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付 議 案 件 

＜審議案件＞  

議案第 31 号 平成 31 年度西宮市立学校園教職員異動方針の件    非公開   （教育職員課） 

報告第 22 号 人事に関する件                   非公開  （教育職員課） 

 

＜一般報告＞   

一般報告① 第５次西宮市総合計画（素案）に対する意見提出手続き  

（パブリックコメント）の結果等について〔教育企画課〕 

 

                                         以 上 

 

 

傍 聴 ０名 
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重松教育長 ただいまより、平成３０年度第３回教育委員会臨時会を開催いたします。 

議事録署名委員には、長岡委員を指名します。会議は公開が原則ですが、報告第

第３１号及び報告第２２号は人事に関する案件、一般報告①は市議会に報告する

案件で、現時点では公表されていないため、非公開としたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認め、非公開とします。 

まず、議案第３１号「平成３１年度西宮市立学校園教職員異動方針の件」を議題

とします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 なければ採決に入ります。 

議案第３１号「平成３１年度西宮市立学校園教職員異動方針の件」については、

これを承認してよろいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認め、承認します。 

次に、報告第２２号「人事に関する件」を議題とします。 

報告第２２号は、秘密会で行いますので、関係者以外の職員は退出してくださ

い。 

  

 （関係者以外の職員 退室） 

  

重松教育長 では、再開します。 

議案第２２号「人事に関する件」を議題とします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。なければ採決に入ります。 
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報告第２２号「人事に関する件」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、承認します。それでは、説明員は交代してください。 

  

 （関係職員入室） 

  

重松教育長 では、再開します。 

一般報告①「第５次西宮市総合計画（素案）に対する意見提出手続き（パブリッ

クコメント）の結果等について」を議題とします。教育企画課長、お願いします。 

  

教育企画課長 失礼いたします。第５次西宮市総合計画（素案）に対する意見提出手続き（パブ

リックコメント）の結果等につきましてご報告をいたします。この件につきまし

ては昨年１２月２０日、ことしの６月１３日の教育委員会会議におきましてご意

見を頂戴し、８月７日の教育委員会会議で資料による情報提供を行っております。 

今回、１２月１３日の市議会の委員会において、議会や総合計画審議会、パブリ

ックコメントなどでのご意見を踏まえ、修正した点について報告を行いますので、

その内容についてご報告を申し上げます。資料がたくさんございますが、資料１

から６、それから参考資料が１から５まで、全部で１１点ございます。 

資料１は、パブリックコメントの実施結果で、議会への報告後にホームページ等

で公表予定のものでございます。 

資料２から６につきましては、今回の修正案というふうになっております。参考

資料１は、取組の所管局を示す資料でございます。参考資料２は、審議会よりい

ただいた意見のうち、資料に反映した一覧でございます。参考資料３は、政策局

で実施された、地域別説明会の結果資料でございます。参考資料４は、５次総か

ら６次総にわたる施設整備費の試算資料でございます。参考資料５は、西宮版総

合戦略と５次総各施策の対応を示す資料でございます。 

今回の議会への報告で主に使用しますのは、資料３と資料４、それから資料５、

この３点となります。その他の資料については、議会の別の委員会で政策局が説

明を行います。なお、審議会の答申が来月末に予定されており、今回の資料から、

若干内容が変わる場合がございますので、ご了承願います。 
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それでは、今回報告します主な修正箇所につきまして、ポイントを絞ってご説明

をさせていただきます。 

資料３の２ページをお願いいたします。ここでは、修正した項目について全体を

網掛けし、修正した文言に下線を引いております。「Ｎｏ.７ 学校教育」では、

取組内容の②におきまして、議会から「学校教育の中に幼稚園を表記すべき」と

の指摘を踏まえまして、修正をしております。また、審議会からの「教職員の負

担軽減を入れたほうが時代のニーズに即する」との指摘を踏まえまして、取組内

容⑦に、勤務時間の適正化について追記をしております。 

なお、部門別計画の「西宮市学校施設長寿命化計画」につきましては、全体の表

記に合わせて、(仮称)を外しております。以上が今回の資料３の修正となります。 

続きまして、資料４の１７ページをお願いいたします。資料４では、修正箇所に

網掛けをしておりますが、パブリックコメント及び審議会の意見による修正につ

きましては、四角囲みもしております。また、「現状と課題の記載内容に統一感が

ない」、「取組内容と重複する部分が現状と課題にある」とのご意見を議会や審議

会からいただいており、全体的に表現を調整しております。 

それでは、先ほど資料３でご説明した修正点や全体的な表現の調整を除きまして、

説明をさせていただきます。 

Ｎｏ.７学校教育では、１７ページの下から二つ目のひし形におきまして、議会か

ら「本物との出会いに関して、書きぶりが不足している」とご指摘をいただきま

して修正をしております。 

次に、１９ページをお願いいたします。取組内容②と③につきまして、議会から

「道徳教育を明記すべき」、また「高等学校教育にも新学習指導要領に基づきとの

表現を入れるべき」とのご指摘を踏まえて修正しております。また、取組内容⑤

につきまして、６月１３日の教育委員会議での「不登校対策についてもう少し具

体的に表記できないか」とのご意見を踏まえまして、加筆・修正をしております。 

続きまして、２０ページをお願いいたします。⑥につきまして、議会での「学校

教育にもスポーツのことを書くべき」「気づきにつながる学習機会の保障につい

て書きぶりが不足している」とのご指摘を踏まえて修正をしております。また、

⑧につきまして、審議会から「教育環境保全のための住宅開発抑制要綱のことを

盛り込むべき」とのご意見を踏まえて、追記をしております。 

続きまして、４３ページをお願いいたします。「Ｎｏ.１７生涯学習」では、現状

と課題の下から二つ目と下から三つ目のひし形につきまして、審議会からの「公

民館がコーディネーターとしての役割を担う記述を検討してほしい」、また「生涯
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学習の概念の中に、社会教育も学校教育も含まれる構図を表現してほしい」との

ご意見を踏まえまして、修正をしております。 

続きまして、４８ページをお願いいたします。ひし形の一番下につきまして、審

議会からの「文化財の活用に、市民の力をどう生かしていくのか、考えなければ

ならない」とのご意見を踏まえて、修正をしております。 

続きまして、４９ページをお願いいたします。取組内容④につきまして、審議会

からの「時期を書き加えた表現に」とのご意見を踏まえまして、修正をしており

ます。 

続いて、８１ページをお願いいたします。８１ページ、現状と課題のひし形の三

つ目につきまして、審議会からの「コミュニティのあり方と地域づくりの関連性

を強調すべき」とのご意見を踏まえて、ひし形三つ目を修正しております。 

続いて、８２ページをお願いいたします。取組項目①につきまして、審議会から

の「住民自治を高めるための拠点活用の視点での記述を」とのご意見を踏まえま

して、修正をしております。以上が、資料４の主な修正部分となります。 

続きまして、資料５につきましては、教育委員会部分の修正点はございません。

以上の内容につきまして、１２月議会において説明を行い、３月議会での議決を

予定しております。どうぞ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。本件、ご意見、ご質問はありませんか。 

  

前川教育委員 説明ありがとうございます。今の説明の中にあった、「生涯学習の理念のもと学校

教育と社会教育が」というところがしっかりとここに言葉になって出ているとい

うところを、学校教育、社会教育それぞれで受けとめて、連携が進むようにと願

っています。 

もう一つが、これ全体の資料に目を通した中に、総合教育センターのことが載っ

ていて、総合教育センターが老朽化で使えなくなるというときに、そのあとどう

するのかとか、研修機能をどう発揮するのかとか、そういう論議がありましたけ

ども、もう一度こうやって資料の中に出て、これからの教育委員会の移転とかそ

ういうのに合わせて、具体化していく様子をどこかで報告いただけたらと願って

います。以上、意見のような形になりましたけども。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

少し気になったのは、資料４の４８ページ。文化財の件ですけれども、高塚山の
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遺跡のことで、指定されていないけれども、開発に関してもめていますよね。「未

指定を含む文化財を、市民とともに調査・保存・活用を行う」とすると、ここに

引っかかってくるのではないかなと少し気になったのです。捉え方によっては、

「未指定を含む」すべてのとすると、もう文化財ではないと言われているのに、

「市民とともに」というのがあるので。 

  

教育企画課長 資料１の１５ページに６４番と６５番がございまして、高塚山の今おっしゃられ

た話をご意見として頂戴しております。それに対して、右側に市の考え方という

ふうなことでお示しをしております。 

  

社会教育部長 これはですね、例えば、名塩でだんじりの修繕に１，０００万円ぐらい文化庁か

ら補助金がおりてきたりしているのですけども、そういった未指定の文化財に指

定しようがない部分のことも含めて総合的にやっていくという方向性が文化庁か

ら出ているので、西宮市の方針と一致するところがあるので、このように記載し

ております。高塚山はここには想定していません。 

  

重松教育長 取り方が都合のよいように取られたら、そこまで全部歯止めをかける必要がある

のかなと思えば、そうですけどね。 

  

教育企画課長 表現はまた少し検討させていただきたいと思います。 

  

岩本教育委員 「本物と出会う」とか「トップアスリートとの交流」と書かれていて、本当に実

際これがやられていくのかなと、不安というか、書いているだけで何も実現しな

かったではなく。 

  

重松教育長 文化については、例えば段上西小で音楽オーケストラを呼んできてやっています。

ただ数が少ないのは事実なので、もう少し活用してもらったらいいのかなと。す

ごくよかったようですので。こちらもＰＲしていくべきかと思います。 

  

学校教育部長 スポーツのことに関してはアスレチック・リエゾンなどで、アスリートの方を招

いていただいて、そこでの出会いなど、数はそんなにはないんですけれども、今

後も同じような形で続けていかれると思っておりますので、そのあたりは担保し

ていきたいと思っています。 
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岩本委員 わかりました。ありがとうございます。 

  

重松教育長 ほかには、よろしいですか。 

  

側垣委員 この前、甲陽園小学校の周年事業に行かせていただいて、ＯＢの方が式典の中で

独唱するなど、西宮市民の中にも芸術家などもたくさんいるので、市民の資源を

活用した取り組みというのもやはり必要ではないかな。西宮はそういう町だと思

いますので。芸文センターもありますけれども、学校でそういう方にボランティ

ア的に協力していただいて機会をつくるとか、落語家さんもいらっしゃるので、

いろいろ発掘して活用していけたらいいのではないかと思いました。 

  

前川委員 いいですか。学校のほうは今、この数年間で周知を図っていますよね。産業文化

局のほうで、「本物と出会うようなプログラムをしっかり立てて、学校で活用を図

る」ということで進んでいます。本物の中には、作品も本物の作品だと。トップ

アスリートとかそういう目立つ人だけじゃなくて、美術館に行ったり、そういう

ことがあるので、各学校に教育課程に位置づけた形でプログラム、教育課程を編

成しているということなので、どこそこの学校は芸術家とつながっている、どこ

そこはアスリート、どこそこは美術館に行っているとか、それぞれ違いがきっと

あるのだと思います。結構私はあちこちで積極的に進んでいると思っていますの

で、まずは確かめていきたいと思います。 

  

側垣委員 大谷美術館などは活用されているのですかね。学習は。 

  

重松教育長 ええ、やっています。 

  

側垣委員 海外に行くと博物館や美術館に小さな子供たちがいっぱい行ったり、この前倉敷

の大倉美術館なんかはもう、幼稚園の子供たちが、プログラムとしてスケッチし

たり、模写する、そういうプログラムをもやっていました。ぜひそういうような

活用をしていただきたいと思います。 

  

重松教育長 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①を終了します。以上で予定されていた議題は全て終
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わりました。これをもちまして、第３回教育委員会臨時会を閉会します。 

  

 （終了） 

 


