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付 議 案 件 

＜教育長報告＞ 

 

＜審議案件＞  

議案第 26 号 西宮市立幼稚園利用者負担額に関する規則の一部を改正する規則制定の件 

（学校改革調整課） 

議案第 27 号 西宮市立幼稚園の休級及び休園等に関する規程を廃止する規程制定の件 

（学校改革調整課） 

議案第 28 号 西宮市教育委員会表彰規程制定の件               （教育総務課） 

議案第 29 号 尼崎養護学校耐震補強及び施設等改修工事に係る工事請負契約締結に関する 

意見決定の件（学校施設計画課） 

議案第 30 号 平成 30 年度西宮市一般会計補正予算(第 8 号)(12 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 21 号 人事に関する件                        （教育人事課） 

 

＜一般報告＞  

一般報告① 平成 31 年成人式「二十歳を祝うつどい」について        〔青少年育成課〕 

一般報告② 「西宮市立図書館事業計画素案」の決定について  

〔中央図書館・北口図書館〕 

一般報告③ 「西宮市子供読書活動推進計画素案」の決定について  

  〔中央図書館・北口図書館〕 

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＞ 

・平成 31 年度当初予算編成方針について                   （教育総務課） 

・平成 30 年度学力調査のホームページ掲載について              （教育研修課） 

 

                                         以 上 
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重松教育長 では、ただいまより平成３０年度第８回教育委員会定例会を開催します。 

議事録署名委員には、側垣委員を指名します。よろしくお願いします。 

初めに、９月１２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。 

ここで各員に確認します。本日は傍聴者が２名おられます。会議は公開が原則で

すが、議案第２９号と３０号、「一般報告②」と「一般報告③」は市議会に報告す

る案件であり、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

できなくなるおそれがあるため、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 異議なしと認めます。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。 

今、教育の分野については学習指導要領が大きく変わっていますけれども、学校

と教育委員会との関係について、一度、考えてみたいと思っています。 

というのは、教育長会議等でも、それぞれの学校や地域からいろいろな要望があ

り、それにどう対応するかということなど、いろいろ議論があります。その中で

学校と教育の関係について、これからは学校の主体性、学校の独自性をより尊重

していくような方向で教育を進めていかなくてはいけないのではないかと考えて

います。 

海外、ドイツやアメリカなどでは、予算がすべて学校に任せられており、例えば

最初に１，０００億円、１００億円という形で予算がおりれば、その中で学校の

人件費や設備費から全部賄うという形になっています。その後、１年間事業をや
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った後にＰＤＣＡではないですけども、そのことについて評価をして、実現でき

なかったり、いろいろなトラブルがあったりしたときには、その予算を削減した

り、逆に今度はこういうことで頑張っている、またはこういうことが必要だとい

うときには、予算をつけたりしています。そういうことは日本の考え方では、で

きませんけれども、学校の独立性、自立性というのは、同じように必要ではない

かと思います。 

そして、教育委員会は学校の自主的な教育活動を支援していくというのが大きな

役割ですけども、学校としては恐らく三つの大きな課題や対応があるのではない

かと思っています。 

一つは、各学校で授業改善をどうするのか、授業をどのようにやっていくのか。

これが一番中心的なことであり、学校は子供たちにきちんと知徳体のバランスが

とれた授業を展開していくというのが大きな使命なので、それを教育委員会はど

う支援していくのかということが、一つの大きなテーマになると思います。 

それとあわせて、特に西宮の場合は中核市ですので、教員の研修または教員がや

っているいろいろな研究についての教育団体、研究団体、小教研とか中教研、そ

れをどう支援をするかというのが大きな課題になると思います。それをしないと、

学校の先生たちの授業力向上につながっていきませんので、その部分への支援を

どうするかというのが、特に大きな課題となると思っています。 

二つ目は、それぞれの学校が学校経営や学校評価を行って地域との連携などをい

ろいろやっていますので、教育委員会がどう支援するか。例えば、人・物などい

ろいろなものの支援もありますし、評価に基づいて地域との連携をどうするかと

いうこと、教育委員会としてどのように支援するかということもあります。もう

一つは幼稚園・小学校・中学校、西宮の場合は市立高校がありますので、学校間

の連携をどのように図るのかということも教育委員会の役割だと思っています。 

それから三つ目は、学校でいろいろ起こった事故だとか生徒指導上のトラブルに

どれだけ教育委員会が支援できるか。特に、事故については保護者等いろいろな

団体がありますので、そこをどう支援するか。または、生徒指導上でいじめや不

登校の問題が起こったとき、特にいじめなどは教育委員会で第三者委員会を開い

ていじめに対して対応するということがありますので、そういうことをどう進め

るのかという問題があります。 

この三つが、学校と教育委員会の関係での大きなテーマだと思っています。まず

一つは、授業をどうするかということについて、よく言われるのは、授業には担

任と子供がかかわっていますので、直接担任を指導するということはできません。
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その担任自身のいろいろな力を、どれだけつけてあげられるかという形での支援

になりますから、研修などいろいろなことをやっていかなければいけません。個々

の先生をどう伸ばしてあげるかということは、当然、学校でもやっているわけで

すけれども、教育委員会としても指導・支援していかなければいけない。 

そのために、教育委員会は学校に指導主事を送って指導主事が学校経営だとか学

校の支援を行うわけですけれども、その指導主事を今後どのように育ててやるか

というのが、教育委員会の一つの大きなテーマになってくるのではないかと思っ

ています。 

それはなぜかというと、従来であれば県の場合、３５歳から指導主事の試験が受

けられ、指導主事になってそれぞれの学校や教育委員会へ指導という形、県の場

合は直接現場へ入れない場合がありますので、教育委員会を指導するという形に

なります。学校の中でただ担任をやるだけではなく、教務主任や研究などの経験

を積んで、授業をきちんとできるようになり、学校の中でいろんな他の教員を指

導できる状況になって、その人たちが指導主事になれば、今度はそれぞれの学校

に適切な指導ができるので、それをどう構築するかという問題があります。 

ですから、西宮の場合でも県みたい採用試験があったり面接があったりという形

ではなくて、直接、指導主事を採用していますので、そういう指導主事を教育委

員会としてどう育ててやるか。でないと学校へ行ったときに指導ができないとい

う問題もあります。そこをどうするかという問題はこれから大きな課題になって

くると思います。 

また、それぞれの学校がやっている知徳体の知の授業は比較的学校できちんとで

きますけれども、徳体の部分の支援をしていかなければいけないということで、

教育委員会として、例えば、甲子園球場で小連体や中連体をやっていますけれど

も、それは学校ができないものを支援する。同様に、合同音楽会などもやってい

ますが、教育委員会としてそういう支援は非常に大切だと思っています。 

ただ、大きいのは徳の部分、要するに道徳の教育でやったものを家庭だとか地域、

社会に出ていってどう支えてやれるかということが非常に大きな問題だと思って

います。子供たちが育っていく中で、そういう体験だとか経験を通して自分のも

のにする。ただ知識や知恵だけを身につけただけでは実際の対応ができません。

そのような子供が育っていくためには、学校が地域、社会といかに連携するか、

家庭と連携するかというときには、教育委員会が学校を支えてやらないとなかな

かできないのではないかと思っていて、その部分が大きな課題であると思ってい

ます。 
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そこを今後どう進めていくか。学校にある教育連携会議の活用、それから社会教

育の青少年愛護協議会を西宮は独自でつくっています。そういったところと連携

し、例えば夏祭りや昔の遊びの体験、餅つきなど、いろいろなことをやっていま

すけれども、そういうことを通して子供たちが実際に人と人とのつながり、企画、

運営することによって、どういうところとやればいいのかなどを勉強し、実際に

体験をするということが非常に大切だと思っています。それをどう発展させるか

という問題があります。 

それから、さっき言った学校を支える三つのうちの二つ目の教育の方向性という

ことでは、学校はあくまでも学習指導要領にのっとってやっています。学習指導

要領は、文科省が全国で同じように教育を受けられるように定められていますけ

れども、それが文科省から県の教育委員会、県の教育委員から市町の教育委員会、

市町の教育委員会から学校へというような形で伝達される際に、ただ学習指導要

領の文面を読むだけではわからない部分がかなりあり、それを順繰りに説明をし

ていると思います。それが文科省から、順番に伝達していく、説明していくうち

に学校現場で説明をされたときに、その意味の理解がきちんとできているのかな

ということを少し疑問に最近思います。 

学習指導要領はあくまでもこういうことをやってくださいという教育の基本的な

中身しか書いてありませんので、その字面の間にかなりいろんな読み取りができ

ると思います。 

ですから、例えば算数はこういうふうに、１足す１は２ですなど、そういう足し

算や割り算をきちんと教える、１年生のときはこうです、２年生はこうですと、

それをもとにして教科書はできています。その教科書をどう教えるか、どういう

ふうな手だてでやるかというのは、それぞれの学校の現場に任されているわけで

すけれども、今回の学習指導要領では、今まではただ教える中身が書いてあった

だけですが、初めて教え方というか、アクティブ・ラーニング、要するに「主体

的・対話的で深い学び」という教え方まで入ってきています。今までは、それぞ

れの子供たちの状況に合わせて指導するということをやってきたわけで、少し様

子が変わってきているように思います。ただ、基本的には中身のことまで書いて

いるわけではないので、やり方、方法についてはそれぞれの学校で地域や子供た

ちの状況に合わせてやっていけばいいのですけれども、今後は特に現場と直接近

い西宮市の教育委員会として、それぞれの学校に支援と助言が必要になってくる

のではないかと思います。 

それぞれの学校は全部一律ではないので、逆に言えば、学校の主体性だとか学校
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が自主的にやるという意味では、それぞれの学校の状況をそれぞれの校長先生方

や管理職から教育委員会へ報告をもらって、それに対してどういうことをすれば

いいのかということをやっていかなければいけない状況があるのではないかと思

います。 

最後に、どうしても中心になるのは人材の育成ということです。指導主事の育成

もそうですけれども、学校の先生たちの人材をどう育成していくかということと、

もう一つは、管理職のなり手が非常に少なくなってきていますので、その管理職

をどう育てていくかということが非常に大事になってくると思います。 

どうしてもなり手がないのでいろんな手だてをしていますし、現に県の方でも指

導主事が全く県に出てきてもらえないのでどうするかということがあります。今

まではテストがあって、基本的なベースがあり面接し採用していましたが、もう

テストがなくなって、面接だけという形になってきていますので、そういう意味

でも、なかなか、なり手がないようです。 

基本的なことをきちんと知っておいてもらうということ、学校現場のことを十分

にわかり、自分で創意工夫してやってきたものをどうするかということだとか、

さらにこのように変われば、このようにやっていけばいいということを知ってお

かないと、当然、指導主事になり、学校現場を指導するとなると、法律のことが

わかってないと指導できませんので、そういうことも必要になります。ですから、

その人材をいかに育成していくかということが大切になります。 

その意味では、西宮市の場合、総合教育センターを今後どうするのか、その中で

どんな研修をするのか、研修の中身も工夫していかないけないのではないかと思

います。 

今回は、学校と教育委員会の関係で、より一層、学校が主体的に活動できるよう

にするため、それから地域の状況に合わせてできるためにどうすればよいのかと

いうことと、地域といかに連携をして進めていくのかということが今後大切にな

っていくので、どのような状況にどのような支援をするのかということを、今後

この会議でも検討していく必要があると思っています。いろいろなところで、こ

のように変えていった方がいいのではないか、このように教育委員会として学校

へ支援すればいいのではないかということをまた意見として伺えたらありがたい

と思いますので、今回こういうことを話させていただきました。以上です。 

今、私の報告に何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

ご意見などがございませんようでしたら、これより審議に入ります。 

議案第２６号「西宮市立幼稚園利用者負担額に関する規則の一部を改正する規則
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制定の件」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２６号「西宮市立幼稚園利用者負担額に関する規則の一部を改正する規則

制定の件」についてですが、資料には議案書、改正前・改正後の表及び国からの

通知文の写しを添付しております。今回の改正について、説明させていただきま

す。 

改正の内容は、市民税賦課期日である１月１日に政令指定都市に住民登録があっ

た、当時及び保護者である場合、政令指定都市以外に住民登録があった者とみな

して市町村民税所得割額を算定し、利用者負担額を決定するというものです。こ

の改正の趣旨ですが、地方分権一括法により、都道府県から指定都市への税源移

譲が行われ、平成３０年度から政令指定都市の市民税の税率が６％から８％に変

更されました。この税率変更に伴い、政令指定都市に住んでいる人とそれ以外の

方とで同一所得であったとしても、利用者負担額を決定するときに使用する所得

割額が異なってしまい、結果として利用者負担額が異なるという場合が生じてし

まいます。その差異をなくすための施行規則改正でありまして、国の法改正に伴

い、西宮市の利用者負担額に関する規制も改正したものです。 

この改正につきましては、今年９月からさかのぼって適用するとともに、これま

でに負担された利用者負担額との差異につきましては、その全額を保護者に還付

もしくは今後の保育料に充当することとなります。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 資料をいただいて目を通したのですが、自分が理解できているのかどうかが理解

できておりません。念のために、これは市民の所得に見合った対応を市としてし

っかりとすべきであると。国から出てきているにしても、西宮市も積極的にこの

ような方向性でやっていくということについては、大変いいことであると、その

ように理解しています。 

それから、資料の１ページの（２）のところの読み取りが合っているのかどうか

を少し教えてほしいですけれども、ここを見たら政令指定都市以外の市町村に１

月に住所を有していた場合、本市に来た場合には何ら市民税の税率に変更が起こ

ってないので、負担額への影響も生じないはずなのにあえてそのことを（２）に
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載せているというのは、これは規則というのはそういう場合も含めてきちんと表

記をすべきだという考えで（２）をあえて載せているのか、少し前川の読み取り

が違っているのか少し教えてください。 

  

学校改革調整課

長 

前川委員の質問にお答えいたします。 

まず一つ目ですけれども、規則を変更するという国の規則がこういうふうに、施

行規則が変わったのでそれに合わせて変更する。 

負担は税率が８％から６％になるので、同じ所得の人でも金額が少し変わってし

まう。西宮市にずっと住んでいる人は６％のままで転居してくる人は８％で、こ

こで差が生じてしまう、ここをきちんと同じにしておかないと不公平感が出ると

いうところの意味合いの改正を国もされたので、西宮市もそれに合わせて改正し

たということです。 

  

前川委員 当然の対応ですね。 

  

学校改革調整課

長 

当然の対応です。 

ご質問の二つ目の資料１ページの（２）ですけれども、これは後ろに地方税法の

文言が少し出ていますが、１月１日の段階では政令指定都市でなかった場所が、

１月２日から４月１日までの間に市町村合併等々で政令指定都市になってしまっ

た場合は、政令指定都市として賦課がかかってしまうという規定が地方税法に記

載されております。そういう人たちを書いておかないと、やはり８％のままで計

算をしなくてはいけなくなってしまいますので、そういう漏れをなくすための記

載ということで、こういう形の表記をさせていただいて、みな６％にするという

ことでさせていただいております。説明は以上です。 

  

前川委員 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。 

よろしいですか。なければ採決に入ります。 

議案第２６号「西宮市立幼稚園利用者負担額に関する規則の一部を改正する規則

制定の件」については、原案のとおり可決で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。よって、原案は可決されました。 

次に、議案第２７号「西宮市立幼稚園の休級及び休園等に関する規程を廃止する

規程制定の件」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２７号「西宮市立幼稚園の休級及び休園等に関する規程を廃止する規程制

定の件」についてですが、資料には議案書及び現行の「西宮市立幼稚園の休級及

び休園等に関する規則」を添付しております。今回の規程制定について、説明さ

せていただきます。 

平成２７年度に公表いたしました「西宮市立幼稚園のあり方について」では、就

学前児童の減少と保育環境の変化による幼稚園入園者数の減少を踏まえ、八つの

中ブロックに原則１園は配置するということを基本に、「西宮市立の休級及び休

園等に関する規程」に基づき適正配置を進めてまいりました。結果、平成３２年

度には１３園となる予定でございます。 

これにより、現在の「西宮市立休級及び休園等に関する規程」による公立幼稚園

の適正配置計画は完了し、当規程は一定の役割を終えたものと判断し廃止するも

のです。また、平成３０年７月に適正配置後の公立幼稚園の役割をうたった「西

宮市立幼稚園のあり方についてⅡ」について制定いたしまして、その中でも当規

程の廃止を記載しております。説明は以上です。 

  

重松教育長 説明は終わりました。 

これより質疑、討論に入ります。 

本件にご意見、ご質問はありませんか。 

  

岩本委員 この件には関係ないと思いますが、来年度の公立幼稚園の入園予定数がまた決ま

りましたら教えていただきたいなと思います。担当ではないかもしれないですが、

よろしくお願いします。 

学校改革調整課

長 

今募集が終わりまして、日々少しずつ変わってはいますけれども、大体今は７４

０人程度で募集が来ております。ここからまた年度末までずっと動きがございま

すので、また確定したらご報告はさせていただこうと思っております。以上です。 

  

岩本委員 ありがとうございます。 
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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、議案第２７号「西宮市立幼稚園の休級及び休園等に関する規程を廃止

する規程制定の件」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２８号「西宮市教育委員会表彰規程制定の件」を議題とします。 

  

教育総務課長 議案第２８号「西宮市教育委員会表彰規程制定の件」をご説明いたします。資料

としまして、１ページと２ページには今回制定する表彰規程の案を、３ページと

４ページには参考資料として、これまでの表彰規程を添付しております。 

まず、教育委員会の表彰制度といたしまして、教育委員の皆様にも表彰式にご出

席いただきます「西宮市教育功労者表彰」と、事務局の方で実施しております児

童・生徒並びに教職員を対象とした「西宮市教育委員会所管職員等の表彰」、この

二つがございます。 

これまで「西宮市教育功労者表彰」と「西宮市教育委員会所管職員等の表彰」の

それぞれに規程がございましたが、今回、その二つの規程を廃止し「西宮市教育

委員会表彰規程」として一つにまとめる方向で考えております。イメージとしま

して、本日机上にお配りいたしました横長の資料をご覧ください。 

左側がこれまでの仕組みで、右側が見直し後の仕組みとなっております。見直し

後も、現規程で定められている表彰目的そのものは変わりませんが、特徴としま

して、「教育功労者表彰」と「教育長表彰」に大別いたします。 

そして、現在の「西宮市教育委員会所管職員等の表彰」の対象となる者について

は、新たな規程の第５条に「教育長表彰」として定め、これに含めることとし、

参考資料２の現規程の第２条及び第３条にの内容につきましては、別に新たな要

綱を定め、実施したいと考えております。 

なお、横長の資料の下部にも記載しておりますが、「西宮市教育委員会所管職員等

の表彰」は、これまで年１回、学校園から推薦された児童・生徒と教職員を対象

に表彰の選考を行っておりました。今後は、児童・生徒についてはこれまで同様、

年１回定期的に学校からの推薦を受けて選考を行い、教職員につきましては表彰



                                    平成 30 年 11 月 14 日 
                                    第８回定例会 

 12

に値する顕著な功績があった際に、随時、学校から推薦していただく形という形

に改める予定でございます。 

そして最後にも書いておりますが、現規程では教育功労者、教職員、児童・生徒

以外に表彰する規程はございませんでしたが、今回、規程を見直すことによって

教職員、児童・生徒以外の者を表彰する特別な事情が生じた場合、要綱を定めて

対応することが可能になるということも今回の変更後の特徴でございます。 

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。 

  

岩本委員 この教職員、児童以外の者を表彰する特別な事情ということで、例えばどういう

方が表彰される可能性があるのですか。 

  

教育総務課長 今のところ特に想定するものはございません。今後、そういう必要が生じた場合

に要綱で対応できるようになるという仕組み上の変更でございます。 

ただ、この表にも書いておりますが、表彰を乱発する目的ではございません。 

それから蛇足になりますが、これまでも「西宮市教育委員会所管職員等の表彰」

という制度で児童・生徒も表彰していたのですけれども、名称が児童・生徒には

しっくり来ないのです。「所管職員等の表彰を行います」と言われても、学校も児

童・生徒も保護者もしっくり来なかったものを、今回、他市でも一般的な「教育

長表彰」と名称を変えて表彰していくと。これが大きな特徴で、今後、要綱で定

めるという仕組みを残すといった意味で捉えていただけたら結構かと思います。 

  

岩本委員 今まで大体毎年、教職員の方や児童・生徒の方は何名ぐらい表彰されてきている

のでしょうか。 

  

教育総務課長 昨年度は児童・生徒は１０個人、６団体、職員は３個人です。例年、大体そのぐ

らいの数になっています。 

  

岩本委員 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。 
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なければ採決に入ります。 

議案第２８号「西宮市教育委員会表彰規程制定の件」については、原案のとおり

可決してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。よって、原案は可決されました。 

報告第２１号「人事に関する件」を議題とします。 

  

教育人事課長 人事に関する件につきましては、平成３１年度職員採用試験の実施について「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、平成３０年１１月２日に承認したものについてご報告をさせていた

だきます。お手元の資料の試験実施依頼の概要に沿ってご説明させていただきま

す。 

まず実施依頼となっておりますのは、正規職員につきましては教育委員会配属予

定の職員につきましても、総務局で一括採用試験を行うということで実施依頼と

なっております。 

まず、職員の採用試験の実施の理由でございますが、今年度、再任用職員である

学芸員が１名、満６５歳の任用期間満了を待たずに１年前倒し、今年度で満６４

歳になる職員が退職をいたしますことから募集を行います。 

市内「古文書」の計画的な再調査の実施を行いたいということから、採用職員に

つきましては古文書を主に担当する学芸員を採用したいと考えております。 

採用条件につきましては、先ほど申し上げましたように３１年４月１日を採用時

期といたしまして、１名の採用を行いたいと考えております。 

応募資格につきましては、配付資料の方に記載しておりますのでご確認をいただ

きたいと思います。 

今後のスケジュールでございますが、平成３０年１１月１０日号の市政ニュース

に既に掲載をしております。あわせて、ホームページの方にも案内を行っており

ます。 

採用の試験につきましては、１２月９日を予定しております。その後、４月１日

採用を行いまして、半月程度の新入職員研修を行いまして、４月中旬ごろに教育

委員会の方へ出向するという予定になっております。 

ちなみにこの採用の時期でございますが、通常、行政職の場合は今年度であれば
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６月２４日にＳＰＩをして、それから教養試験については７月２２日に行ってお

ります。これは、阪神間で募集をする時期や、神戸市で募集する時期に合わせて

行政職の職員を採用しております。また、補欠合格者を繰り上げたりというので、

採用を一旦確定した職員が辞退をするということもありますので、早い時期に採

用試験を一定行っております。 

それからまた、阪神間で一律、同様の職員採用を必要とする市が阪神間にもたく

さんありますので、一定、採用の試験日を合わせておりますけれども、こちらの

専門職につきましては独自の採用時期ということで、おおむね採用まで３カ月程

度期間を要することから、教育委員会に配属予定の専門職については、例年、こ

の１２月ぐらいから１月の時期に採用試験を行うことが多うございます。 

ちなみに、昨年も学芸員の採用試験を行っておりますけれども、同じく１２月 

１０日の第２日曜日に実施をしております。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。 

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２１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「平成３１年成人式『二十歳を祝うつどい』について」を議題と

します。 

  

青少年育成課長 平成３１年成人式「二十歳を祝うつどい」の開催について説明をさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

平成３１年成人式につきましては、成人式実行委員会での検討、また事務局での

検討も行いまして、今回、説明させていただく内容で実施したいと考えておりま

す。 

配付資料の開催要項（案）をご覧ください。日程は成人の日である１月１４日、

場所は兵庫県立総合体育館での実施となります。 
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対象者数は１０月末現在５，２８３人で、前回より約３３３人の増となっており

ます。 

次に開催内容についてですが、これは昨年度とほぼ同様の内容としております。 

１２時３０分より式典開始で、みやたんによる開会宣言に始まり、オープニング

で山口子ども太鼓クラブ「祭」の演奏とＦ・Ｋバトンチームによる演技、黙想、

国歌斉唱と進めて、市長の式辞、教育長の激励の言葉、議長の祝辞と続けていた

だきます。 

最後に、新成人代表の言葉と三本締めを行い式典は終了という流れです。 

式典終了後は、式典会場を含めて会場開放を１時間程度行います。 

そのほか、屋外には総合案内所とボーイスカウトによる模擬店のブースを開設し

ます。場内には着物の着つけ直しコーナーや茶席、記念撮影のコーナーを設ける

こととしております。昨年度まで出店していただいていた、すずかけ作業所の喫

茶コーナーは、今回、予算の都合上、出店なしとしております。 

配付資料の別紙１は、前回３０年成人式と今回３１年成人式の比較表でございま

す。網かけしておりますところが昨年度との変更点となっております。式典内容

のところでは、オープニングの出演団体が今回は２団体となっております。よっ

て、昨年度の半分の時間でそれぞれ演技を披露していただくこととしております。 

屋外ブースでは、予算不足ということもあり記念撮影ブースを廃止しております。

屋内には引き続き、小体育室に記念撮影ブースを設けておりますのでそちらを利

用していただくこととなります。 

場内の催しでは、昨年のような混雑した状況への対応も考え、２階ロビー通路の

幅を確保するため、喫茶コーナーを小体育室に移すということを考えておりまし

たが、先ほど申し上げたとおり、警備員増員等の予算確保のため、喫茶コーナー

の実施自体を取りやめることとしております。 

それから駐車場ですが、毎年、駐車する車や送り迎えの車で混雑した状況になっ

ておりますが、今回は会場の近くに民間の土地を借りることができまして、そこ

を送迎車両用の場所として活用しようと計画しております。この送迎場所での案

内や会場周辺の駐停車禁止の徹底のために、昨年度より警備員、応援職員を増員

して対応することを予定しております。 

変更となった箇所を中心に、ここまで説明させていただきました。 

最後に、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、現在、甲子園浜から鳴尾浜へ

渡る湾岸線の側道が台風２１号の影響を受けまして、橋げたが損傷して通行止め

になっております。このままですと、成人式会場へのルートが小曽根線に集中し
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てしまうことから、当日の大渋滞が心配されていたところですが、先週木曜日の

発表で、１２月１０日から会場へ向かう東行きのみ通行可能となることが決まり

ました。行きに関しては、今までどおりのルートが使えるということでほっとし

たところでございます。ただし、湾岸線側道の西行き、帰りの方は来年の秋まで

通行ができない見込みということですので、成人式会場からの帰りは昨年まで以

上に交通渋滞が起きるということが予想されています。この点、どうぞご承知お

きください。説明は以上でございます。 

  

重松教育長 ありがとうございます。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①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。 

議案第２９号「尼崎養護学校耐震補強及び施設等改修工事に係る工事請負契約締

結に関する意見決定の件」を議題とします。 

  

学校施設計画課

長 

議案第２９号「尼崎養護学校耐震補強及び施設等改修工事に係る工事請負契約締

結に関する意見決定の件」につきましてご説明いたします。 

まず、西宮養護学校についてですが、平成２７年１２月の教育委員会会議で改築

事業基本計画策定について可決いただいておりまして、パブリックコメントも終

え、現在、実施設計を進めている状況です。今回、仮移転先の尼崎養護学校の改

修工事を行うに当たりまして、１２月市議会において工事請負契約締結の議決を

予定しており、教育委員会のご意見をいただきたいと考えております。 

資料１枚めくっていただきまして、別紙につきましては記載しておりますとおり、

工事請負契約締結について異議はありませんというものでございます。 

資料２枚目をご覧ください。契約金額は 1 億 8,543 万 6,000 円、施工業者は株式

会社 松田組です。工期、工事場所についてはご覧のとおりです。工事概要は、

校舎の耐震化と施設の改修工事になります。 

次のページに入札結果表を載せております。平成３０年１０月２６日開札、落札
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者なしのため、随意契約により交渉、平成３０年１０月３１日入札参加資格の審

査後に決定しております。以下、予定価格や最低制限価格などを表示しておりま

す。入札は２者から応札があり、ご覧いただけますとおり入札価格の低い事業者

に決定いたしました。 

次のページは施工業者の経歴表です。 

その次のページは付近見取り図となっております。斜線で囲っている部分が尼崎

養護学校の敷地です。 

次のページが配置図と工事概要になっております。敷地の北側に平行して四つの

校舎が並んでおり、南西側に既存体育館棟と屋内プールがございます。 

耐震補強工事として、鉄骨ブレースによる補強をＡ棟とＢ棟で行うほか、老朽化

した部分の改修工事をそれぞれの棟で行います。 

次のページ以降は、建物各階の工事概要となっております。１階の平面図ですが、

１階は職員室などの管理諸室、保健室、給食室などに改修工事を行います。また、

Ｃ棟とＤ棟の間にあるスロープ部分において壁や梁の補強工事を行います。２階

部分では、プレイルームや視聴覚室などの改修工事を行います。 

工事竣工後は夏休み上旬に引っ越しを行い、２学期から３３年度の夏休みまで子

供たちは尼崎養護学校の跡地で授業を行う予定となっております。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。 

なければ採決に入ります。 

議案第２９号「尼崎養護学校耐震補強及び施設等改修工事に係る工事請負契約締

結に関する意見決定の件」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３０号「平成３０年度西宮市一般会計補正予算（第８号）（１２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 議案３０号「平成３０年度西宮市一般会計補正予算（第８号）の、１２月定例会
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教育委員会所管分に関する意見決定の件についてご説明いたします。資料１ペー

ジの第１表、歳入歳出予算の補正一覧をご覧ください。 

上の表は歳入補正でございます。全体で 1 億 2,736 万円を減額し、補正後を 27

億 4,909 万 2,000 円とするものでございます。 

下の表の歳出補正につきましては、全体で 10億 1,388 万 8,000 円を減額し、補正

後を 197 億 5,011 万 6,000 円とするものでございます。 

次に２ページの第２表、債務負担行為の補正一覧をご覧ください。 

債務負担行為とは、一つの事業が単年度で終了しない場合に全体の期間と限度額

をあらかじめ確定させておき、後年度の債務を約束するものでございます。 

一つ目の学校施設整備事業は、幼稚園と小・中学校において、学級増や障害のあ

る児童生徒などの受け入れに必要となる工事を、春休み期間中の３１年３月に着

工するため、限度額を 2,800 万円として設定するものでございます。 

二つ目の香櫨園小学校教育環境整備事業は、当初、設計時に想定できなかった追

加工事を行う必要があり、工期の変更等が生じたため、限度額として 1,944 万円

を設定するものでございます。 

それでは詳細を説明いたしますので、３ページの第３表、歳入補正の明細をご覧

ください。 

主なものは、一番上の国庫支出金で 1 億 3,377 万 2,000 円の減、これは国庫負担

金や国庫補助金の内定や交付決定があったことにより、金額が確定したものでご

ざいます。内容は、香櫨園小学校の校舎増改築工事に対する負担金が増額となる

一方、今年度の補助事業として実施予定であった小・中学校の外壁改修工事や小

学校のトイレ改修工事、香櫨園小学校の校舎解体工事などについて、国の平成２

９年度の補助事業として交付決定があったためこれらを前倒しし、平成３０年度

で計上した学校施設環境改善交付金を減額するものです。 

次の４ページ以降は、歳出補正の明細になっております。 

補正の多くは、年度末までの事業費が確定したことによる予算残額や節減見込み

額を減ずるものでございます。また給与費につきましては、原則として当初予算

では前年１０月現在の人員から退職予定者を除いた人員に基づく給与費、つまり

現員現給で一旦計上し、１２月補正時に現在の人員配置に合わせた予算に組みか

えることとしております。 

このほかの歳出補正につきましては、増額になったもののみ、かいつまんで説明

させていただきます。 

まず４ページの下ほど、教育指導費のうち「特別支援教育事業経費」は、支援対
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象児童の障害の重症化に伴い、看護師の配置時間がふえたことなどにより、医療

的ケア支援事業委託料を 146 万 5,000 円増額するものでございます。 

また、次ページの上から２番目「指導助言関係事務経費」は、夏季臨時賃金の増

などにより、臨時職員賃金を 11万 8,000 円増額するものでございます。 

７ページをご覧ください。高等学校費の学校管理費のうち「高等学校維持管理事

業経費」は、今年度発生した台風２０号などの災害対応にかかる経費がかさみ、

施設補修工事費を 200 万円増額するものでございます。 

次に、幼稚園費のうち「入園関係事業経費」は県の補助単価の引き上げに伴い、

本市においても補助単価を引き上げたことなどにより、「ひょうご保育料軽減補助

金」を 30 万円増額いたしますが、各種謝金の不用額の減との差し引きより、事業

全体では 7万 9,000 円の減額となっております。 

二つ下の「幼稚園維持管理事業経費」は、高等学校費と同様に災害対応の経費の

増加に伴い、施設補修工事費を 150 万円増額いたしますが、施設管理関係委託料

の執行残や園地賃借料の不用額の減との差し引きより、事業全体では 20万 9,000

円の増額でございます。 

次のページ、社会教育総務費のうち「郷土資料館維持管理事業経費」は、電気使

用料や水道及び下水道使用料の増に伴い、光熱水費を合わせて 7 万円増額いたし

ますが、施設管理関係委託料の執行残の減との差し引きよって事業全体では 49

万 5,000 円の減額となっております。 

その下、「子供の居場所づくり事業経費」は国庫補助金の返還により、過年度放課

後子供教室事業費国庫返還金を 70万 3,000 円増額いたしますが、報償費など不用

額との差し引きより、事業全体では 377万 9,000 円の減額でございます。 

また、公民館費のうち「公民館維持管理事業経費」は、ガス使用料を 58万 5,000

円増額いたしますが、修繕料及び施設管理関係等委託料の執行残や施設管理共益

費負担金の不用額の減との差し引きより、事業全体では 1,265 万 6,000 円の減額

でございます。 

図書館費の「図書館管理運営事業経費」は、夏季臨時報酬の増に伴い、嘱託員報

酬及び共済費を 86 万 2,000 円増額、また全国図書館大会記念事業の県助成決定に

伴い、各種謝金を 8 万 2,000 円増額しておりますが、分室業務等委託料などの執

行残の減額との差し引きにより、事業全体では 69万 7,000 円の増額となっており

ます。 

また次のページ、「図書館維持管理事業経費」は、電気使用単価の増に伴うアクタ

西宮の施設管理共益負担金 37 万 9,000 円を増額しておりますが、施設管理関係等
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委託料及び設備機器借り上げ料の執行残との差し引きにより、事業全体では 57２

万 2,000 円の減額となっております。 

また、給食費のうち「給食管理運営事業経費」は、平成２９年度の給食費収支差

額が 4,070 万 1,000 円の黒字だったため、これを給食基金に積み立てますが、事

務機器借り上げ料の執行残の減などとの差し引きにより、事業費全体では 3,948

万円の増額となっております。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 ありがとうございます。説明は終わりました。 

これより質疑討論に入ります。本件にご意見、ご質問はありませんか。 

なければ採決に入ります。 

議案第３０号「平成３０年度西宮市一般会計補正予算（第８号）（１２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、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、一般報告②「『西宮市立図書館事業計画素案』の決定について」を議題とし

ます。 

  

中央図書館長 一般報告②「『西宮市立図書館事業計画素案』の決定について」ご報告いたします。 

初めに、資料の巻末につけております概要の重点事業２に記載誤りがあり、差し

かえをお願いすることとなり、申し訳ございませんでした。 

では、素案の説明に移らせていただきます。 

現在の図書館事業計画は、本年度末で終了いたしますことから、平成３１年４月

に向け新たな事業計画の策定作業を進めており、その策定に係る手続としてパブ

リックコメントを実施するため、計画の素案を決定したものでございます。 

なお、パブリックコメントにつきましては、今月２８日に市議会への所管事務報

告を経て１２月１０日から実施する予定でございます。 

さて、素案につきましては本年１０月１０日に開催されました委員の皆様と事務

局との懇談会や、１０月１５日開催の社会教育委員会議でお伺いいたしましたご

意見を踏まえ修正いたしまして、その後、市長の確認などを経て決定したもので
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ございます。 

前回の懇談会から修正いたしました箇所は３カ所ございまして、まず資料の５ペ

ージをご覧ください。表の２項目目でございます。まちづくりにつながる情報提

供でございますが、懇談会で提示いたしました案では、ひし形の後が市議会議員

や市職員等への情報提供となっておりましたが、地域で市民活動をされている方

への情報提供も明確に記述すべきとのご意見をいただきましたので修正いたしま

した。 

次に７ページをご覧ください。表の１項目目でございます。子供読書活動推進の

ための拠点づくりでございます。ここには、後ほど報告いたします西宮市子供読

書活動推進計画とリンクしておりますが、学校図書館との連携を想定した地域で

の子供読書活動の拠点のあり方についての研究を追加しております。 

次に９ページでございます。８ページからのその他事業のもととなります、基本

的運営方針の該当項目が記載されていないとのご指摘をいただきましたので、記

載しております。 

最後に、本日お配りいたしました概要につきましては、前回の懇談会に間に合っ

ておりませんでしたのでお配りした次第でございます。パブリックコメントにつ

きましては、概要と本編を提示し、ご意見をいただくこととなっております。報

告は以上でございます。 

  

重松教育長 説明は終わりました。 

本件にご意見、ご質問はありませんか。 

  

側垣委員 基本的な質問ですが、この読書計画の中で障害のある子供や障害のある方への読

書活動へのサポートっていうところはあると思うのですが、西宮市は福祉センタ

ーの中に点字図書館がありますよね、あの点字図書館との連携というものはどう

いうふうな形になっているのでしょうか。もう独立した活動になっているのでし

ょうか。 

  

中央図書館長 視覚障害者の方へのサービスにつきましては、図書館独自で対面朗読であったり

デイジー資料なども用意させていただいておりまして、点字図書館にもそのよう

な資料はございます。 

点字図書館の方では、お手紙など、私物を朗読していただけるというサービスが

あるようですけども、西宮市の図書館につきましては、所蔵している資料を朗読
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させていただくというようなサービスに限らせていただいておりまして、視覚に

障害のある方が使い分けておられるといったような状況でございます。 

  

側垣委員 例えば資料など、絵本とか点字翻訳ですよね、そういうふうな活動を積極的にも

っと行うといいのかなと思うのですけれども。 

  

中央図書館長 点字翻訳につきましては、毎年ボランティアグループさんにお願いいたしまして、

そんなに多くはないですけれども、絵本を中心に点字絵本を作成していただきま

して提供させていただいているところでございます。 

  

側垣委員 子供に読書ということでいうと、視覚障害を持つ子供たちにも平等な機会の提供

というのはとても必要だと思いますけれども、今後もその部分を充実させていた

だけたらなと思います。 

  

前川委員 小・中学校等、学校教育との連携のことが少し出ていました。それで、本の貸し

出しなど、利便を図ったりするところに重点を置かれて、それはそれでもちろん

よいとは思うのですが、これまでの学校教育と西宮の社会教育の図書館との連携

の歴史の中で、かつて中央図書館ができたときに、地域の小・中学校がＰＴＡの

教養講座に中央図書館と連携ができたり、学級活動に中央図書館を活用されたり、

とりわけ浜脇中学校については非常に生徒たちが読書に親しむ、こういうことに

力をつけてきた。中央図書館があちらにできたのが昭和６０年ごろでしたか、そ

ういう経緯を私は実際に見聞きして知っています。その中で小・中も連携を、浜

脇の中でしてきました。 

やはり地域の図書館ということで、その地域の学校と連携するときに、本の貸し

出しだけではなくて、市域レベルあるいは子供たちがそこに足を運ぶなど、そう

いうことがその後もいろいろ展開されているとは思うのですが、そういうことが

一層豊かになっていけばなと。 

これは無理な話かもしれませんが、鳴尾中学校なんかは隣に地域の図書館があり

ます。宝塚の総合教育センターは、地域の人たちがお子さんを連れて総合教育セ

ンターに帰りに寄られて本を読まれたり、親子で本を借りられたりしています。

そういうことを、鳴尾中学校は隣に図書館があるので連携されているのかとか、

それから帰りに生徒たちが本を借りに寄ったら、やはり寄り道でだめなのかなど、

いろんなことを思いますが、楽しい風景も思い浮かびます。そういう地域の学校、
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子供、図書館がいろいろな連携の仕方を工夫すれば。鳴尾中学校の話を少し聞か

せてもらうとうれしいのですが。 

  

学校教育部長 昨年度、一昨年度と鳴尾中学校の職員として働かせていただきました関係で、お

答えをさせていただきたいと思いますが、鳴尾図書館の方からの積極的なアプロ

ーチもございまして、中学生がボランティアで図書館の方に行きまして、小学生

あるいは未就学の子供たちに対して、読み聞かせのボランティアを行うというこ

とを夏季休養中に実施したことがございます。 

ただ、今委員からご指摘がありましたように、日常的に、例えば帰り道に図書館

に寄ってというようなシーンは、残念ながら見かけたことはないかと思います。

ただ休日等、近隣に住んでいる子供たちは図書をもちろん借りにも行っておりま

すし、あと図書館の方でさまざまなイベントというか展示物などがございまして、

そちらの方に足を運ぶということはもちろんございます。 

  

前川委員 地域の住民としては、少し喫茶店に入ったりしたら、今日は鳴尾図書館でヒッチ

コックの映画を見てきたなどという話題があったりして、ヒッチコックの映画を

図書館でやっているのかなど、図書館の話題が、利用される方にとっては豊かな

話題になっていることに気がついています。なので、ぜひそういう今のようなお

話などをまた情報で知らせてもらったら、我々もどこかで発信していけるなとそ

んな思いもありました。ありがとうございました。 

  

長岡委員 図書館ボランティアのことについて少しお聞きしたいのですが、どのような組織

になっているのでしょうか。 

  

中央図書館長 学校の図書館ボランティアですか。 

  

長岡委員 いえ。 

  

中央図書館長 図書館のボランティアにつきましては、先ほど少し触れました対面朗読の協力者

であったり、お話ボランティア、あと中央図書館の前の花壇などのお世話をして

いただく美化緑化ボランティア、あと先ほどありました点訳、翻訳でしょうか、

点訳の絵本をつくっていただいたりしているボランティア等がございます。 

それで、特にお話ボランティアにつきましては非常に回数が多くございまして、
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図書館外でのボランティアは派遣なんかも行っておりまして、２９年度では１１

１回の派遣をさせていただいております。この派遣先というのは、児童館など地

域の青少年育成施設のようなところへ行ってお話し会を開いていただいていると

いうところでございます。 

  

長岡委員 ありがとうございます。今、ボランティアは登録制ですか。 

  

中央図書館長 そうですね、お話ボランティア等は登録していただいき、派遣をさせていただい

ているというところでございます。 

  

長岡委員 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、よろしいですか。 

なければ一般報告②を終了します。 

次に、一般報告の③「『西宮市子供読書活動推進計画素案』の決定について」を議

題とします。 

  

北口図書館長 一般報告③「『西宮市子供読書活動推進計画素案』の決定について」ご報告いたし

ます。 

本計画につきましても、先ほどの図書館事業計画と同様に今年度末で終了します

ことから、このたび平成３１年４月から開始する次期計画の素案を決定し、今月

２８日に市議会への所管事務報告を経て、１２月１０日からパブリックコメント

を実施する予定でございます。 

素案の内容につきましては、１０月の事務局の懇談会などで頂戴したご意見等を

踏まえて、全体的に文章の整理や文言修正などを加えておりますので、主な修正

箇所を説明させていただきたいと思います。 

まず資料の１ページ、第１章はじめにの１、社会的背景等の下から２段落目の部

分です。平成２９年度に改訂されました学習指導要領で、社会に開かれた教育課

程が注視されていることを追加し、下から５行目以降に本市における読書活動推

進に対する姿勢を加えました。 

次に１０ページをご覧ください。第４章の次期計画、平成３１年度から３５年度

に係る部分です。２、本市の課題を修正しました。本市の小・中学生の人数が減

少傾向にあることに触れておりましたが、読書活動の推進に当たり直接的な影響
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が少ないため削除し、添付資料から西宮市将来人口推計を削除しました。 

次に１２ページをご覧ください。同じく第４章の６、具体的施策（１）家庭にお

ける取り組みの表の７番目の項目になります。保護者になる人への本の読み聞か

せにつきましては、修正前の対象は妊婦としておりましたが、保護者に修正させ

ていただいております。 

次に１３ページ、具体的施策（２）学校園・保育所等における取り組みの説明文

中に、学習指導要領と読書活動の関係性を加えて整理させていただきました。 

次に１５ページ、具体的施策（３）地域（市立図書館等）における取り組みの項

目名を、修正前は市立図書館等における取り組みにしておりましたが、地域にお

ける取り組みに修正させていただいております。 

同じく１５ページの説明文の下から４行目部分では、学校図書館への支援は生涯

学習の理念の下、社会教育と学校教育の連携強化を図りながら取り組むよう整理

しております。 

次に１７ページの表の１３番、子供読書活動推進のための拠点づくりにつきまし

ては、先ほどの図書館事業計画の説明にもございましたとおり、学校図書館との

連携を想定した、地域での子供読書活動の拠点のあり方についての研究を追加し

ております。 

最後に、資料の巻末に計画の概要を追加させていただいております。報告は以上

でございます。 

  

重松教育長 説明は終わりました。 

本件にご意見、ご質問はありませんか。 

  

岩本委員 この計画素案について特にということはないですが、学校現場で司書さんがいら

っしゃいますけれども、その司書さんは学校の読書活動にどれだけ影響があるの

かというのが少し見えていないので、そのあたりの影響をきちんと与えられてい

るのかというのも気になるところです。学校の教員の中では図書担当の先生がい

らっしゃると思いますけれども、学校独自で図書の担当を決めていると思います

が、その方がどれぐらい図書に対して一生懸命やっていらっしゃるかで、学校の

図書に対する思いっていうのは変わってくると思うので、そのあたりを今後も充

実させていただきたいなと思います。 

あと最近、時間が足りなくなっているので、図書ボランティアさんが、私も小学

校で図書ボランティアをさせていただいていますけれども、子供たちに読み聞か
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せをしたいけれども時間がとれないということも最近よく聞かれますので、その

あたりもまた考えて充実させていただきたいなと思います。 

  

重松教育長 もし学校現場の方がわかれば。お願いします。 

  

学校教育課長 現在、学校の図書館につきましては、学校の職員として図書担当の者がおります。

ただし、この者はやはり担任を持っていたり教科の授業があったりしますので大

きく計画を立てたり、運営というとこにはかかわってはいますけれども、実務的

なところで、教育委員会の方から有償ボランティアという形でおります学校図書

館指導員と、それから保護者の方を中心とするボランティアの方たちが、実際の

日常の子供たちの読書活動を支えていっているのが現状かと思います。 

特に、学校図書館指導員の方につきましては、読書に対する専門性が高い方がた

くさんいらっしゃいますので、小学校の場合だと子供たちが図書館を利用する時

間などもありますので、そこでいろいろな読書へのいざないという部分も含めま

して、カンファレンスといったようなところを中心に担っていただいております。

以上でございます。 

  

重松教育長 総合的な学習の時間が入ったときには、学校図書館はただ単に本を読むだけでは

なくて、自分で科学問題を調べて発表するということもできるので、いろいろな

ことに総合的に使いなさいということでした。 

それから、先ほど言われたように司書教諭は、特に小学校の場合は担任です。少

なくとも一つの学校に２人は必ず司書教諭を配置することとなっていますので、

一応人事の方で配置していますけれども、一年で図書の担当から外れたりしてい

るので、なかなか難しい面もあります。 

朝の１０分間読書は結構やっているところがありますけれども、それもただ単に

本があればいいというのではなく、読むものも少し考えていかなければいけない

のかなという状況にはなっています。 

それともう一つ、読書感想文のコンクールを毎日新聞等が主催でやっていますけ

れども、読むのは結構読んでいるみたいですけれど、なかなか感想文を出すとな

ると２，０００字まで書かなければいけないので、字数が足りないとかもあって、

どうしても本を読んだことと自分の体験とが結びつくので、どうしても中身があ

る程度限定されてきています。 

本来は、読書によって自分が経験できないものが経験できる、要するに疑似体験
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ですけれど、あるいは自分が困っているときに読むとすごい感動があるので、そ

の人にとって一生の１冊の本というのが必ずあるはずです。だからどんな本を読

んだらいいかということを紹介してやる必要があると思います。ただ単に本を読

めではなく、こういうときにはこんな本がいいよなどということを先生の方でま

た指導する、できなかったらどこかでそういう本を紹介してあげるというのも一

つの方法かなと思います。 

  

岩本委員 そうですね。昔、司書担当の先生が２カ月に一度ぐらい児童にお便りを出してく

ださっていたこともありますけれども、先生方もお忙しいのか、全部の学校でで

きるというのは難しいです。それを子供や親も見ますし、こんな本がお勧めなの

だというのがわかるので、具体的なことがいいと思いますし、もしそのお便りが

難しいのであれば、学校だよりの中に図書コーナーなどがあればいいと、いろい

ろ工夫していただければと思います。 

  

学校教育部長 ご意見ありがとうございます。実際問題、学校の授業など担い手によって若干そ

の活動について開きが出てくるのはあろうかと思っております。 

先ほど、図書館ボランティアについての読み聞かせの話が出ましたけれども、先

日行われました第５５回の西宮市人権・同和教育研究集会でＰＴＡ協議会の方か

らのご発表がありました。その中で、朝の学活の時間に図書のボランティアの保

護者の方がわざわざ教室に行かれて５分間読み聞かせをされて、そこからお仕事

をお持ちの保護者の方は急いでお仕事に行かれたりなどというような形で、子供

たちに何とか豊かな読書活動をというような思いから、取り組んでいらっしゃる

ようなお話も聞きました。 

ですから、課業中に行われる読み聞かせも小学校の場合はあろうかと思いますけ

れども、そういった形で少し工夫をされている小学校の実例もございました。 

また中学校の方では、どちらかというと放課後に特別な時間を設けまして、ボラ

ンティアの方であったりなど、あるいは講師を招いたりして、図書館の中で読み

聞かせをやっている実践もございます。 

こういうようなところには、体育系の部活動の子らがユニフォームに着替えた状

態でお話を聞きにきて、楽しそうにお話を聞いてそこからまた部活動に行くとい

うような場面もございましたので、そういった取り組みもあるということでご紹

介させていただきたいと思います。以上です。 
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岩本委員 ちなみに、朝の時間でも読み聞かせに行きたいと言ったら、少し難しいと言われ

る学校もあるので。 

  

重松教育長 始業時間の問題だと思います。学校によって１０分前に朝の打ち合わせをする学

校もあると思います。打ち合わせをせずに終業のところで打ち合わせをする学校

など、学校によっていろいろ実態は違いますので。 

  

岩本委員 朝の時間はあるけれど、そこは読み聞かせに来てもらうのは少し難しいみたいな。 

  

重松教育長 違うことに時間を使っている。点検などいろいろやっていると思いますので。 

  

学校教育課長 朝の時間の使い方につきまして、いろいろな考え方もあるかと思いますが、学校

側がもう一つ考えているところは、教育課程上の位置づけというところもござい

ます。やはり、個人がそれぞれ違う本を読んでいるというところであるならば、

それは教育課程の中の授業時間としての位置づけが少しできないという現状がご

ざいます。ですので、学校自身がいろいろ教育課程を編成していく中での時間の

やりくりというのは、随分、考えているところがあるかとは思われます。 

  

前川委員 朝の時間であっても学校の教育活動として、豊かな読書経験をということを保護

者と学校とが合意して朝にやってもらうというのは、全然問題ないですよね。私

も校長のときにそうしてもらいました。１年間を通してではなくて、活字文化の

日、子供読書の日などにちなんでね。昼休みにやってもらうこともあります。楽

しみにしている子たちからすれば、今日は科学図書の紹介だとか夏休み前だった

ら今日は図鑑の紹介をしてもらうなど。保護者が申し込んで、学校側に難しいと

断られたという関係がすごく僕は残念だと思って、保護者と学校でどんな豊かな

読書生活を子供たちに提供してあげようかと、一緒にそこからスタートできれば。 

先ほど、多分、岩本委員が言われた読書だよりを出されている先生は、さっき私

が話をした浜脇小学校と浜脇中学校と中央図書館ができ上がったときに、みんな

で浜脇の地域の子供たちをこうやって育てようという先生だと、多分、僕は思っ

て今聞いていたのですけれども、僕は司書より、先生が「読んでごらん、おもし

ろいよ」の冊子を見て「これ先生、読んだことがあって、こうこうこうで」って、

その読書の楽しさ、豊かさを子供に親や先生が伝えることの方が、子供が「へえ、

そうなんだ」など言って「僕も読んでみたい」となるようにしないといけないと
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思います。親や先生こそが豊かな読書生活を、本をたくさん読んでなくてもいい

のですよ、でもそういう経験を子供に伝えていく、学校はそういう立場に立てば

よいなと思ったので。 

  

重松教育長 今日教育長報告で申し上げた学校と教育委員会の関係、そこの部分を教育委員会

としても学校へ指導してあげる、こういうことがありますよというデータを与え

てあげるというのは大切なのかなと。そうすれば取り組みができていくのではと

いうことです。 

  

大和教育次長 学校の職員の一つの役割の中に、学校図書館の担当者がおります。それがいわゆ

る司書免許を持った教諭になることが多いのですけれども、その方が１年間でこ

としの本校の学校図書館経営をどうしようかという計画を立てて、全職員で議論

をするという手続を踏んで１年間を進めていきます。 

その中に、学校図書館のボランティアの方とこんなイベントをやってみよう、こ

のような取り組みをやってみようというようなことを計画して進めていきますの

で、先ほどから出ておりますような、学校における教育課程上の扱いなど、それ

から保護者の方々のご意見、子供たちの状態などを加味しながら進めていくとい

うのが、今後も大事になってくると思います。 

例えば、ある作家の本を取り上げて学年単位で読み聞かせをしましょうというイ

ベントであれば、学年単位で国語の授業として成り立つようなことも考えられま

すし、それから１年生から３年生までの低学年向きの読み聞かせをしようという

ことであれば、お昼休みに取り組むこともございます。それから１年生から６年

生まで全ての子供を対象にという、紙芝居などを工夫してされるようなこともご

ざいますので、いろんなアイデアが集まることで豊かな読書活動が現場でできる

ようになればと願っております。 

  

側垣委員 読書をする機会をふやしていくというところで、小学校、中学校でそういうこと

も考えていかないといけないのですが、本来は本に対する興味を持ち始める乳幼

児期、幼児期からいかに楽しい読書体験、読んでもらった体験など、そういう経

験をしているかによって変わってくると思います。だから、幼児期からの読書の

充実、お話、テレビも含めてそういう経験を本当にもっと豊かにしていかなけれ

ばいけないと私もつくづく感じています。 

それで、前川委員が言われました「読んでごらん、おもしろいよ」という小冊子
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ですけど、私もずっとあれを参考にさせていただいて、小学校、中学校でこんな

本を読んでいくのであれば、幼児期にどういう本を読めばいいのか、どういう物

語を知ればいいのかということを、十分検討してやっていかないといけない。だ

から、やはり幼稚園、保育園との連携を課題の一つとして今後も検討していかな

いといけない。幼児教育側も、十分にそこを積極的にやっていかないといけない

のかなと感じました。 

  

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。 

なければ一般報告③を終了します。 

次に、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 説明は終わりました。本件にご意見、ご質問はありませんか。 

なければ一般報告④を終了します。 

以上で予定されていた議題は全て終わりました。 

ここで、委員の皆さんに、運動会・体育大会を視察していただいた感想を簡単で

いいですからお聞かせ願いたいと思います。 

  

長岡委員 私は小学校の方のみしか出席できなかったですけれども、とてもいいお天気でよ

かったのですが、今お聞きしていたら、軽微なけがではありますけれどもあった

ということなので、少し暑くて集中力なんかも欠けていたのかなと、そういうこ

ともあるので、いい天気ではありますけれども水分の補給であるなど、これから

も十分していく必要があると思いました。 

  

側垣委員 小学校は雨で中止になり行けなかったところもあるのですが、香櫨園小学校と真

砂中学校に行かせていただいて、いずれも皆さん一生懸命されていてよかったと

思います。 

毎年いろいろと工夫されていて、その学校独自の取り組み、種目などがあって面

白い。それと校長先生とお話をしたのですが、すごいと思ったのは、あの子はど

ういう子だ、この子はどういう子だと、校長先生がその子の一人ひとりの名前を

覚えていらっしゃって、あの子はこんなことをしています、こんなことしていま

すと、一人ひとりを把握していらっしゃるのは、学校長としてすごいなと感心し
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ました。ありがとうございました。 

中連体、小連体も楽しんで、午前中だけでしたけれども、やはりさすが西宮だな

という雰囲気でよかったと思います。 

  

前川委員 幼稚園、小学校、中学校と行きましたけれども、中学校２校について少しお話を

させていただきます。 

これまでから西宮の中学校の体育大会については学習集団としての規律を重んじ

て、その中では、誇り高き学校行事に取り組んでいるという生徒たちの表情が大

変よいということに市民としてもすごい喜びがあります。 

先生方も上から何か指示したり、何かの形にしたり見せるなどということではな

くて、生徒たちと一緒にその教育活動を展開しているというような、先生たちの

表情もすばらしいと思います。 

ぜひ、管理職だけではなくて学校教育に携わる者が、幼・小・中、そういうとこ

ろに顔を出して管理職以外の方もそうやって生涯にわたる、あるいは９年間、１

２年間、それ以上にわたる子供たちの育ちをみんなで応援しているということが

共有できれば。本当に中学校の先生には、毎年元気をもらっています。ありがと

うございました。 

  

岩本委員 悪天候が多くてなかなか視察できませんでしたが、中学校１校と幼稚園に行って

まいりました。 

浜甲子園中学校では、午前中に見させていただいたのですけれども、小さい中学

校なので縦のつながりですごく生徒同士が仲よくなっているというのがよくわか

りましたし、先生方も皆さん一人ひとりの生徒のことをご存じだなというのがよ

くわかりました。９月２２日で、なかなか組み立て体操をするまでの時間がとれ

なくてということで、とてもご苦労されていましたけれども、子供たちはすごく

元気に体育大会を進められていたのではないかと思います。 

幼稚園の方は名塩幼稚園に行かせていただいたのですが、ことし休園前の最後の

幼稚園の運動会で、地域の保育所などと一緒にたくさんの人数で運動会をすると

いうとても珍しいものを見させていただいたのですが、地域の皆さんにすごく愛

されて育ててもらっているのだなというのが改めてわかりましたので、とてもよ

い機会だったと思います。 

小連体と中連体も、毎年ながらすばらしい演技と白熱したリレーで、とても興味

深く楽しく見させていただきました。少し小耳に挟んだところでは、なかなか保
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護者の観覧マナーというのが難しく、お手紙に細かく書くのはとても難しいこと

なのですが、自席で写真を撮れない方もふえていて、通路で写真を撮るだけ、通

路を誰も歩いてなければ通路にいてもいいのではないかという意見は多々あるの

ではないかと思いますが、なかなかマナーを守れない保護者の方も多くなってき

ているのではないかという話も少し聞きました。でもお手紙にそこまでわざわざ

書くのはとても難しいのですが、なかなかそういう保護者の意識の向上というか、

そういうのも図っていかなければいけないと少し思いましたので、お伝えしてお

きます。 

  

側垣委員 香櫨園小学校に行かせていただいて、香櫨園は今建て替え中なので、甲陽学院中

学校のグラウンドで、テントなども全部甲陽中のテントですごかったですけれど、

「譲りゾーン」みたいなのをつくって、そこは交代で撮影できるというか、そう

いった工夫をされていらっしゃいました。あれも一つの方法かな。だから、自分

の子供が出る学年のときにはそこに行って、それは交代するような形でやってい

らっしゃいました。ああいう工夫も必要かなと思いました。 

  

重松教育長 そうですね。運動会のビデオの話が出ていましたけれども、音楽会になったとき

に困ります。それから卒業式のビデオカメラをどうするかということも。設置す

る場所があればいいんですけれど。並べておいて移動で撮っていますけれども、

このビデオの問題をどうするのかという。 

  

前川委員 以前、音楽会のビデオを有料で買うのはどうかという意見がありました。 

  

重松教育長 そうですね、買いたくても買えない児童・生徒はどうするのかという問題ですね。 

私は雨による延期で市立西宮高校と市立西宮東高校しか行けなかったのですが、

全体的に思ったのは保護者の方がたくさん来られていたので、やはり高校でもた

くさんいらっしゃるのだということを思ったのと、それからやはり行進がしっか

りできるようになっているので、行進の部分もしっかり力を入れているというの

は感じましたね。 

以前は、市東と市西は大分印象が違っていたみたいですけども、最近は体育大会

での競技で、やはり３年生と２年生と比べたら受験がそろそろ控えてきている３

年生はほとんど２年生に負けるという状況になっていました。運動会全体を通し

てきちんとできるようになっていると感じました。 
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では、第８回の教育委員会定例会を閉会いたします。ありがとうございました。 

  

（終了） 

  

 


