っている問い合わせに、全部自動でコンピュ

ーターが答える。そうすると、ホテルなどの受付業務が全部できるということに

なっています。さらに、投機、株価なんかは、ほとんどコンピューターが動いて

いて、その中で、どの株を買ったら、今後上がっていく、下がっていくというの

は、かなり綿密にわかるようになってきています。 

さらに、３Ｄのプリンターが出てきていますので、３Ｄを使えば、そのものを簡

単に機械が削ったり、つくったりすることができる状況になっています。ドイツ

なんかでは、今まで職人がやっていたものを、コンピューターが全部やるので、

職人は何をするかというと、どんなものをつくる、どういうものをつくれば売れ

るのかということを考えるほうに回っているという形になってきています。 
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そういう意味で、ＡＩが入ったことによって、今までと大きく変わってきている。

では、人間が今の仕事で、何が残るのかというと、ＡＩによってできないもの、

創造性だとか、これからどうするのかとかいう、新たなものを生み出すというこ

とにはＡＩは使えない。そこを人間が対応しなければいけない。そういう仕事は

残るだろうけども、そうでない仕事は、かなりの分がＡＩにかわっていくと言わ

れています。 

今まで１次、２次、３次の産業革命があったときには、人間の仕事の代替をして

くれただけで、その機械を動かすのはあくまでも人間だったわけですけども、こ

れからはその機械自体が勝手に動いていくので、人間ができることと言ったら、

そのコンピューターが故障したときの修理だとかいうことができるということに

なるわけです。でも故障したときには、余程、専門的な知識がないと治せないで

す。普通の人に修理しましょうと言っても、何が何だかさっぱりわからないです

から。昔だと、ラジオが少し壊れたら、ああ、ここの配線がおかしいとか言えた

わけですけれども、チップがたくさん入っていて中身はブラックボックスでわか

らないので、どこが故障しているのか、少し故障したら廃棄してしまうしかなく

なっている状況があります。オズボーンさんが書いている本の中には、これから

先、人間としてどうして生きていくかということを問われているわけです。 

もう一つは、国立情報学研究所の教授の新井さんが言っているのは、「ＡＩｖｓ．

教科書が読めない子どもたち」という本を書いていますけど、その中で、今の子

供たちの問題点はどんなところにあるのかというと、いろんな勉強をしていても、

公式を暗記して、それを使う、試験がマークシートの形になっているものは簡単

にできるけれども、文章を書いたり、長い文章の意味を理解するということがな

かなかできていない。大学の入試制度が変わろうとしているのも、そのことを言

われているわけですし、それから「主体的・対話的で深い学び」というのも、そ

こから出てきていることです。これからの学習の取り組みにあたっては、何のた

めに勉強するか、学ぶための意欲だとかいうことをしっかり子供たちに育ててや

らねばいけないということが言われています。 

この本の中に書いてあるのは、最終的には、中学校の教科書を卒業までにきちん

と読めるということが大切なのだということを言っているわけです。それを今後、

授業としてどうするかということにかかわってくる。今回の学習指導要領では、

学校だけではなく、社会に開かれた教育課程ということで、地域に参画してもら

う。地域社会の人材だとか、外部の人を取り入れて、学校を活性化させなければ

いけないということ。もう一つは、授業のあり方を変えていかなくてはいけない。
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それと、あわせて授業のカリキュラムマネジメントをきちんとしなければいけな

いということと、学校の先生自体もただ自分のクラスだけではなく、チームティ

ーチャーとして、お互い連携しながらやっていかなければいけないということが

今回言われています。 

学びの中身、学びのあり方、それから学力とは一体何かということをもう一度、

考え直さなければいけないような時期になっているということが今回の新しい学

習指導要領で言われています。従来と大きく学校のあり方が変わってくるのは、

ただ授業を教えるとか、ただ学級をどうするかではなくて、学校全体として、ど

ういう子供を育てていかなければいけないかということをきちんと考えておくこ

と。それから、そのために、ただ勉強するだけではなく、勉強したことが日常の

生活の中でどう活用できるかということが一層大切になると言われています。 

学力調査では学力だけではなく、学習状況についていろいろ調べていると思いま

す。きちんと朝ごはんを食べて、早起き、きちんと寝て、規則正しい生活ができ

る子供ほど学力の平均点がいいと言われています。また、スポーツ庁で、スポー

ツテストをやった結果も出てきており、その中で言われているのは、幼少期のと

きにきちんと運動をしていた子供は、運動する習慣がつけられており、将来、体

力がきちんと伸びるということも言われています。あわせて、それにより意欲的

に、いろいろなものに積極的に取り組んでいける子供になっているということも

言われています。 

いろいろなスポーツテストでは、昭和６３年がピークで、それ以降、下ってきて

いると言われています。今も下げ止まってきていますけれども、横ばいの状態で

上がっていないという状況あります。今の大人のスポーツや運動能力をいろいろ

調べた結果によると、７０歳代が非常に伸びている。逆に、最悪なのは３０歳代

で、全体の中でほとんど伸びがなく、下がっている状態になっている。それを考

えると、６３年の小学校６年生がピークで平成１２年が底になっています。その

ときに１２歳だった子が今の３０歳の人達ですから、それがそのまま出てきてい

るという結果になっているのではないかと思います。 

そういうことを考えると、学校だけではなく地域や家庭において、いろいろなこ

とをきちんとやっておくことが、その後に生きているということになってきます。

いろいろなことを経験させることによって、定着させることが必要なのではない

かということを感じています。 

直接は関係ないですが、今日の朝、ＮＨＫのニュースでやっていましたけれども、

人間が一番習慣づけできているのは何かというと、朝の挨拶とかいろいろありま
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すけど、一番は歯磨だそうです。歯を磨かなかったら何か気持ち悪いと、きちん

と歯を磨くというのは、一番定着した人間の習慣だそうです。 

でも、その歯ブラシすら、最近、例えばお酒を飲んで帰ったら、歯を磨くのが面

倒くさいと、今は機械でカチッとはめたら、３分間できれいになるそうです。口

に挟んで、カチッ、と、そんなものが今日、ＮＨＫで出ていました。 

こういう時代になったときに、やはり一番大切なのは、やろうとする意欲だとか、

頑張ってやろうとする、前を向いて頑張ってやれる気持ちが非常に大切なのでは

ないかと言われています。それをどう育てるかということが、今後大事になると

いうことと、先ほど言った、ケインズが言っていた労働ということになると、や

はり何のために自分は生きているというか、これからどうやっていくのかという

ことを考えると、労働している間の６０歳か６５歳までの間はいいですけれども、

それを越えた後どうするのかということになってくる。学校だけの勉強ではなく

て、生涯を通してのいろいろな学びをやっていかなければいけない状況になって、

そのためには大学まで行くとして、義務教育の中学校までの間に、どのようなこ

とを育ててやらなければいけないのかということが非常に大切である。そして、

いろいろな状況を見て、本市の教育委員会でも、西宮の子供たちをどう育ててい

くかということが、今後、大きな課題になると思います。 

さまざまな問題がいろいろ出てきていますけど、それを全部クリアすることはな

かなかできないかもしれませんが、基本的なことを考え、西宮の教育をどうやっ

ていかなければいけないのか、これから先の社会がはっきり見えない状況でどう

するのかというのが、大きな課題であるということを思いましたので、今回、こ

の話をさせていただきました。 

長くなりましたけど、以上です。 

何か質問、ご意見ありませんでしょうか。 

  

側垣委員 今、教育長のお話を伺っていると、これからの科学の発達の中で、子供たちがど

う育っていくのかというところですが、子供たちを育てる人をどう育てるのかと

いう、順繰りに親になっていくわけですけれども、教育だけではなく社会的にど

う育てていくのかということを、私は幼児にかかわっている者として、もっと真

剣に考えていかなければいけない。それと、おっしゃった言葉の中で、学校とし

て、どのような子供たちを育てたいのかというきちんとした方向性、目標を持た

ないといけない。まさに私、今の仕事の中で、保育園として、どういう子供を育

てていくのか。その中で、幼児期にすてきな、多様な経験をたくさんしてもらい
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たい。そういう環境をつくっていくということ、それからそういう人間関係をつ

くっていくということが非常に重要だなと思っております。 

学校では、やはり教育という一つの目標がありますので、それよりも本当に乳幼

児の段階で、できるだけそういう豊かな経験、多様なものの考え方、そういうも

のを、自分自身の頭の中で決めて考えていけるような力をつくっていかないとい

けない。乳幼児にかかわるものはずっと、小学校から中学校と、成長につながっ

ていくということを考えながらお話を伺っていました。 

  

重松教育長 ありがとうございます。 

ほかにはありませんか。 

  

岩本委員 最近読んだ本で、読書がとてもいいという話――読書を１日３０分でも習慣づけ

てすることが、本を読むことに対して子供の集中力がアップするので、勉強にも

つながってくるし、読書をすると、最初はその言葉だけを、どんな言葉かなと自

分の頭の中で分析して、最後には、その話全体をまとめたりするので、すごく子

供の学力アップにもいいし、いろんな場面で役立つということを聞いたのですけ

れども、読書習慣を中学校に入ってからつけましょうというと、なかなか、小学

校のうちから読書習慣がある子は、中学校に行っても引き続き読書をしてくれる

ということが、本では分析して書かれていたので、先生がおっしゃっていた朝ご

はん、睡眠、運動というのとあわせて、読書のことも学校の中で取り入れていっ

てほしいなと思いました。 

  

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。 

なければ、報告第２０号「西宮市教育委員会職員の公正な職務の執行の確保に関

する条例施行規則制定の件」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 報告第２０号、西宮市教育委員会職員の公正な職務の執行の確保に関する条例施

行規則制定の件をご説明いたします。 

資料としまして、１ページと２ページに制定する施行規則を、３ページ目以降は

参考資料として規則の基となる条例と、条例による要望等記録のフロー図を添付

しております。 
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まず、規則の基となる条例についてご説明いたします。資料の３ページをご覧く

ださい。 

この条例は、議員提案により６月議会で制定された条例です。議員の提案理由に

よりますと、市職員は、日ごろから市民や事業者等から多くの要望や陳情などを

受けますが、この中には職員の公平・公正な職務を阻む不当な要求が含まれてい

るケースも考えられるとして、その公平・公正な職務の執行を確保するためには、

要望等の全てを記録し、不当要求行為に該当するかどうかを検証し、また、必要

な措置をとることによって、不当な要求を未然に防ぐとともに、万一、そうした

要求があった場合であっても、適切かつ速やかな対応ができるよう制定されたも

のでございます。 

本市には、現在、類似する要綱などがございますが、記録の対象が限定的、記録

に関する基準が曖昧、条例になっておらず規定の法的効力が弱いなど、実効性や

効果に不十分な部分があるとして、要望などの記録、不当要求行為に対する措置、

不当要求行為に関する附属機関への諮問、条例の運用状況の公表など、条例によ

り明文化いたしました。 

また、都道府県、政令市、中核市あわせて半数以上が、職員の公正な職務の執行

に関する条例を既に定めているとのことです。 

この条例の第１０条に、条例の施行に関し、必要な事項は執行機関等が定めると

ございますので、教育委員会として、このたび規則を定めるものでございます。 

それでは、制定する条例施行規則をご説明いたします。資料の１ページをご覧く

ださい。 

この条例施行規則は、条例の施行に関し、必要な事項を定めるため制定するもの

でございます。第２条では、要望等の記録について、また第３条では、要望等の

報告について定めております。 

これについて、要望等の記録の流れについて、ご説明いたします。６ページのフ

ロー図をご覧ください。 

まず、職員に対する口頭による要望等がありましたら、記録の例外を除き、要望

等記録制度で記録いたします。記録する事項については、制定する条例施行規則

の第２条に定めております。また、条例により職員は、要望等の録音をすること

ができます。 

ただ、この記録については、全てを記録するとなりますと、かなりの事務負担に

なります。それでは本末転倒ですので、ここにあるように、記録に例外を設けて

おります。この二つ目の枠組みの中ですけれど、例えば、ほかに議事録が残るも
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の、ほかの制度で記録が残るもの、多数の者を対象に行う要望会、説明会、公聴

会、そういったもの。それから、日常的な営業活動、公の施設における利用者等

の日常的な要望というものがございます。また、執行機関ということですので、

教育委員会事務局のほか、教育機関、学校園も対象に含みますが、例えば学校園

では、保護者からの日常的な要望等については、この例外規定を適用して記録を

残す必要がないですよと。そういった対応をしていかなければ、記録自体がかな

りの負担になってくると思いますので、特にこれは問題になりそうだとか、重要

だというものについてのみ記録を残すといった捉え方ができると思います。 

この要望を受けた職員は、要望等の報告をいたします。要望等の報告については、

規定する条例の第３条に定めております。次の枠組みに載っているものです。 

そして、この報告を受けた執行機関等は、不当要求行為に該当するかどうかを判

断し、該当する場合には、不当要求行為を中止させるために必要な措置を講じま

す。不当要求行為に該当するかどうかの判断ができない場合、難しい場合には、

西宮市附属機関条例でこのたび制定された、西宮市公正職務審査会に諮問するこ

とができます。 

最後に、公表についてですが、市長が運用状況を取りまとめ、これを公表するこ

とになっております。今のところ、公表といいますのは、件数といったもので、

個々の内容を公表するものではございません。 

本条例は７月１２日に制定されましたが、総務局からの詳細な通知が９月２１日

にありました。１０月１日の施行日との関係で、早急に付帯する規則を定める必

要がございましたので、教育委員会会議への付議が間に合わず、規則に基づく教

育長の臨時代理により、９月２８日付で決定いたしました。本日はご報告となり

ますことをご了承願います。 

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、ご質問等はありませんか。 

  

前川委員 説明ありがとうございました。今、説明いただいた、そのフロー図のところで、

説明の中に、日常的営業活動、これは学校なども含められるという説明があって

思うのですけれども、例えば条例の第２条には補助機関という言葉が出ています。
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執行機関等及びその補助機関。なかなか不勉強で申し訳ないですけれども、その

学校はどうなのか。 

それから、説明の最初に、私はもともと、市立学校の教員であったので、市立学

校の教員は市の職員ですよね。その自覚でもって、ずっと働いてきました。そう

すると、この条例規則というのは、市立学校の教員にも当てはまっていると考え

てよいのか。それから、学校園で不当要求行為があった場合には、教育長のとこ

ろまで報告が行って、そして教育長が判断するのか。 

フローチャート上はわかるのですが、学校の職員の立場としては、自分がどう係

わる、あるいは不当要求行為が学校であった場合にはどうなるのというところを、

もう少し具体的に教えていただけたら、ありがたいのですが。 

  

教育総務課長 ご質問のございました執行機関、補助機関についてですが、執行機関といいます

のは、自ら意思決定を行い表示ができる機関、地方自治法の定めによれば、市長

のほか、教育委員会等の行政委員会がこれにあたります。また、補助機関は、長

の意思とか判断の決定を補助する立場、副市長とか会計管理者を指します。 

今、前川委員からお話のありました学校につきましては、学校も教育委員会を組

織する教育機関に含まれますので、当然、教育委員会の組織内の職員として全員

該当するということになります。 

また、手続的なところで、学校の管理職が、学校だけでは手に負えないなとか、

ほかの学校にも関係しそうだなといった判断をした内容については、これまでも

学校保健安全課や教育職員課など、教育委員会事務局に報告がありましたので、

学校での対応が、特にこれまでと大きく変わるといったことはありません。 

ただ、学校から事務局に報告があり、それが不当要求だと判断したものについて

は、今後、その数字を報告しなければならないと。それと、内容も所定の様式で

報告を上げなければならないという、少し手間は増えますけれども、学校として

はこれまでどおり、事務局に相談、報告をしていただければ。 

それから、学校保健安全課が弁護士と契約していますので、これまでの取り組み

と変わらず、弁護士と相談しながら解決を図っていく方法もありますし、必要な

ときは西宮市公正職務審査会へ諮問することもできるようになります。 

ただ、これまでにプラスして、録音が条例で認められることになりました。言葉

が適当ではないかもしれませんけど、録音することが正式に認められますので、

例えば、学校が会話を録音、記録していることに対し、相手が「録音するな」と

邪魔しようとしても、条例で定められているので録音行為は当然認められます。
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それから、教育委員会の中で判断できない、また判断が難しいというものについ

ては、先ほど申し上げました審査会に諮問して、不当要求に該当するのか                                                                           

どうか、不当要求に該当するとなれば、その不当要求行為を中止させるために必

要な措置、そういったところを諮問できる仕組みができたというところが、この

条例の特徴かなと思います。 

  

前川委員 わかりました。ありがとうございます。 

今のお話を聞いて、しっかりと、この条例規則を学校が把握しておくことと、も

う一つは、その変わらないという趣旨の中にも、私はね、学校にはいろんな人が

来ますけれども、保護者というのはパートナーですから、不当要求なんて、ふつ

うは存在しませんよね。いろいろな願いを届けてもらえる。だから、学校とやり

とりが難しいことがあっても、それらは不当要求ではないという考えで、しっか

りと保護者とパートナーシップをとっていかないといけないと思いますので、変

わらずこれまでと、毅然とすべきところは毅然とすると、それからお互いに寄り

添うところは、パートナーシップを大事にするところはこれまでどおりと、そう

いうふうに理解したいと思います。ありがとうございます。 

  

側垣委員 少し３ページの条例についての質問ですが、第２条で、その要望の意義というこ

との中で、例えば、１、２、３はわかるのですが、４番目の「不当要求行為とし

て、次にあげるものをいう」で、「次にあげる行為を内容とする要望等であって、

正当な理由のないもの」という、アからオまであげられているですが、これを見

ると、内部の職員がその他の人に対して行う行為と考えていいですか。つまり、

市の職員が市民に対して行う行為というように読めるのですけれども。例えば、

「職務上知り得た秘密を漏らすこと」というのは、市職員としての秘密を外部に

漏らすという意味ですよね。 

  

教育総務課長 おっしゃるとおり、市職員として知り得た秘密を外部に漏らすよう要求したり、

特定の者に著しく有利な又は不利な取扱いをするよう、要するに便宜を図れと要

求したり、ここに書かれている法令等に違反する行為や不当な行為を、正当な理

由なく職員に求めることは「不当要求」にあたりますよと、そういった意味で捉

えていただければと思います。 

  

岩本委員 先ほど、前川委員がお話しされていて、学校園の先生方もその対象になるという
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ことで、学校園の先生方は、保護者にとってはすごく近しい関係になるのですけ

れども、前川委員がおっしゃっていた、保護者はパートナーシップですから不当

要求はないのが一番というのは重々承知の上ですけれども、この内容について、

保護者の人に、学校の先生たちも含まれますよとか、そういうお知らせとなどは

どうなるのでしょうか。 

  

教育総務課長 教育委員会から保護者に対して特にお知らせすることは考えておりません。 

この条例は議員提案によって成立したわけですが、実は、これに反対する議員も

おりました。反対理由には、条例の前提として市民を敵視しているのかといった

意見や、記録すること自体が事務的な負担になるといったところから反対される

議員もおりました。 

先程も申し上げましたが、保護者からいただいた意見要望について、学校が通常

の処理をするものについては不当要求でも何でもありませんので、報告を上げる

必要がありません。学校に対しては、これまでどおりの考え方で行動していただ

ければ結構ですと校長会で説明しました。ただ、保護者や地域の方であっても、

学校では手に負えない不当要求だと判断した場合には、この条例を適用すること

になるとご理解ください。 

  

岩本委員 はい。それで周知徹底していただけたらと思います。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

なければ採決に入ります。 

報告第２０号「西宮市教育委員会職員の公正な職務の執行確保に関する条例施行

規則制定の件」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） 

  

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５５回西宮市人権・同和教育研究集会の開催について」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 

それでは、一般報告①、第５５回西宮市人権・同和教育研究集会の開催について、

説明させていただきます。資料をご覧ください。 
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研究集会につきましては、１１月１１日の日曜日、今年度は今津中学校さんをお

借りしまして開催する予定でございます。 

開催につきましては、市教育委員会と西宮市人権・同和教育協議会との共催で行

います。就学前・学校教育・進路保障・社会教育・男女共生・企業・特別部会の

８分科会１３分散会にわかれまして、西同教加入団体の実践報告をもとに交流し

まして、研究討議を行います。 

２枚目の開催要項、裏面の９番にありますように、報告団体は学校、ＰＴＡ、青

少年愛護協議会、企業などの３０団体となっております。 

なお、今年度より西同教の男女共生部会の会員数の減少に伴いまして、今年度か

らは今までお願いしておりました助言者の先生に基調講演をお願いしまして、団

体報告から基調講演、意見交流に変更する予定でございます。 

特別部会につきましては、午前の部のほうは障がい者をテーマとした講演会、午

後は、初めて同和教育、人権教育の基礎基本を学ぶ人のために、教育サポーター

の仲島正教先生をお招きしての講演会を開催する予定でございます。 

以上の分科会のほかについてはですね、多様な性に関するパネル展示と意見交流、

あと障がい者就労施設等の紹介とですね、軽食販売とミニ原爆展と人権啓発ビデ

オ上映のコーナーを設ける予定です。 

参加者数につきましては、平成２９年度が１，３２１名、平成２８年度が１，４

１１名、平成２７年度が１，３５７名となっておりまして、大体１，３００人台

のですね、横ばいとなっております。平成２９年度の参加者の内訳でございます

が、教員が約７４％、ＰＴＡのほうがですね、約１９％、その他社会教育団体、

企業ほか、約７％となっております。 

実践報告と研究討議の内容を、概要ですけども記録集としてまとめまして、来年

の２月ごろに参加者と学校園のほうに配布する予定です。 

開催日程につきましては、例年１１月の第２週で行っておりますけども、昨年度

につきましては、ほかの大きな行事との調整の結果により、１０月の２９日に２

週間前倒しで開催したんですが、今年度よりは元に戻りまして、１１月の第２週

で開催する予定でございます。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。 

  

側垣委員 これ、参加は申し込みですか。 
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人権教育推進課

長 

参加の申し込みにつきましては、当日、受付のほうにお越しいただくような申し

込みです。ただ、託児もやっておりますので、託児のほうは事前申し込み制とな

っております。 

  

前川委員 開催のかがみ文には、「多様な性に関する展示・交流、障がい者就労施設等の展示

と軽食の販売」と書いてあるのですが、開催要項にそのようなことがあればよい

なと思っています。もし、誤っていたら言ってくださいね。 

といいますのは、一つは、この分科会をそれぞれ見ていくと、まさしく新しい教

育基本法が示している生涯にわたる学び、生涯学習の中にあって、さまざまなと

ころでその人権についてみんなでかかわる、新しい教育のあり方を、歴史は重ね

ていますけれども、これから新たに展開していくような、そういう視点もこの中

に見れると思って、私はとてもよいと思っています。どの分科会もしっかりと参

加者が集うようにと願っています。 

それでね、私、学校で先生をしていたときに、特別支援学級の交流担任をしてい

て、障がいについてお悩みのお子さんのご家庭なんかとお話をするようなことも

ありました、担任として。 

進路保障の一つに、就労保障がありますよね。本人やご家庭、ご家族、周りの方々

は、その子たちの生涯にわたる学び、進路やから当然、就労についても、小さい

ときからいろんなお考えとか心配とか、そういう願いとかをお持ちです。でも、

私、小学校の教員でいて全くこの情報を知らないです。それで、ずっと担任をし

てきましたが、その子は中学校へ行ったり、西養へ行ったり、やがて就労します。 

学校の先生が、保護者、家庭とのパートナーシップをとる上で、生涯にわたる学

びで、家庭、子供とトライアングルの関係をつくるためには、ここに載っている、

去年から始まったこの進路保障にかかわる就労支援の施設等の知識、知識と言っ

たらかた過ぎするか、そういうものをね、しっかり持っておかないといけないと

思いますよ。その子は高校、その先、どうするのかということを保護者の方と一

緒に考えながら小学校教育に携わる。 

西宮養護学校は、就労について、市の労政課なんかと、しっかりとタッグを、チ

ームをつくっていますよね。でも、他の小中、高等学校については、私は距離感

があるような気がするんですよ。もっと市の労政課や事業所、継続就労支援の事

業所もいっぱいありますよね。特に参加する先生には、そういうものと連携を一

層進めて、こういう展示を行っているということに関心を持ってほしいという願
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いを持っています。 

  

人権教育推進課

長 

前川委員からご指摘ございました多様な性等の紹介ですけども、要綱のほうの裏

面のほう、特別部会の８番の下のほうに、展示コーナーとビデオ上映コーナーと

いうことで記載をさせていただいております。 

あと、障がい者就労支援施設の展示とあと軽食販売につきましては、平成２７年

度から行っておりますけれども、それ以外に、これは毎回ではないんですけども、

企業の分科会のほうで、一昨年度、平成２７年につきましては、企業様のほうの

障がい者の雇用につきましてご報告いただきまして、そのときには教員のほうが

約５０名、ほとんどが小学校の先生ですけれども、あと中学校、高校の先生もご

参加いただいて、子供たちのそれこそ進路保障で、就職などのことにつきまして、

記録集を見ますと活発な意見交換が行われていたようです。 

以上です。 

  

前川委員 はい、見落としていました。改めて、しっかりと確認をしました。継続型の就労

支援とかね、さまざまな施設があるけれども、展示コーナーで全部紹介できない

でしょうか。というのはね、私のような後悔を残している担任が、まだ小学校に

仮におるとすれば、おうちの人は誰を頼りに小学校のお子さんとお話を、もちろ

ん市役所には人いますけれどもね、子供を預かっている学校の先生とそういう話

をするためには、やっぱり全体が見える展示、継続型のＡ型とＢ型があるとか、

そういうようなことが、やっぱり一定みんな、教師として社会的教養の一つとし

て知っておいたら、もっとおうちの人といろんなお話ができたなという後悔があ

ります。今後も充実に努めてくださいという願いを改めて。ありがとうございま

した。 

  

岩本委員 前川委員のお話しされていたお話ともつながってくるのですけれども、ここに来

られる教職員の参加される方は、人権にかかわっている方とかが多いのかなと思

うので、今年はかかわっていない先生でも、広く、人権に興味があったりする方

には来ていただきたい 

なという思いと、それからＰＴＡをやっていれば、この紙を見て、興味がある保

護者の方は行かれることも多いと思うのですが、市政ニュースとかにも載ってい

るのでしたか。それを少し教えてください。 

  



                                    平成 30 年 10 月 10 日 
                                    第 7 回定例会 

 18

人権教育推進課

長 

広報につきましては、もちろん市政ニュースには掲載させていただいて、あとは

ホームページにも掲載させていただいております。ＰＴＡなどは、ふだん西同教

のほうの加入団体で、代表で来ていただいていますけれども、それ以外の団体の

構成員の方にもたくさん来ていただいております。以上です。 

  

岩本委員 よろしくお願いします。 

  

側垣委員 広報の件に関してですが、発表団体や報告団体を見ていると、中学校、高校、そ

れから私立の学校なんかも入っていますが、例えば人権教育であったり、この辺

りは、例えば私たちの民間保育所、幼稚園など、非常に重要な部分だと思います

が、そのあたりはされていますか。 

  

人権教育推進課

長 

各分科会の報告のほうにつきましては、こちらのほうに掲載しています３０団体

の方に報告いただきまして、それぞれでいろんなテーマがあるんですけども、そ

れは毎年度、それぞれの団体さんが設定されたテーマでさせていただいています。

毎年度、中身が違う分科会の報告となっております。 

  

側垣委員 対象は、人権・同和教育協議会に加盟している団体ですよね。 

  

人権教育推進課

長 

そうですね。分科会のほうでご報告いただくのは、西同教のほうに加盟いただい

ている団体さんのほうにご報告をいただいています。 

  

側垣委員 今後少し、西宮の民間保育協会のほうも、積極的にかかわっていく必要があるな

と思ったので、そういう努力は、こちらのほうもさせていただこうかなと思いま

す。 

  

重松教育長 よろしいですか。 

なければ、一般報告①を終了します。 

それでは、一般報告の②「多文化共生イベントの開催について」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 

続きまして、一般報告②多文化共生イベントの開催について説明をさせていただ

きます。２枚ものの資料をご覧ください。 
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この多文化共生イベントの名称ですが、正式名は「わ～るど・にじいろ・まつり

２０１８」でして、今年度は１１月の１０日の土曜日に関西学院大学教育学部の

西宮聖和キャンパスで開催する予定でございます。今年度につきましては、学生

さん同士の話し合いによりまして、大学の学祭と同日の併催となっております。 

異なる文化や習慣を持った人々との交流と理解を図ることを開催の趣旨としてお

りまして、多文化共生社会をつくっていくきっかけになればと考えております。 

内容につきましては、多文化共生を考える意見交流コーナー、さまざまな国や地

域の舞踏や楽器演奏、多文化共生交流ステージ、多文化共生に触れる体験コーナ

ー、料理コーナーを設けていく予定でございます。各コーナーの当日運営につき

ましては、準備も含めてなんですけども、関西学院大学教育学部の学生の皆さん

が主体となって行ってまいります。 

多文化共生イベントにつきましては、平成２７年度に県の教育委員会の呼びかけ

で始まりまして、参加者につきましては平成２８年度が１，０００人、平成２９

年度が８００人でした。関西学院大学教育学部、西宮市国際交流協会、西宮市在

日外国人教育研究協議会の３団体からなります実行委員会が主催で、ＪＩＣＡ関

西様が協力団体と、今年度はなっております。 

平成２８年度と平成２９年度につきましては、西宮市教育委員会の委託事業とし

ておりまして、県教育委員会とともに実行委員会のメンバーでございましたが、

平成３０年度につきましては、行政は広報などの後方支援を担当しております。 

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、ご質問ありませんか。 

  

岩本委員 一ついいですか。このイベント行ったことがないので、どんな感じか少しわから

ないのですが、せっかくなので、例えばこの関西学院大学の教育学部の方が共催

されているのであれば、関学の教育学部に興味を持っている高校生なんかも、こ

のイベントに興味を持ってきてもらえたらなと思うので、またそういう広報の仕

方もご検討ください。 

  

人権教育推進課

長 

高校のほうにつきましては、県教委とも協力しておりますので、県立高校は県教

委のほうからご案内をさせていただきまして、市立の高校につきましては、当課

のほうでご案内を配布させていただいております。 
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以上です。 

  

重松教育長 一つ、イベントですので、大学の宣伝をすると、今度、ほかの大学から言われる

ので少し難しいところはある。 

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、傍聴者の方は、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。 

一般報告③「平成３０年度募集（平成３１年度入学）西宮市立高等学校の生徒募

集定員の決定について」を議題とします。学事課長、お願いします。 

  

学事課長 一般報告③、平成３０年度募集（平成３１年度入学）西宮市立高等学校の生徒募

集定員の決定について説明いたします。 

市立高等学校の平成３１年度入学者の募集定員につきましては、資料の１ページ

にございますとおり、２校合計で、１６学級６４０名の募集を行います。学級数、

定員ともに、前年度から増減はございません。 

生徒数の状況などにつきましては、資料２ページ、市内８高等学校の募集学級数

及び西宮市立中学校卒業者数と、３ページ、西宮８高校、第２学区の普通科等の

学級数をご覧ください。 

これまでの経緯といたしまして、近年の本市における中学校卒業者数の増加に伴

い、平成２６年度に西宮高校、平成２８年度に西宮東高校で１学級４０名ずつ募

集定員をふやす対応をしてまいりました。このたびの平成３１年度入学者の募集

定員につきましては、県教育委員会と調整を行い、前年度と同数の募集を行うこ

とといたしました。 

なお、本件につきましての公表は、１０月１５日に兵庫県教育委員会から、平成

３１年度兵庫県公立高等学校生徒募集計画として発表される予定と聞いておりま

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。 
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本件に、ご意見、ご質問はありませんか。 

全体としては、何学級か減っていますけど、それは県立で一応対応するというこ

とに。ただ、あと２年後、さらに２年後には４学級ほど減ると思いますので、そ

のときは多分、市立どちらかが、両方とも学級数を減らされるのかなというよう

なことを思っています。 

まだ、大きな影響は、市立は減らないですけれども、全体の募集定員が減ってい

ます。そうすると第一志望を落ちた子供が第二志望に回るときに、第二志望の定

員が減っていますので、当然、あふれてきます。そうすると、その分の子供たち

は当然、私学かどこかを準備しておかないと、行き先がなくなってしまう可能性

が出てきます。中学校の進路指導については、市西と市東が変わらないというだ

けでは済まないので、その辺のところは、定員数が決まったところで、それぞれ

の先生たちの指導が必要かなというふうに思います。 

よろしいですか。 

では、なければ一般報告③を終了します。 

次に、一般報告④「西宮市学校施設長寿命化計画（素案）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（素案）について、説明

させていただきます。 

本市におきましては、今後、学校の改築や改修の費用の増大が課題となります。

予算の平準化やトータルコストの縮減を図るため、子供たちの安全・安心を確保

しつつ、使用年数を延長する施設の長寿命化を図っていくことが求められており

ます。 

１ページから１３ページまでは、計画の策定の背景や目的等、学校施設の状況や

今後の児童生徒数の推移など、長寿命化計画を策定するにあたって押さえておく

べきデータについて記載しております。時間の都合上、本日は説明を省略させて

いただきます。 

最初に１４ページをご覧ください。長寿命化計画の策定に当たって、学校施設と

して、どのような機能・性能が必要となるかを検討し、目指すべき姿を示してお

ります。 

１点目、学校は災害時の拠点となることから、安全に、安心して利用できる学校

を目指すこと。２点目、教育環境の向上として、多目的教室や少人数教室の施設

整備やトイレの洋式便器化、バリアフリーに配慮した改修などの環境の向上に取
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り組むこと。３点目、計画的・効率的な整備ということで、これまでの部位別の

単独改修から、できるだけ部位をまとめて改修することや、他の公共施設の複合

化など、有効活用を図れるように将来を見越した改修を行うことを考えておりま

す。 

１５ページをご覧ください。課題の整理と基本方針を定めております。 

課題としましては、一つ目、整備費用が集中すること。２点目、劣化度調査によ

り判明した劣化が進行している状況であること。三つ目、従来の改修だけでは、

教育を取り巻く環境への対応が困難であること。四つ目、児童生徒数の減少によ

り、転用可能な教室が生じるため、その活用の検討が必要であることがあげられ

ます。 

これらの課題を踏まえまして、二つの基本方針、施設の長寿命化と予防保全、必

要な機能の整備と適正化を掲げました。 

具体的には、まず１６ページ、１７ページをご覧ください。基本方針の１の施設

の長寿命化と予防保全の考え方を示しております。まず、建物の耐用年数を原則

８０年とすること。そして、改修の標準周期を築２５年目と築５０年目にするこ

ととしました。この考え方は、文部科学省の長寿命化計画策定の手引きによるコ

ンクリートの圧縮強度や鉄筋のサビの状況など、一定の基準を満たすものについ

ては長寿命化が可能であるということによります。また、本市においては、日本

建築学会の考え方も参考にし、原則８０年といたしました。 

２１ページをご覧ください。基本方針、二つ目について説明をします。 

１点目、必要な機能・諸室を定めて、整備を進めます。きめ細やかな指導ができ

る少人数教室の整備や多目的スペース、ＩＣＴ環境、防災機能の充実なども整備

を行います。２点目、良好な教育環境を整備するため、児童生徒数の推移を踏ま

え、望ましい学校規模、統廃合等を検討いたします。３点目、市全体の公共施設

の維持管理コストを削減するため、学校施設の有効活用として転用が可能な教室

の活用を検討いたします。 

これらの方針に基づいて、コストのシミュレーションを行いました。２７ページ

にまとめておりますので、ご覧ください。ここで試算した三つのパターンを比較

しております。 

試算１は、これまでのように築５０年で改築を行う従来型、試算２は全ての棟を

８０年改築したもの、試算３は原則８０年としながら学校単位で改築の時期を集

約したもので、これが予算の平準化やトータルコストに最も効果があったことか

ら、これを本市の長寿命化計画に採用しております。 
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２８ページをご覧ください。長寿命化計画では、費用面で一定の効果があります

が、多額の整備費用が見込まれることから、さらなる改善としまして、施設の有

効活用や、プールの共用化の可能性などについて引き続き検討を行ってまいりま

す。 

２９ページをご覧ください。第５次総合計画期間中の改築や改修にかかる整備費

については表のとおりとなっております。改築校は、既に事業化されている５校

に大社中学校を加え、改築を検討いたします。また、大社中学校以降の改築校に

ついては、本計画の長寿命化の考え方に基づき、築年数や劣化状況、教育環境の

改善という視点を含め、総合的に判断をしてまいります。 

３０ページをご覧ください。改修については、学校運営への影響等を考慮しなが

ら、国の補助金制度を活用するために、ある程度、幾つかの部位をまとめて改修

することとします。 

３１ページの下の表に、今後、長寿命化改修や大規模改修を行う対象校を記載し

ております。３１年度設計、３２年度に工事を行う予定のものをモデル事業とし

て着手をいたします。 

最後に、３２ページをご覧ください。長寿命化計画の継続的運用方針について説

明します。本計画は、学校の改修や改築の優先順位を設定し、標準的な費用の見

込み額を算出しているものです。今後、施設の劣化状況の情報を蓄積し、更新し

ていくことや、関連部署と連携しながら学校教育の取り巻く環境の変化や児童生

徒数の推移、劣化状況など、総合的に判断し、計画の見直しを図り、実施年度や

事業費を精査し、事業を実施してまいります。 

今後のスケジュールについては、この素案は１０月２９日の教育こども常任委員

会にて報告し、１１月に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。また、

常任委員会の意見などによって、文言の修正等がある可能性がありますので、ご

了承ください。以上で、説明を終わります。 

  

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 学校の施設の老朽化というのは、ずっと中にいても感じていたことで、このよう

にしっかり計画を立てて進んでいくんだなということが、市民レベルで、みんな

で共通理解できるといいなと。 
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いきなりですが、長岡委員は西宮の公立学校の施設について、どんな印象ですか。

例えば、ずっと同じ学校にいると、もう見た目とか古いところもね、いろいろ、

だんだんマヒしていくというか、そういうところがあるんですよ。長岡委員の目

から見て、公立学校の校舎や、そういう施設をどんなふうに見えているか、ちょ

っとぜひ、ここであげてほしいです。 

私からは、この資料の中に、学校のプールが屋上プールより地上プールのほうが

劣化は早いという、どっかにデータがあってね、そのようにデータ上言えるなら、

なぜ地上プールは劣化が早いかということを知っておきたいなと思いました。こ

れは、わかれば教えてください。 

それから、もう一つは、国の方針を踏まえて、このプランをつくっていると。こ

れでまた進めてもらったらいいと思うんですが、私は個人的に、改築が中心のこ

れまでの長寿命化計画っていうのは、つくったものを一気に壊してまた新しいも

のをつくるという、大量廃棄物を社会の中で生み出すという環境負荷の問題があ

るという点からも、この計画は、お金の面以外でも、やはりそういう視点も大事

にしないといけないなと感じているところです。 

もう一つは、いろいろな項目の中に、屋上は、屋上防水という言葉があるのに、

外壁には、外壁防水という言葉がないのです。老朽化した学校では、台風がやっ

てくると、３階は雨漏りしてないのに、２階が雨漏りしている。職員室は、先生

方が全部、机の上の荷物を避難させて、机の上にバケツを置く。何年もこんな状

態が続いている学校がありました。そして、毎年、毎年、廊下が雨漏りで膨れ上

がって、そのたびに、膨らんだ廊下を直す同じ修理をしているという印象があり

ます。これは、前に向かっている計画なんで、そのことよりも、私は、外壁防水

がなかなか進まないのには、きっと難しい理由があるんではないかと、常々、思

っていました。屋上は割とすぐに直してもらえるのに。そのあたり、外壁防水の

専門的なところで、何か課題とか、ハードルが高いところがあれば教えていただ

きたいと思います。少し質問ばかりになりますが。 

  

学校管理課長 まず、外壁の防水の件ですけども、雨漏りというものが、原因を特定することが

非常に難しいことがあげられます。また、補修する際に、一定の面積の塗装が必

要であることと、足場の設置をしないといけないということで、費用が高額にな

るということから、場所を特定して補修しなければいけないということがあげら

れます。中には、原因がわかるまでは様子を見ているという学校もありまして、

教育現場のほうからは滞っていると思われている印象があるなと思います。ただ、
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計画的に外壁改修は行っておりまして、窓周りであったり、外壁のクラックの補

修などを行っていますので、基本的には改修をすれば、そういったものはなくな

るということになります。 

今後の長寿命化改修で、予防保全ということを、行っていきたいと思っています

ので、そういった意味で、不具合が起こってからの補修ではなく、なるべく周期

的に補修をしていきたいと考えております。 

  

学校施設計画課

長 

最初に、ご質問ありました、地上にあるプールと屋上にあるプールの劣化度合い

というところでの比較ですが、実際に地上のほうが早いのではないかというよう

なところの文献については、少しこちらのほうでは把握していないところです。

ただ、想像で考えられるところとしては、やはり運動場の砂じんといったところ

での、防水シートへの影響というものが、ひょっとしたら、あるのではないかな

と想像されるところです。ただ、詳細なところについて、今後、また調べていき

たいなと思っておりますので、わかればまた報告させていただきたいと思います。 

  

前川委員 この劣化というのは、防水シートが、主に劣化対象になっているというところま

では把握しているのですね。わかりました。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

長岡委員は、どうでしょうか。 

  

長岡委員 たくさんの学校を見てきているわけではないので、少し一概には言えないですけ

れども、私が見ている範囲では、やはり随分古くなってきているというのは感じ

ますが、先生方も、それから子供たちもよく手入れをして、大事に使っているな

と。きれいにして、大事に使っているなというような印象はあります。 

  

重松教育長 はい、ありがとうございます。 

ほかには、ありませんか。 

よろしいですか。 

では、なければ一般報告の④を終了します。 

一般報告⑤「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。 
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 （非公開） 

  

重松教育長 それでは、一般報告⑤を終了します。 

次に、一般報告の⑥「西宮市立中学校部活動の方針（案）について」を議題とし

ます。学校教育課長、お願いします。 

  

校務改善課長 今回の案件ですが、事件表にもありますように、西宮市立中学校部活動方針（案）

についてと、お手元の資料にあります校務改善課からの、統一ノー部活デーの実

施についてとほぼ重なる内容になってくることもありますので、あわせて説明さ

せていただきたく思います。したがいまして、タイトルのほうが若干ずれてしま

ったことを、この場でおわび申し上げます。申し訳ございません。 

それでは、議題に入らせていただきます。お手元の資料「西宮市立中学校の統一

ノー部活デーの実施について」をご覧ください。 

学校教育の中で、部活動の果たす役割が大きく、平成２５年８月、兵庫県「いき

いい運動部活動」３訂版では、以下にありますようにまとめられています。ここ

には、運動部とありますが、このスポーツを文化に置きかえれば、文化部も含め、

部活動の意義ととらえられるかと考えられます。 

さて、この中で、部活動の過熱化への懸念が提起されており、中学生のゆとりあ

る生活の確保の観点から、平日週１回以上、土曜、日曜と休日では、そのうち月

２回以上をノー部活デーとして、休養日を設けることとされ、西宮市でも取り組

んできたところです。 

近年では、教員の働き方改革、ワークライフバランスの観点からも実効性のある

取り組みが求められてきました。このことに関連しては、最近では、市政ニュー

ス５月２５日号にも記事が掲載されたことを６月の教育委員会会議にて報告させ

ていただいたところです。 

この実効ある取り組みに関しましては、平成２９年度から校務改善会議、及び中

学校校長会と連携により、検討の場を持ってまいりました。そして、平成３０年

１１月より、一番下の四角囲みにありますように、第２、第４日曜日を市立中学

校２０校の統一ノー部活デーとし、一斉に部活動を行わない日とすることといた

しました。また、その日が大会やそれにつながる予選に当たる場合などは、部活

動を行うかわりに、代替日を設け、休養を取得するものとしているところです。 

裏面にありますチラシを、中学校全保護者に近日中に配布いたします。 

以上、報告させていただきます。 
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また、これらの取り組みを進めていく過程で、部活動の方針については、文科省、

県からの通知がまた新たに、今年度もあったということでございます。これに対

しては、学校教育課を中心に検討の場を持っているところであり、この後、引き

続き、木戸学校教育課長から説明させていただきます。 

  

学校教育課長 引き続き、西宮市立中学校の部活動方針（案）について、説明させていただきま

す。 

これまで、西宮市立学校の部活動の充実につきましては、兵庫県の「いきいき運

動部活動」３訂版の趣旨に沿って推進してまいりました。今年の３月にスポーツ

庁の運動部活動のあり方に関する総合的なガイドラインが策定され、その中で「市

教育委員会は国のガイドラインにのっとり、県の方針を参考に、設置する学校に

係る運動部活動の方針を策定する」とあり、資料にあります西宮市立中学校部活

動の方針（案）を原案として、策定の準備を進めているところであります。 

主な内容、及び今後の進め方について、ご説明いたします。資料の部活動方針（案）

をご覧ください。 

国、県の方針は、いずれもタイトルに運動部とありますが、国はガイドライン策

定の際の通知において、文化部活動も本ガイドラインに準じた取り扱いをすると

あったことを踏まえ、この西宮市立中学校の部活動の方針は、西宮市立中学校に

設置される全ての部活動を対象とすると考えます。 

部活動方針策定の趣旨は、１番にありますように、部活動がもたらすものがある

反面、さまざまな観点からの見直しが求められることを背景に、今後も望ましい

部活動を継続するために部活動方針を策定しております。 

続きまして、休養日の設定についてです。これまでは、県の「いきいき運動部活

動」３訂版に基づき、休養日の設定は、「平日は最低週１日、土日などの休業日は

最低月２回以上は部活動を行わない」でした。これを、国、県の方針にのっとり、

資料の２番、「ゆとりある生活の確保」にありますように、①「週当たり２日以上

の休養日」、すなわち平日及び土曜、日曜などの休業日に、それぞれ１日以上を設

定し、長期休業中も学期中に準じます。また、オフシーズンについては、２番の

⑦にありますように、定期考査中や長期休業中の学校閉鎖日前後、年末年始の休

業日は１週間程度のオフシーズンを確保すると考えています。 

また、先ほど校務改善課より説明しました、１１月より実施します統一ノー部活

デーについては、２番の④にありますように継続してまいります。 

熱中症対策につきましては、４番、指導の充実の②にありますように、必要に応
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じて適宜、気温・湿度を確認し、熱中症予防運動指針に示される環境条件の評価

を参考に、学校として運動の可否を判断するとしております。 

最後に、項目の５番目になりますが、教育委員会の取り組みとして、部活動指導

員の積極的な活用、及び部活動のあり方について、引き続き部活動推進委員会で

協議していくことをあげております。 

続きまして、資料の２枚目、左上に進め方とある資料をご覧ください。 

本日、この後、ご意見をいただいたことを参考に、西宮市立中学校の部活動方針

を策定し、１０月下旬に各中学校へ周知し、その後、１１月１日より２番の④を

実施、それ以外は来年の３月３１日までを施行期間といたします。全面実施は、

平成３１年４月１日を予定しております。 

また、この部活動方針の推進には、日ごろより部活動を支えていただいておりま

す家庭や地域との連携は欠かせないと考えております。この後、市教育委員会よ

り、関係各団体への連絡の書面を準備し、協力依頼をお願いに上がることを予定

しております。 

なお、参考にあります具体的なカレンダー等につきましては、学校でこうした考

え方が定着するまでは、しばらく作成し、送付を予定しております。 

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。 

  

長岡委員 ご説明ありがとうございます。この素案は、これでいいと思いますけれども、安

全管理のところですが、県の教育委員会が出されているものも、それからスポー

ツ庁が出されているものもそうですが、事故が起こる前のリスクマネジメントに

ついては、チェックリストとかでチェックできるように、未然に防ぐというよう

な文言がありますが、運動をやっている以上、幾らここでチェックリストを使っ

てチェックをしていても事故が起こることがあると思います。 

それで、その起こった事故に対してどう対応するのかというところが、非常に重

要だと思うので、そのあたりが、この方針でなくても、現場の先生方に伝わるよ

うな、どのような連絡体制をとるのか、救命救急のところで指導者がどういう研

修を受けるのか、そういう必要性があるのかとか、そのようなことも検討するこ

とが必要ではないかと感じます。 
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学校教育課長 ただいまお話にありました、事故が起こったときにどうしていくのかという部分

につきましては、部活動だけではなく、既に学校のほうに、いろいろな危機管理

マニュアルが作成されております。その中で、事故が起きたときに、家庭への連

絡、病院への連絡、例えば救急車を呼ぶときにはどうすればいいかというような

ところを、必ず年度の初めに作成し、それを職員会議等で教職員に周知して共有

するという機会をもって臨んでいるところでございます。 

以上です。 

  

長岡委員 ありがとうございます。 

  

前川委員 何年か前に、ブラック部活という言葉が社会に広がったのですけれども、この趣

旨の中に、勝利至上主義等の行き過ぎた指導というのが、あげられています。こ

れまで部活動が子供たちに果たしてきた役割、それから学校教育の中で担ってき

た役割は非常に大きいものがあって、保護者からの信頼も得ているし、巣立って

いった子供たちにも信頼を得ている。そんな部活動が、何かそのブラックだから

日数を減らせというところに短絡的に結びつかないように願っています。 

別の言い方をしたら、勝利至上主義にとらわれたような部活動は、教育ではない

ですよね。だから、部活動が教育である限りは、やり過ぎがないものだと思って

います。部活動がない日に、子供たちが自主練習、例えば正月などは、甲山森林

公園でたくさんの中高生が自主的に走っています。そういう部活動にもっと励み

たい子、競技スポーツに、その子みずからが自主練習に励んだり、それから武庫

川の河川敷を、県立高校や私立の高校の子らがマスクして走っている姿を見たら、

そういう姿は市民の中で、すばらしい姿と僕は思っています 

田口壮選手が日本球界に復帰するときに、苦楽園にお住まいで、毎日、苦楽園の

山々を親子で走っている姿、日本球界に復帰しようという、そういうものは西宮

の中で伝統というか、語られる一つの姿です。 

吹奏楽も大変だと言うけれども、昔の吹奏楽と今の吹奏楽は、部活動の指導のあ

り方は、私はやっぱり時代に合わせて変わってきていると思います。吹奏楽で、

自分のパートではない楽器に興味を持って、休養日にピアノを習っている子や、

自分の学校は吹奏楽なんやけどジャズが好きだと。で、休みの日にジャズの音楽

を聞いたり、ＣＤを買いにいったり。そのように部活動を基盤として豊かな人生

が広がるような、ぜひ、この方針に基づいて、子供たちをみんなではぐくんでい

こうという、広がりができればと、願っています。 
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岩本委員 よろしいですか。今、前川委員のお話にすごく感銘を受けて、ああ、いい話だな

と思ったのですが、私の言いたいこともそれに重なるところもありますけれども、

この部活動の方針の中で、平日は２時間程度、土日等の休業日は３時間程度と書

いてあって、県からの方針もそういう時間ですが、実際にこれが守られるかとか、

形骸化してしまって、結局はそうではない長さになってしまわないことを願いま

す。でも、本当はもっと部活をやってほしいと、顧問の先生も生徒も思っていた

り、保護者の方も思っている可能性もあるので、なかなか難しいことなんですけ

れども、この規則が形骸化しないことだけをお願いしたいのと、あとは前川先生

がおっしゃっていたように、部活しない間に、私なんかだとやっぱり、子供が家

でゲームばっかりしてしまっているとか、暇な子供たちが集まって、どこかでた

むろしてしまうのではないかとか、そういう心配が出てくるので、そういうこと

がないように、生徒たちも、例えば生徒会なんかで、部活の時間が減るんだけど

僕たちは何をしたらいいと思うという話ができるような機会もあればなというふ

うに思います。よろしくお願いします。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

阪神教育事務所管内の教育長が集まったとき、私はまだ２回しか行ったことがあ

りませんが、そのときにやっぱり出てくるのは、西宮は実際、やっている率がか

なり悪かったです。だから、今年、かなりそれがよくなっていますので、それは

いいことだなと思います。 

ただ、これから先、これを出したときに、例えば今日は部活がないのが第２、第

４とはっきり出てしまうので、「第２、第４はないはずなのに、何でグラウンドで

ワーワーやっているのか」、「あれ、部活やっている。」「適当に集まってやってい

るよ。」というようになってくることも考えられる。それともう一つは、特にブラ

バンだと、「この日、静かなはずなのに何でガンガン音がする」というようなこと

を言われかねないので、その辺のところをどうするかというのも、少し問題かな

というようなことを思いますね。 

それと、今度、学校でやらないとしても、特に管楽器は、家でやったら、とても

ではないけれど、周りから絶対苦情がくるので。管楽器や特にバイオリンなどは、

聞けたものではないというようになってしまうので、それはないと思いますが、

そのように、今度は家庭で練習しているのがどうなるかということもある。それ

だったら、学校でやってもらったほうがいいのではないかという話になるかもし
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れない。なかなか、この辺は難しいのかなと思いますが、一応は統一して、こう

いうふうにやるということで、まずはやってもらって、あとそのほかのところは

充実して、部活の運営をやってもらいたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

  

側垣委員 今のことに関連して、部活については、保護者はこういう方針を理解されるとは

思いますけれど、地域の方々が、グラウンドであったり、今おっしゃったような

音であったり、どのように理解していただけるのかというのが気になります。ま

ずそこをきちんと地域の方々に説明をすべきではないか。例えば、青愛協の機会

にやるとか、そういうことも含めて、地域全体の理解が必要だと思います。 

うちなんかも結構、中学校が近いので、もう日々、練習の声やブラスの音などが

聞こえてきますけど、僕は地域の中の音だと思って聞いているので。そのような

ことを、十分お願いしたいなというふうに思います。 

  

重松教育長 よろしいですか。 

では、なければ一般報告⑥を終了します。 

以上をもちまして、今日予定されていた議題は全て終わりました。 

これをもちまして、第７回教育委員会定例会を閉会いたします。 

  

 （終了） 

  

 


