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付 議 案 件 

＜教育長報告＞ 

 

＜審議案件＞  

報告第 24 号 西宮市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定に関する 

意見決定の件（教育職員課） 

報告第 25 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 おむすび広場事業の実施について      〔学校改革調整課・学校改革推進課〕 

一般報告② 西宮浜小中一貫校の方向性について     〔学校改革調整課・学校改革推進課〕 

一般報告③ 鳴尾北幼稚園休園施設の活用について   〔地域・学校支援課・学校保健安全課〕 

一般報告④ 児童・生徒の状況について  非公開            〔学校保健安全課〕 

一般報告⑤ 生瀬小学校区の教育・保育環境の整備について   

〔子供支援総括室参事・学校改革調整課〕 

 

＜資料による情報提供＞ 

・第 16 回(平成 30 年 12 月)定例市議会における請願・陳情審査結果の通知受理及び 

一般質問の答弁について（教育総務課） 

 

                                         以 上 
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重松教育長 時間になりましたので、ただいまより、平成３０年度第１０回教育委員会定例会

を開催します。 

議事録署名委員には、前川委員を指名します。よろしくお願いします。 

はじめに、１１月１４日の定例会及び１１月２１日の臨時会について、議事録の

承認を行います。議事録は既にお手元に送付し、確認していただきましたが、簡

単な字句の訂正を除き、承認してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。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２５号は人事に関する案件、一般報告①、②、③と⑤は

市議会に報告する案件で、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。 

では、はじめに私の方から報告をさせていただきます。 

年が明けたこともあり、これからの教育、これからの社会はどうなるのかという

ことが、いろいろと新聞などにも出ています。その中には、私たち人間とＡＩを

比較して、どのような教育を受けながら子供たちが発達していけばいいのかとい

うことが書かれているものがありました。新年、最初の会議にあたり、私からも

そのようなことを報告させてもらいます。 

一つは、今までは、例えば１００年に一つか二つ大発見があれば済んでいたんで

すけれども、これからの社会はもう本当に２年か３年に１回そういうふうな大発

見がないと、追いつかないような状況になっているということが、新聞にも書い

てありました。その中で、ＡＩがやはりすごい勢いで発展していまして、今まで

は、人間の心の問題、意識などと合わせて、ＡＩがどう考えるかということをや

ってきていたわけですけれども、ＡＩの方はもう知識だけだそうです。そういう



                                    平成 31 年 1 月 9 日 
                                    第１０回定例会 

 4 

心や意識の問題は取り外してしまって、まず知識だけをどうするかを考えていく

という方向に変わってきていまして、そのことによって今、逆にすごい勢いで発

展しているということがあります。例えば、今、チェスや囲碁では、ほとんどコ

ンピューターには勝てない。チェスについてはＩＢＭのコンピューター、囲碁に

ついてはグーグルのディープマインド社のコンピューターが、それぞれが開発さ

れていて、かなり進んでいるような状況になっています。その中で、私たちの人

間としての心はどうなっているのかということを、ある大学で調査をしたことが

あるそうです。その中で、人間の心はどこにあるのかと質問に、ほとんどは脳に

あるというのは、わかっているけれども、大体８割の大学生から、「心は心臓だよ」

と「うん、胸にあるんだ」という答えが返ってくるそうです。それは、「脳にある

のだろうけれども、何かの拍子に胸がきゅんと痛んだりすることがあるので、や

はり心は心臓、胸にあるのではないか」という答えが返ってくる。そのときの理

由として、人間の体と心とは一体化しているということが書かれています。 

そこで脳と体との問題について調べてみると、デカルトの人間論があります。最

初は紀元前４世紀に、ギリシャのプラトンが、心は頭と胸と腹にあると言ってい

ます。ただし、頭には、理性があって、胸には情熱があって、腹には欲望がある。

それは、日本も同じように、例えば、頭については、「頭が切れる」、「頭を冷やす」、

「頭に入れる」だとかいうように、やはり理性的なことに係わる言葉が多い。そ

して、胸については、「胸が騒ぐ」、「胸に迫る」、「胸を打つ」だとかいうように感

動などに係わる言葉が多い。また、腹については、「腹に一物」、「腹が黒い」、「腹

を探る」、「腹を読む」など、あまりいいイメージがなく、人間の理性、いい面は、

胸にあって、ややこしい面は腹にあると受け取れます。そういう意味では、プラ

トンが言っていることは、日本にも当てはまっているのかと思います。 

では、心はどう育てていくかということですが、脳科学が発達し、心理学もいろ

んな意味で発達している中で赤ちゃんの心理は、信頼と不信感が育つ大事な時期

で、希望や基本的な信頼を育てる時期だと言われています。それが１歳から３歳

くらいになると、何でも自分でしようとするけれども、その中でハードルを越え

て行くことによって、自立心がつくということが言われています。それから３歳

から５歳になると、罪悪感や積極性が出てくる。遊びを通して子供たちは、いろ

んなことを試しながら成長していくと言われています。小学生は、劣等感だとか、

何かをつくり出す喜びを感じるようになるということが言われており、小学校の

低学年までに、基本的な心をきちんと育ててやらないと、大人になったときに、

心の育ちのバランスが取れていない、つまり偏りのある教育をしていると、子供
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たちは、きちんとした判断ができなくなるということが言われています。 

学校教育も大切ですけれども、学校と家庭と地域、特に家庭とどう連携するか。

特に赤ちゃんから幼稚園に入るまで、３歳までの子供をどう育てるかというのが、

なかなか難しいと思います。それは、昔は大家族の中でおじいさんやおばあさん

も含めて、全体で子供たちを育てましたけれども、今は親だけで育てていて、し

かも親も共働きになっている。そうすると保育所などに預けなければいけないわ

けです。保育所は保育所で、子供の心を育てることをいろいろやっていますけれ

ども、先ほど言った信頼感だとか、育ててもらっている愛情だとかいうのはやは

り親でないとできないので、そのあたりのところはなかなか難しいと思っていま

す。それを今後どうするか、どう連携していくかということが大きな課題になる

と思っています。 

今までは、３歳までは親が育てるという教育の方針はあったのですが、今はそれ

が確かではないと言われています。保育所に行っていろいろなところで育てても

らっても別に問題はないということで、幼稚園も含めて３歳児保育という問題が

出てきているわけです。その３歳でどうなるのかというのが、一つの大きなター

ニングポイントになると思っています。 

それはなぜかというと、人間には３歳以前の記憶はなく、誰もほとんど思い出せ

ない。それがなぜなのかというのは、わからないそうです。でも私たちも考えて

みたら３歳より以前の記憶がほとんどなく、５歳とか４歳の記憶は、何かあのと

きに何かの祭りに行った、何かこんなことがあったというのを、断片的には思い

出せますけれども、３歳より以前のことは、多分思い出せないと思います。なぜ

３歳より以前を思い出せないのかということはわかりませんが、人間の心を育て

ていく上で、そこに大きな転換点があるのではないかと言われています。 

ただ、いろいろなところで言われているのは、楽器を演奏するだとか、それから

紀平さんのこともいろいろ話題になっていますけれども、基本的な体の動きだと

かいうのは、小さいときからやっておく必要がある。そうしておかないと、それ

をある年齢、具体的には小学校の高学年ぐらいからやり始めたのでは、もう遅い

のではないかということが言われています。特に音楽については、きちんと弾け

る、弾けないは別としても、音楽に触れる、楽器を弾いてみるということは、小

さいときから訓練をしておかないと、大きくなってからではなかなかできないと

言われています。 

ただ、空間認知や知識については、大人になってからでもどんどん発展していく

と言われていますし、それから語学についても大丈夫だと言われています。ただ



                                    平成 31 年 1 月 9 日 
                                    第１０回定例会 

 6 

語学については、小さいときに英語と日本語の両方ができれば、すっと身に付き

ますけれども、それが大きくなってからでは、頭の中がある程度固まってしまい、

認知するのが大変になる。英語でも、小さいときなら３カ月ぐらいでできるのに、

大きくなってからでは１年も２年もかかるということになるけれども、できない

わけではないというようなことが言われています。海外から来た子供たちは、ほ

とんど１年もすれば、日本語が上手にしゃべれるようになると言われています。

ただ、大人は、日本語を使う機会が少ない、日本人と接する機会が少ないという

のもありますけれども、なかなかしゃべれないということが言われています。日

本人がアメリカに行った場合でも、大人の人だったら大体３年間いれば、ある程

度聞けるようになって、ある程度はしゃべれるようになる。ただ、その３年間が

ターニングポイントで、日本人が外国に行った場合でも大体３年で帰ってくるこ

とになります。そのときに、残るのか、それとも帰ってくるのかという選択が非

常に話題になっていました。同じように空間認知などは、大人になってもできる

と言われています。その例として、ロンドンのタクシーの運転手は、ロンドンに

２万５，０００ある通りを全部覚えてしまわないと、マスターになるための資格

試験に合格できない。通りを全部覚えているマスターたちの脳を見ると、海馬の

部分が普通の人よりも非常に発達していることがはっきりわかっていますので、

空間認識や知識というのは、大人になっても訓練すればできるということです。

しかし、先ほど言った音楽だとか体操、基本的な体の動きだとかいうことは、や

はり小さいときにやっておかないといけないということが、ある程度わかってい

ます。ただし、教育や訓練を受けるときに、偏りのないような訓練を受けること

が非常に大事で、どこかに偏ったことをやっていると、思考するときに偏った思

考になってしまうということを言われているので、偏りのないようにいろんなこ

とをやっておく必要がある。心を育てるためには、成功例もあるけれども、失敗

もいろいろあったりします。その中で失敗を乗り越えるなど、いろいろなことを

体験しておくということが大切なのではないかと思います。ですから、音楽でも、

もう演歌しか聞かないなどではなくて、ロックやクラッシックを聞いたりする中

で育っていく、そういうことが非常に大事だなということを、ＡＩと比べてみて

思ったことがあります。 

さらに今回調べていて、ＡＩは知識理解、知識の方はどんどん発展していってい

ますけれども、芸術はできないと思っていました。けれども、そうではなくて芸

術の方にもかなり入ってきているようです。それは、アメリカのカリフォルニア

大学のデビッド・コープという教授がエミーというソフトをつくって、バッハの
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曲の作風をもとにつくったそうです。１，５００曲のバッハによく似た曲をつく

った。そのうちの本当にできた作品を１０個ほど出してきて、実際にバッハの曲、

そのコンピューターがつくった曲、別の音楽教授であるスティーブ・ラーソン教

授がつくった曲の三つを並べて、「どれが一番、自分に合いますか」というと、ほ

とんどやはりわからなかったようです。中には、「バッハの曲ってすごいよな」な

ど言って、実際は、それはコンピューター、エミーというソフトがつくった曲だ

ったということもあるということでした。ただ、そこまではできるけれども、違

う曲、新たな全然誰も考えてない、例えばバッハやベートーヴェン、それから印

象派ではドビュッシーの曲なども、元は人間がつくっているわけで、新たな誰も

やっていない曲を作るのは、多分、今の段階ではできないのではないかと思いま

す。そこは人間のすごいところで、感情や新たな創造性というのが、コンピュー

ターにはないのだなということを感じています。 

その意味では、今後、教育するときにそれをどうするのかというのは、非常に大

事だと思います。それからもう一つは、人間の喜怒哀楽の感情を判定するのに、

表情や態度などから、人間はある程度判定できますけれども、今までのコンピュ

ーターは文書で書くなどで判定していたわけです。けれども、それも今、コンピ

ューターでできるようになっています。例えば、受け付けだとか、電話サービス

が、ＡＩに変わっていっているのは、フレームワークを使ってやっているわけで

す。その部分で判定ができるようになってきています。それも、人間はいろんな

ものを一瞬で見て判定をしていますので、ファーストインプレッションというも

のがあります。それと同じようなことをコンピューターでやるといろいろな状況

を全部判断しなくてはいけないので、例えば目の瞳孔が開いている、縮んでいる

だとかいうことをもとに判断したりして、表情でわかるようになってきています。

その部分では今、中国が世界の一番トップを走っているという状況です。それは

なぜかというと、アメリカだとか日本の場合、個人の情報を勝手に出せませんの

で、制約がかかってきますけれども、中国の場合はほとんど制約がかからないの

で、データがたくさんとれます。それによって例えば、写真をずっとフイルムを

取っておいて、後から怒っていた、笑っていた、楽しかった、こういうことで怒

っていたと言ったら、それが怒っている顔とわかる表情になりますので、そのよ

うにしてずっとデータが全部取れていきます。それに合わせてこういうときには

怒っている、パッと見ただけで、これは笑っている。楽しいときというのが表情

でわかる。心の状況を判定して、それを表すことができるみたいです。人間であ

れば先生が子供と接するときに、子供が今はどんな状況であるのか、どんな気持
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ちでいるのかということをわかりながら、授業をするということが非常に大切だ

ということを、逆にそのことから感じます。 

人の気持ちを判定するのは難しいのですが、最近の映画の世界では、ＡＩによる

気持ちの判定が導入されていて、映画館にテレビカメラが仕掛けてあり、映画を

見ている人の表情を写しながら、その表情で判定する。そして、この判定をもと

にして、「この映画は興行したらうまくいく」、「この映画はだめだ」という興行す

るか、しないかいうことに使われているそうです。 

それから映画の判断基準として、最近、泣かせるための映画をつくったが、それ

がきちんとできているかということを、何回泣くのかというのを判定して、良い

映画かを判断する試みがあります。ある映画は、「最高は１０回ほど泣かせた」、

「ほとんどの人が１０回ぐらい泣いている」それで、「これは非常にいい映画だ」

と言われている。でもそれで本当にいいのかなという思いがあります。感動や共

感というのは、人間が持っているもので、人に強制するものではなくて、その人

自身がそう思えばいいことであって、それをそのように外から強制するような形

にするのは、いかがなものか。それが今度は教育にかかわって、例えば、こうい

う行事をやった。この行事をやれば、当然みんないいに決まっているじゃないか、

何でおまえ何も感動しないのかということを言うのはいかがなものか。それが結

局、統一化、均一化だとかいうことで、学校の中に起こる不登校だとか、いじめ

の問題は、そこにつながっていってしまうのではないか。ですから、私たちもそ

れぞれの子供が持っている感動だとか、共感だとか、子供たちが持っている豊か

な感情は、そこを伸ばしてやることが大切で、この行事をしたからこうならなく

てはいけないということではなく、いろいろな機会を子供達に与えることが大切

です。最初に幼児の教育にあったようなことをやっていかなければいけないので

はないかということを、データを調べてみて感じましたので、一応報告させてい

ただきました。 

私の方からは以上です。何かこれについてご意見、ご質問ありましたらお願いし

ます。 

なければ、私からの報告は終了します。 

これより報告事項に入ります。報告第２４号「西宮市一般職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例制定に関する意見決定の件」を議題とします。教育職員

課長、お願いします。 

  

教育職員課長 それでは報告第２４号「西宮市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条
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例制定に関する意見決定の件」につきまして、ご説明をさせていただきます。 

本件は、平成３０年人事院勧告に基づき本市一般職員について、給与改定等を実

施することに伴い、教育職給料表の改正を行うものでございます。 

改正、国家公務員給与法の可決成立を受け、市総務局がこの１２月定例会に条例

改正提案し、審議を経て１２月１９日に可決されたところでございますが、調整

に時間を要したため、教育長に対する事務委任等に関する規則、第３条第２項た

だし書きの規定により、緊急やむを得ないものとして、教育長の臨時代理を行い、

同条第３項の規定により報告をさせていただくものでございます。 

お配りしております報告第２４号の資料６ページに高等学校教育職の給料表とな

る改正後の教育職給料表（１）を、９ページには幼稚園教育職の給料表となる改

正後の教育職給料表（２）をお示ししております。 

改正内容でございますが、１２ページには教育職給料表（１）、１４ページには教

育職給料表（２）の新旧対照表をお示ししており、現行の給料表と比較しますと、

それぞれ４００円から１，６００円の増額改定となるものでございます。 

また、今回改正予定の給料表につきましては、兵庫県の教育職給料表に準じたも

のでございます。改正条例の施行期日でございますが、公布の日から施行し、平

成３０年４月１日にさかのぼって、適用するものでございます。 

そして、期末勤勉手当の支給率の改定につきましては、人事院勧告で示されたと

おり、国に合わせる形で平成３１年度から６月と１２月の月数をそろえるもので

ございます。 

なお、年間の支給月数につきましては、改正前と変更はございません。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

  

重松教育長 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。 

よろしいですか。なければ、採決に入ります。 

報告第２４号「西宮市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定に

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、承認します。 

では、これより非公開案件に移ります。 
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恐れ入りますが、傍聴の方はここで退出をお願いいたします。 

また、報告第２５号は、秘密会で行いますので、関係者以外の職員も退出をお願

いします。 

  

 （傍聴者、関係者以外の職員退席） 

  

重松教育長 それでは再開します。報告第２５号「人事に関する件」を議題とします。 

教育職員課長、お願いします。 

  

 （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。 

報告第２５号「人事に関する件」については、承認してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。 

よって、報告第２５号は承認されました。 

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「おむすび広場事業の実施について」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 

「おむすび広場事業の実施について」について説明いたします。 

おむすび広場事業は、子育て支援の一環として市立幼稚園児を対象とした保育時

間終了後の一時預かり保育事業です。平成２８年度から試行実施を行ってまいり

ましたが、このたび３年間の試行実施での実績を踏まえて、平成３１年度より本

格実施を行います。 

資料項目２の試行実施期間の運用実績です。平成２８年度３園で試行実施し、稼
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働率８３．８％、平成２９年度には試行実施園を８園に拡大し、稼働率８９．６％、

平成３０年度には本格実施を見据えて試行実施園を１３園に拡大いたしました。 

なお、１２月末現在での稼働率は９０．２％となっております。 

実施体制は、園長以下園職員が主体となり行いますが、地域の方々によるサポー

ターが活動支援を行っております。実施１回について、園職員１名と約３名程度

の地域サポーターが活動し、園児約３０人の見守りを行っております。 

試行実施期間においては、各年度保護者に対しアンケートを行っております。平

成３０年度の結果について、保護者の利用目的は、子供の放課後の居場所づくり

としての活用、保護者の買い物やリフレッシュなどが高い割合を占めております。

「西宮市立幼稚園のあり方Ⅱ」の中でも、おむすび広場事業については、幼児の

放課後の居場所づくりや保護者のレスパイトなど、子育て支援事業の一環として

います。 

アンケートの結果からも、現状の運営形態で、これらの目的を果たせていると考

えております。 

また今後、有償化した場合でも利用を希望すると回答している保護者の割合も約

９割と高いことから、当事業に対する期待は高いといえます。 

項目３の利用料の徴収ですが、本格実施に当たり受益者負担の観点から利用料を

徴収していくこととします。利用料の額については、１回当たり３００円を上限

に定めることとします。この金額設定は、４ページの参考３の表にあるように阪

神間近隣市での、公立幼稚園での預かり保育実施時の利用料を参考にしておりま

す。 

徴収根拠については、「西宮市立幼稚園において受ける教育に要する費用徴収条

例」の改正を行うこととしております。 

項目４の今後の予定ですが、平成３１年３月に先ほど述べました条例改正を行い、

平成３１年５月から１３園での事業開始を予定しております。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、ご質問はありませんか。 

  

側垣委員 放課後の居場所、放課後というか幼稚園で居場所づくりということについては、

異論はないわけですが、同様の事業をしている民間の幼稚園あるいは、民間保育

園は一時預かり保育を実施していますが、そのあたりとの調整あるいは連絡等は、

実施されているのでしょうか。 
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学校改革部長 この対応につきましては、前に「公立幼稚園のあり方Ⅱ」を議論したときにも私

立幼稚園連合会等関係団体との協議をした中で、基本的には、私どもの公立幼稚

園の実施するのは子育て支援の一貫という形で、週１回から２回程度ということ

で、私立幼稚園の方は、平日と夏季休業中、冬季休業中も実施するという形の整

理をしておりますので、そういったすみ分けで実施することで、協議も整ってい

るところでございます。以上でございます。 

  

側垣委員 最近、保育園等の資料で、一時預かり保育が地域的に偏在というか、非常に数が

ふえている場所と、それから少し減少しているという事例があるわけです。保育

園の場合は、年間何件以上で補助金が変わってきますので、そのあたりの経営的

な影響なども少し配慮は必要かなと思います。民間が自主的にやっている部分も

あります。そのことで職員配置等もしている場合もありますので、そういった影

響もこの実施の中で検討、考慮していただかないといけないと思っております。 

  

前川委員 まず、保護者のアンケートを私も見させていただいて、ニーズを的確にアンケー

トにまとめておられるし、この事業についての必要性というものを裏づけるもの

だと思っています。 

ただ私、実際に試行していた幼稚園側から課題や良さなど、そういう声が届いて

いるのかを合わせて知りたいと思いました。アンケートをとるということではな

くて、何かつかんでいることがあったら聞かせてほしい。なぜそう思うのかは、

やっていることは非常に意義深いと思いますけれども、例えばその保護者のレス

パイトを軽減する。これによって新たな事業が幼稚園に発生するわけですから、

幼稚園の体制の、脆弱とまでは言いませんけれども、非常に規模が小さい幼稚園

は、体制が難しいということについて、１２月議会で教育次長の方からもご発言

がありました。単学級で２クラス担任、誰か一人がこのおむすび広場に２時間つ

くと、今までは、ほかの業務がなかったわけではないので、その業務を圧迫しま

すよね。でも、それを工夫してこうやっている。その中で幼稚園としての使命を

果たすために、幼稚園と何か思いを重ねて、この事業が進展すればよいなという

思いです。幼稚園の立場からの何か、意見、声などがあったら聞かせてください。 

  

学校改革調整課

長 

園職員に対しても、もちろんアンケートをとっておりまして、子供たちの様子な

どのことも書いてくれてはいるんですけれども、やはりふだん幼稚園の普通の保

育時間中には見せないような姿を見ることができるなとどいうことも、答えとし
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て返ってきておりますので、一定の意義はあるのかなと思っております。 

後、実施するに当たる、実際の負担感ですけれども、週１、２回程度、２時間で

後は地域のサポーターの方にもお手伝いいただきながら、施行実施３年、今は２

年強終わっている状態でございますが、その中で、体制をやりくりしながらやっ

ていっているというのがありまして、これならやっていけるのではないかという

意見もいただいております。 

幼稚園の今後のあり方っていうものに対しての、このおむすび広場事業の存在意

義というのをわかった上で工夫していくというような意見も書いてございました

ので、そういう形で今、動いているところではございます。以上です。 

  

前川委員 合わせてですけれども、おむすび広場事業の実施要領のようなものが、我々には

わかっていないです。子供たちを預かっています。それで子供たちは自由に、遊

びの活動をするのを、単に安全面の見守りをするプログラム、事業なのか、ある

いは、園によって、「今から読み聞かせをするから、みんなおいで」というような

プログラムがその中に入っているのか、これらは自由なのか、その時間の安全だ

けを見るという事業なのかと、そういうあたりが見えないので、そこを説明して

もらったらもう少しすっきりすると思いましたので、どういう実施内容、実施形

態、内容的なところを教えてください。 

  

学校改革推進課

長 

現在のところは、２時までのいわゆる保育の部分とは全く切り離した形というこ

とになりますので、教育活動の一環ということではない。つまり、プログラム等

は、そこでは組まずにというのが、前提ということでさせていただいております。

ただし、園によって、先生方が、そのボランティア、ご厚意というようなことで、

そういうふうな活動をしていただいているところもあるとお伺いしています。た

だこのあたり少し整理させていただいて、またご報告をさせていただこうと思い

ます。以上です。 

  

学校改革部長 本当に園によってですけれども、読み聞かせをしてみたり、おもちゃで遊ばせた

り、あるいは集団の遊びをしたりなど、そういった形で園によっては、ばらばら

というところはあるんですけども、確かに統一した方針というか、例えば公立幼

稚園はこのやり方っていうところまでは、至ってないところでございます。 

  

前川委員 それが良いのかどうかは、私もわからないです。わからないですが、私もおむす
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び広場を幼稚園に見せてもらいに行ったことはないですけれども、曜日が大体決

まっていますから、あちこち通りすがりに見ることがあります。そうすると幼稚

園によって、椅子を出してずっと周りで見ているところ、呼びかけて、「はい、で

は、こうこうこう」っていうところなどがあって、これ何かの拍子に、「いやいや、

向こうの幼稚園ではこんなことをしてもらえるよ」など、そういうようなことが

あったときに、きちんと幼稚園としても教育委員会としても、説明ができること

が必要だと思っていますので、お子さん、保護者、実施主体である幼稚園のため

にも、少しそのあたり今のお話であったように、整理などしておいていただきた

いと思います。 

もう一つは、保育料を徴収しますよね。これって、別に幼稚園教育に何かその、

歳入が還元されるわけではないと思うのですが、例えばこんなことを考えられた

ことがあるのかどうか。放課後の居場所づくりのときに、コーディネーターを配

置したりすることがありますよね。このおむすび広場事業、園によってもし曜日

を変えていったら、地域の方がコーディネーターで入って、月曜日は何々幼稚園、

火曜と金曜は何々幼稚園というふうにして、コーディネーターの人件費が発生し

ますけれども、そうやってこうおむすび広場を西宮市の事業としてやっている、

公立幼稚園としてやっている、どの園もやっている。そしてそこには、コーディ

ネーターがしっかりと幼稚園の職員プラス、地域のサポーター、コーディネータ

ーがついているのであれば、徴収するお金を財源として、そこから人件費を出す

などというようなことは、放課後の居場所づくりみたいにあってもよいのかなと

少し勝手に思いついたのですが、そういう話、検討などは、いかがでしょう。 

  

学校改革調整課

長 

委員がおっしゃったとおり、徴収したお金は市の歳入となりまして、今現在、来

年度に向けての予定の中では、今、地域のサポーターの方へのお金と今はトント

ンになっている状況になっております。 

これが、今後どういう動きをするかというのがわからないですけれども、人気が

出て増収っていうような形になってくると、そういう形での還元というのも考え

ていけるのではないかと見込んでおります。以上です。 

  

側垣委員 少し基本的な質問ですが、このおむすび広場の利用者は、その園の園児ですよね。

ほかの園に行くということではなくて。在籍園児ですよね。 

  

学校改革部長 おっしゃるとおりです。その園の子たちだけが、受けられるということでござい
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ます。 

  

側垣委員 ということは、新たな先生方やサポーターとのコミュニケーションをつくらない

といけないなど、そういうことではなくて、もうそのまま、その園の園児が、居

残りをして利用するということですよね 

  

長岡委員 仕組みのことで質問ですが、理解していなくてすみません。年度初めか何かに、

希望者はエントリーをするんですか。それで、抽せんか何かをするというような

形でしょうか。 

  

学校改革調整課

長 

まだ整理は必要ですけれど、今のところは、希望者は申し込んでいただいて、利

用定員が決まっておりますので、利用定員を超えるような方がいらっしゃったら

抽せんをして、利用できる日にこの人が行けますっていう形で、やらせてはいた

だいております。以上です。 

  

側垣委員 もう一つ、関連して、幼稚園にもいろいろと課題を抱えた家庭がいらっしゃると

思うので、そういう方々もリフレッシュなど、そういう意味ではすごくいい効果

だと思うんですけども、抽せんで必要な方が、本当はそういう人が利用してもら

いたいけど、外れるというふうな可能性もなくはないですよね。そのあたりを少

し配慮というのが、あるのかどうかっていう。 

  

学校改革部長 園によって稼働率も少しばらつきがあって、そういう子供さんが漏れてというこ

とでの苦情は、今の試行段階では出ていないところですけれども、ただそのあた

りについては、またどういう形ができるのかっていうのは、実際実施しながら検

討していく必要があるかなと思っております。以上でございます。 

  

側垣委員 逆に、その園側の方から「利用されたら」みたいなお勧めなど、やはりこの家庭

のお子さんはもう少し長時間、園で保育しておいた方がいいなというケースもあ

るかと思うので、積極的に取り組めるような形で、子供の放課後の居場所、安全

な場所が確保できるような考え方と取り組みをお願いしたいと思います。学校の

スクールソーシャルワーカーではないですけれども、やはりそういうサポートの

機会にもなると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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岩本委員 抽せんについて、先ほどおっしゃっていたように稼働率に差があって、私は少し

見に行ったこともありますけれど、ある幼稚園では、抽せんをしなくても行ける

幼稚園もあれば、いつも抽せんがあるという幼稚園もあると思うんですね。この

アンケートをとられた中で、おむすび広場の事業を利用された目的は、いろいろ

書いてあるので、わかったんですが、実際に２年強やってきた上でこの日数的な

ものなど、抽せんがあるなしにかかわらず、その保護者の方の満足度というのは、

どれぐらいだったのか、もっとやってほしい、あるいは今のままでいいなど、そ

ういうものがあればいいと思ったんですが、どうでしょうか。 

  

学校改革部長 回数的には、確かにもっとしてほしいなと。というのは、週に１回できてないと

ころが結構あったものですから、そのあたりについてはふやしてほしいと。ただ、

質問以上の回答になってしまうかもしれないですけれど、就労に伴う利用という

のは、ほとんどなかったというか。どちらかというと本当に子供たちの居場所な

ど、あるいはその親のリフレッシュ的な要素が結構強かったという傾向がござい

ました。以上でございます。 

  

岩本委員 わかりました。そしたら、来年にはもっと多くの園で、開催されるということで

すし、お金も徴収するということなので、そのあたりのこともきちんと決めて、

前川委員がおっしゃっていたように、何かその枠組みがあればいいなと思いまし

たので、よろしくお願いします。 

  

重松教育長 今言われた、いろんな意見ありましたけど、また来年に向けて検討をよろしくお

願いします。 

よろしいですか。なければ、一般報告①を終了します。 

では、次に一般報告の②「西宮浜小中一貫校の方向性について」を議題とします。 

学校改革推進課長、お願いします。 

  

学校改革推進課

長 

「西宮浜小中一貫校の方向性について」ご説明をいたします。 

こちらの資料で、１月２８日の「教育こども常任委員会」において、所管事務報

告を行います。それでは資料をご覧ください。 

まず２ページ、３ページでございますが、小中連携教育や小中一貫教育が必要と

される背景、これについてまとめております。 

一番大きな背景としては、義務教育の目的・目標等の創設に係る「法改正」こち
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らが挙げられます。 

平成１８年改正の「教育基本法」で、義務教育の目的が設定され、平成１９年改

正の「学校教育法」で、小・中学校共通の目標として、義務教育の目標規定、こ

ちらが新設をされております。このことにより、義務教育における学校段階間の

接続について連携の重要性がより強調されることとなりました。 

さらに、具体的な側面としまして、例えば発達の早期化等にかかわる現象でござ

いますなど、学習面での課題、さらには、いわゆる「中１ギャップ」と呼ばれて

いるものの解消。その他、さまざまな要素が背景となっているというふうに言わ

れております。詳しくは、２ページ、３ページの資料でご確認ください。 

続きまして、４ページ、５ページをご覧ください。 

こちらには、小中一貫教育に係る主な法改正・通知等 をまとめております。 

法改正により、新しい学校種として義務教育学校が創設されまして、その具体的

な中身につきまして「通知」や「手引」、「事例集」といった形で、出されており

ます。 

平成３２年度に小学校で、平成３３年度には中学校で本格実施となります「新学

習指導要領」では、この一連の法改正等を受ける形で「学校段階等間の接続」と

しまして、小中学校間の円滑な接続について、また、義務教育学校や小中一貫型

小中学校につきましても、具体的に明示がなされているということになっており

ます。 

さらに、制度上の類型ということになりますが、６ページの「図１」をご覧くだ

さい。小学校と中学校の情報交換や交流によりまして、小中の円滑な接続を目指

す、いわゆる「小中連携教育」というまず大きなくくりがございます。ブルーの

部分ということになります。その中に、９年間を通じた教育課程を編成すること

により、系統的な教育を目指す、いわゆる「小中一貫教育」というものが、その

中に存在する。この「小中一貫教育」を実施する学校というのが、形態として二

つありまして、左側の「義務教育学校」と右側の「小中一貫型小学校・中学校」

ということになります。 

ちなみにこの「小中一貫型小学校・中学校」と申しますのにも二つ種類がござい

まして、設置者が同一である場所は「併設型」、設置者が異なる場合は「連携型」

というふうに呼んでおります。 

次に、６ページ、７ページ、８ページの制度を活用するメリットについてでござ

いますが、先ほど述べました法改正以前は、多くの制度上の課題により、なかな

か思い切った小中連携教育や小中一貫教育の実施、こちらが難しい状況でござい
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ました。小中一貫教育を推進するための制度を活用することで、これまで取り組

んできた活動をさらに前進させることが可能となります。県内の「先行事例」に

つきましては、８ページにお示しをしております。詳しくは、６、７、８ページ

こちらの資料で、またご確認いただけましたらと思います。 

続きまして、９ページ、１０ページをご覧ください。 

今申し上げました国や県の動きを受けまして、本市でも、平成２２年度には、「小

中一貫教育」の取り組みについて検討をスタートさせております。その取り組み

は現在の「西宮型小中一貫教育」へとつながっております。 

教科等指導、人権教育、生徒指導この三つを全市的に取り組む「３本柱」としま

して、市内２０中学校ブロックにおける、それぞれの目指すべき子供像の明確化

によりまして、ブロックにおける課題解決を目的とした取り組みを現在も進めて

いるところです。詳しくは、９ページ、１０ページの資料でご確認ください。 

それでは、ここまでの申し上げた経緯を受けまして、１１ページからの 西宮浜に

おける小中一貫教育のご説明に入らせていただきます。 

今まさにご説明をいたしました全市的取り組みであります「西宮型小中一貫教育」

の取り組みについて、西宮浜小学校並びに西宮浜中学校は、常にそのパイオニア

的存在となってきました。そこには大きな理由がございます。 

平成１０年に、市内で４４番目の小学校、また２０番目の中学校として、この両

校は開校いたしました。初年度は、全ての児童生徒が、異なる小中学校からの転

入学ということでございまして、阪神淡路大震災で心に傷を負った児童生徒も少

なくないというような状況でございました。その中で西宮浜小、中学校は必然的

にまちづくりの拠点としての大きな使命、これを担うこととなります。 

このことは、開校当時の教職員たちが共有しておりました学校づくりに対する「基

本的な考え方」にも見てとれます。詳しくは、１１ページの囲みにございますこ

の「参考」をご覧いただいたらと思います。 

また、西宮浜小、中学校は、市内でも例を見ない、校区が全く同一である１小１

中のユニークな学校として、開校当時から注目を集めておりました。 

その特色を最大限に生かし、９年間を見通した教育実践研究の道を開いたという

ことは、全国的にも極めて先見性に富んだ決断であったというふうに考えており

ます。 

まずは合同で実施する行事により、「小中連携教育」が進められてきました。 

平成２３年度からは、西宮市教育委員会指定の小中一貫教育モデル校として、９

年間を見通した教育課程の編成や学習指導方法などの研究を行い、「小中連携教
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育」から「小中一貫教育」へと大きくかじを切っていくことになります。 

また、平成２６年度からは、社会的、職業的自立に必要な意欲や態度を育成する

ための研究にも取り組んでおります。 

開校から２０年余り、合同行事のみならず、９年間を見通した教科指導の推進で

すとか、キャリア教育の推進ですとか、人権教育、道徳教育における連携や研修

など、さまざまな分野におきまして、この取り組みを深化させてまいりました。 

その具体的な取り組みにつきましては１２ページ、１３ページを参考にしていた

だけたらと思います。 

このように国や県に先駆け、１０年以上も前から既に西宮浜では、小中連携教育

が実践されておりました。その取り組みは、現在も脈々と継承され、現在に至っ

ております。 

昨今の過疎化が進む地域におけます統廃合の手段としての小中一貫教育とは、全

く質の異なるものと考えられます。その原点には、震災からの復興とまちづくり

の拠点として、さらには、西宮市における「小中一貫教育」を牽引していくとい

う使命、こちらがあったということになります。 

そこで、今後の方向性ということになりますが、義務教育９年間のつながりが謡

われた新学習指導要領が、この平成３２年度には、全国の小学校で全面実施とな

ります。これを機に、２０年間に及ぶ「小中連携教育」と「小中一貫教育」の実

践を積み重ねてきた西宮浜小、中学校は、これまでの取り組みをさらに深化させ

るべく「義務教育学校」として生まれ変わり、文教住宅都市「西宮」における「小

中一貫教育」のパイオニア校として新たな一歩を踏み出します。 

「義務教育学校」は、新時代の教育を担うべき学校でありまして、そこでは指導

の連続性を生かした質の高い教育活動が期待されます。この学校の開校と同時に

「西宮市立総合教育センター」の機能を一部移転しまして、専属の指導主事を常

駐させ、最先端の教育理論や技術を導入し、成果を検証するとともに、そのノウ

ハウを市内の他の小中学校へも還元してまいります。 

また、西宮市で初の「義務教育学校」となることから、この学校を特色ある教育

を行う学校「特認校」に指定し、市内在住の小中学生であれば、希望者はこの学

校に就学できるような、新たな制度を導入していく予定でございます。 

このことにより、西宮浜地区での将来的な課題の一つと言われております「単学

級化問題」、こちらの解消にもつながるのではないかと期待しているところです。 

なお、（仮称）西宮市立第１義務教育学校の詳細につきましては、１４ページ表に

まとめておりますのでこちらをご覧ください。 
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以上で、ご説明とさせていただきます。 

  

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 少し確認をしたいのですけれども、１４ページの最後のところの学年区分は４・

３・２制になっているんですよね。 

  

学校改革推進課

長 

小中連携教育、一貫教育を現時点で進めている小中学校につきましては、小学校

課程の６年間と中学校の３年間ということで、６・３という形をとっております

が、この義務教育学校へ変わるタイミングでこの４・３・２というような形での

学年、新たな学年制というのを考えております。 

  

岩本委員 これで話が進んでいるので、よかったんだろうかなと思うんですけれども、一つ

確認したいのは、小学校を卒業というのは、卒業式などがあるのかなど、そのタ

イミング的にどうなのかなどいうのと、最後の２年間で、中学生３年間、２年間、

中学生と小学生とでかなり雰囲気が違うんですけれど、そのあたりの気持ちの切

りかえを後の２年だけでしてしまうのか、こうどんな感じなのかなと。すいませ

ん、漠然とした質問で。 

  

学校改革推進課

長 

この義務教育学校いわゆる、義務教育９年間はパッケージにします一番大きな目

的としまして、いわゆる小学校の文化から中学校の文化へ変わったときの、この

大きなギャップによって例えば不登校のお子さんが生まれたり、子供の現状がそ

の発達段階に応じた変化になってないあたりから、段階的に小学校から中学校へ

移行できるようにと考えました。教科担任制といわれるような教科担任による授

業を、５、６年生から導入ということを考えております。例えばそういうことを

行うためには、当然５、６年生は中学校の校舎へ入る必要が出てくるわけですけ

れども、日常生活をしながら８年生、９年生の姿を間近で感じ生活していくこと

になりますので、どちらかというとなだらかに、最終的な８年生と９年生へと移

行していくというようなことを、現在ではイメージしているということです。 

  

前川委員 だから、小中一貫校として、小学校・中学校という考え方よりも、７年生、８年

生と。この考え方で、中一ギャップのことなんかも含めて、先進校も視察して、

この形でこれは、考え方としては今までも我々いろいろ意見を言わせてもらった
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し、説明も受けてきた内容を踏まえての形ですよね。 

  

側垣委員 ということは、その前段階も踏んで３２年度からは小中一貫校、義務教育学校と

して、整備するという明確な方向性を今回出して行くということですよね。 

  

重松教育長 よろしいですか。なければ、一般報告の②を終了します。 

次に、一般報告の③「鳴尾北幼稚園休園施設の活用について」を議題とします。 

地域・学校支援課長、お願いします。 

  

地域・学校支援課

長 

「鳴尾北幼稚園休園施設の活用について～適応指導教室｢あすなろ学級｣の再編･

拡充と地域のつどい場としての活用～」について説明をいたします。 

なお、この件に関しましては、１月２８日の教育こども常任委員会で報告する予

定になっております。 

資料の１ページをご覧ください。現在、休園となっている西宮市立鳴尾北幼稚園

休園施設を活用し、公立小・中学校の不登校の児童生徒に対して学校復帰のため

の支援を行う、適応指導教室を新たに整備します。また、併設する事業として、

健康福祉局の所管となりますが、高齢者・障害者・子供と保護者など分野や世代

を問わず、地域住民が交流できるつどい場として活用することについて地域に提

案していきます。 

１．適応指導教室「あすなろ学級」の再編・拡充をご覧ください。 

現在、不登校児童生徒に対する支援については、教育委員会と適応指導教室「あ

すなろ学級」を所管するこども支援局（西宮市立こども未来センター）とが連携

して行っていますが、不登校児童生徒の増加と多様化に対応するため、次のとお

り事業の再編・拡充を実施します。 

下の四角をご覧ください。「あすなろ学級」に通う大部分の児童生徒については、

必ずしも福祉・医療の支援は必要ではなく、より学校に近い環境で、社会復帰、

学級復帰をめざした教育的な支援が必要となっております。 

そこで、こども未来センターが所管している「あすなろ学級」を教育委員会に移

管し、鳴尾北幼稚園休園施設に移転して開設をいたします。 

その一方で、「あすなろ学級」の多人数のクラス、現在４０人程度なんですけれど

も、そこになじめずに、「あすなろ学級」に通級できないなど福祉・医療の支援が

必要な児童生徒のためには、一人ひとりの状況に応じた支援が必要になっていま

す。 
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そこで、現在、こども未来センターにある「あすなろ学級」を「あすなろ学級」

に進む前段階として４人、５人の少人数学級を、午前と午後で各４クラス程度常

設する「仮称プレあすなろ学級」として位置づけます。 

なお、不登校児童生徒の増加や現在の「あすなろ学級」への通級に時間がかかる

など通級が困難な不登校児童生徒に対応するため、複数カ所の「あすなろ学級」

の整備が必要となっており、今後、市内数カ所に適応指導教室を順次、整備して

いくことを検討しています。 

先ほども説明したとおり、１カ所目の整備として鳴尾北幼稚園休園施設の主に２

階部分を活用して開設とします。 

また、「あすなろ学級」のほか、現在、こども未来センターが所管している居場所

サポーター派遣、在家庭学習支援システムなどの不登校対策事業についても、こ

ども支援局から教育委員会へ移管する予定です。 

次に資料２ページをご覧ください。不登校児童生徒の状況について記載をしてお

ります。 

①不登校児童生徒の状況ですが、３０日以上欠席した児童生徒の実人数は、平成

２６年度小学生７３名、中学生２７１名、計３４４人から、平成２９年度、小学

生１５７人、中学生３９７人、計５５４人と２１０人増加しております。 

②「あすなろ学級」の利用状況ですが、年度によって通級人数は違いますが、毎

年４０人程度が通級しており、復帰率もこれも年度によって違いますが、平均４

割程度の児童生徒が学校復帰をしております。 

また、通級希望者や見学希望者が常時１５人程度いる状況となっております。 

次に、参考の（１）をご覧ください。「あすなろ学級」に併設する事業として、「地

域のつどい場」について説明いたします。この事業の所管は健康福祉局となりま

す。 

超高齢化・少子化が進行していく中、年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが住

みなれた地域で安心して生活し続けられるように、行政はもとより、地域の構成

員である市民や関係団体、事業者など、多様な人たちが連携して支え合うことが

一層求められています。地域からも、子供と高齢者が触れあえる場が欲しいとの

意見を聞いております。世代や分野を問わず交流できる「つどい場」として鳴尾

北幼稚園休園施設を活用することで、地域福祉の推進につながります。 

具体的な「地域のつどい場」としての活用例として、地域への補助事業である「共

生型地域交流拠点」を想定しております。 

３ページをご覧ください。実施事業の例としては、ふれあいカフェ、囲碁・将棋
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会、体操会、夕食会、専門相談などで、共生型地域交流拠点の開設と運営は、地

域住民と社会福祉法人や特定非営利活動法人などの協力法人との協働で行いま

す。立ち上げや運営の支援を西宮市社会福祉協議会が行います。 

（２）ですが、「あすなろ学級」と地域のつどい場を併設することで想定されるメ

リットとして、「あすなろ学級」のカリキュラムの中には、社会体験活動や奉仕活

動、交流活動といった内容が含まれており、高齢者や障害がある人などとの囲碁・

将棋会などへの参加、地域の方が講師となる授業の実施、児童生徒のボランティ

ア活動など、世代や事業を越えた交流が期待できます。 

（３）の鳴尾北幼稚園休園施設の部屋の使用の想定については、１階部分の教室

を「地域のつどい場」として、その他の部分を「あすなろ学級」として使用する

こととして考えています。 

２．開設に向けてのスケジュールの想定をご覧ください。 

平成３１年度後期に、鳴尾北幼稚園休園施設の「あすなろ学級」と、こども未来

センターの「仮称プレあすなろ学級」を開設し、平成３２年度前期に、地域のつ

どい場が開設する想定となっております。 

４ページをご覧ください。鳴尾北幼稚園の外観、所在地、部屋は表のとおりです。 

部屋の使用の想定として、１階部分の教室を地域のつどい場として、その他の部

分は適応指導教室「あすなろ学級」として使用することを考えております。 

５ページをご覧ください。鳴尾北幼稚園での「あすなろ学級」での１週間の予定

表です。これは基本的に、現在こども未来センターで行っている内容を引き続き

実施する予定としております。 

６ページをご覧ください。こども未来センターの専門性を生かした「仮称プレあ

すなろ学級」での予定表です。午前・午後クラスを設置し、福祉、医療の支援が

受けられるようにプログラムを工夫する予定です。 

なお、今回の不登校対策事業の再編は、教育と福祉・医療という教育委員会とこ

ども未来センターのそれぞれの専門性を生かすことを目的としており、スクール

ソーシャルワーカーの拡充という施策も合わせて、不登校対策事業の主たる所管

は教育委員会に移ることとなり、また、こども未来センターは福祉的・医療的な

サポートが必要な児童生徒のための少人数クラス「プレあすなろ学級」の所管と

なりますが、こども未来センターで受ける不登校についての相談については、従

来どおり適切な支援が受けられるように、教育委員会ほか関係機関と十分に連携

を図ります。 

また、鳴尾北幼稚園休園施設の「あすなろ学級」に対しても、こども未来センタ
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ーの心理士など専門職が必要な支援を行っていきます。説明は以上となります。 

  

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 資料を十分読み込めてないかもしれないので、そこのところはご容赦くださいね。 

スクーリングサポートセンターというのは、現在あって、スクーリングサポート

センターが鳴尾北幼稚園の２階部分に移るのか、少しそこのところからまず教え

てください。 

  

地域・学校支援課

長 

スクーリングサポートセンターは、未来センターに移りました。今はスクーリン

グサポートチームということで、地域・学校支援課の中で事業をしております。

それ自体は、今は引き続いてやっておりますので、やりながらその一部がそのス

クーリングサポートセンター事業の、例えばですね。これは先ほど申し上げまし

た「居場所サポーター派遣」など「在家庭学習支援システム」という部分が教育

委員会へ移りますので、一部はそちらに移るということで、一部は未来センター

で対応するということで、二つできると捉えていただいたらと思っています。 

  

前川委員 そもそも所管をどうするかということは、立ち上げのときからいろいろ関係部署

が調整をして、どこかの時期ではやはり課題整理も必要だし、見直しも必要だと

いうのは、そもそも最初のころからあったと思います。どこが所管するかという

こととまた別に、不安や悩み、問題を抱えている家庭や子供たちにどのようなこ

とができるかという視点で考えたときに、そもそもこのセンターの設置の基本計

画、当初の理念、平成２４年ぐらいにあったかな。そこにあった、その二つの発

達支援センターとスクーリングサポートセンターの二つの機能を一つに一体化し

て、そして、切れ目のない支援をしようと。この当初の基本的な考え方は、これ

によって変わるものなのか。そこのところは全然変わらないのか。それは利用者

にとって、大きいことだと私は思うので、その基本的な考え方っていうのは、ど

うなるんですか。変わらないんですか。 

  

地域・学校支援課

長 

変わらないと考えていただきたいと思います。こども未来センターでは保護者か

らの子育て支援・不登校に関することも全体的に対応する、いわゆるワンストッ

プの相談機能を発揮しておりますので、それは今後も継続していきますし、不登

校支援についても、「あすなろ学級」は鳴尾北幼稚園では、できますけれども、や
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はり一体化して支援をしていくということは変わらないというふうに考えており

ます。 

  

前川委員 「あすなろ学級」はこれで、鳴尾北とこども未来センターの二つに学級ができま

す。「あすなろ学級」は、これまでも北地区からお子さんが登校していて、なかな

か遠い距離、遠距離の通学補助なんかも出したりして、いろんな手だてが必要で

した。北にもやはり目を向けて、そういう拡充ができたら順次整備と書いてあり

ます。とてもよいことだなと思いました。 

後は、こども未来センターに今、教育委員会の指導主事が配置していますよね。

所管がどこということは別に、教育委員会も職員を置いて、こども支援局も職員

を置いて、そして、お子さんや家庭とつながりを持つと。この体制で何か学校に

近くないことが起こってしまっているのですか。学校により近いとかいうところ

が、私には何か少し課題解消をここでうたっているように思うんですが、その課

題がよく見えないんです。 

  

地域・学校支援課

長 

先ほど説明がありましたように、より学校に近い環境でということですけども、

実際こども未来センターで非常に不登校の相談が多く、昨年度６，６６１件中１，

５０３件が不登校の相談。４分の１を占めてるんですけれども、やはりそういっ

たことを相談に行って、一対一の教育相談、来所相談を行っている中で、非常に

その一対一のカウンセリングを受けてそこからすぐに「あすなろ学級」になかな

かつながらない子がやはり多いということが見えてきたということが、学校から

遠いというか、そういう子が多くなっているということが見えてきたということ

は、少し学校から離れているのかなというふうに捉えることができると思います。

ですので今、大部分の集団で通えている子供たちについては、よりこう集団で今

やっている「あすなろ学級」を充実させて、発展していくというふうな方向でい

く。少しなかなか福祉医療に一対一のカウンセリングに来たそういう子について

は、少人数クラスで対応していくというふうに考えておりますので、そういった

少人数でしか、なかなか通えな子が見えてきたというのが、遠くなったという言

い方がいいのかどうかわかりませんけど、そういうふうな課題というふうに捉え

ております。以上でございます。 

  

学校教育部長 少し表現上の問題かなというふうに思うんですけれども、「あすなろ学級」が学校

から立ち位置として遠くなったというような意図は、この文章の中にはございま
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せん。それよりもむしろ、先ほど山本課長が申し上げましたように、教育委員会

とこども未来センターがそれぞれの専門性を発揮して、子供たちにアプローチし

ていった方が今、子供の不登校の多様性であったりなど、態様であったりなどに、

対応していくのが可能になるんではないかというように考えました。 

不登校の子供たちにつきまして、不登校の理由はさまざまでございます。そのさ

まざまな理由を事細かにきちんと手当てして、個別に対応をしていかなければい

けない段階の子供たちと、もう少し集団で、ここは学校に近いという言い方にな

るのかもわからないんですけれども、学校のいわゆる学級の環境に近い状態で、

子供たちを手当てしていった方がいい状態の子、そういった子供たちを少し分け

て、手当していってあげることで、さらに子供たちが不登校解消の道に近づくん

ではないかというような考え方で、そういう所管を分けるというようなことを考

えたというふうにご理解いただけたらいいのではないかなと思っております。 

  

前川委員 はい。より学校の環境に近いところで、教育委員会の力をしっかりと発揮すると。

そういうふうなことで、考えているということで。はい、また勉強してきます。 

  

重松教育長 不登校に対応するときに、学校に行けなくても自宅でひきこもってしまうことが

ないように、適応教室が合っていればいい。ただし、福祉でいう子供の状況によ

って、どこの施設というのではなくて、例えばその子供たちが集団でやる方がい

いのか、個々でやる方がいいのか、あるいはいろんなことを自分の好きなように

どんどんやる方がいいのか、集団になじまないのであれば個人でやれる場に、集

団のところへ行く方がいいのであればそこで学び、そのままポンと学校へ復帰で

きるのであれば、そのまま復帰してもらってもいい。ただ、段階を経るという形

ではなくて、集団か個人かという形の二つの施設をつくっておいて、そこでいろ

んなことをやることによって、学校への復帰ができるという。そのような考え方

の方がいいのかなと思っています。自由に個人的にやれる鳴尾北のような施設は、

一つでは足りないので、北の方など何カ所かはつくらないといけないし、集団で

やれる方の施設は西宮市の真ん中あたりに分かれている形が一番いいのかなとい

うことは思っています。 

  

長岡委員 １ページにもありましたし、説明にもあったのですけれども、「あすなろ学級」に

通う大部分の児童生徒については、必ずしも福祉医療の支援が必要ではなくとあ

るので、困難事例の不登校の背景にある要因というのは、人間関係のつまずきの
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ような、そういうものであるなど。それでもう少し医療福祉の支援が必要な人は、

そのプレのところで段階的にというふうに理解したらいいということですね。 

それに関連するかもしれないですけれど、将来の社会的な自立のためには、学校

との連携というのは必ず必要だと思うんですが、ここの「あすなろ学級」と学校

の連携、先生方との連携とか情報交換のようなものは、行われているんですか。 

  

地域・学校支援課

長 

入級のときには、まずは学校の先生に来ていただいてケース会議を行ったり、そ

れ以外にも学期に１回、教員との懇談会もやっていますので、かなり綿密に連携

をとっております。 

  

長岡委員 はい、わかりました。 

  

岩本委員 西宮の不登校対策が、これでまた一歩進んだなと思って、ありがとうございます。

感謝しています。ただ平成３０年度の、合計の不登校の数が６２０人の中で、「あ

すなろ学級」で手当てができている人が４０人というのは、やはり人数的には少

ないので、できればその鳴尾北幼稚園で行われている事業が、スピードアップし

て、さらにたくさん開いてほしいです。少し私、この話と違うかもしれませんが、

中学校の中では不登校対策のために、教室には来られないけれども、学校に来ら

れる子が入れる部屋っていうのがある学校があるというふうに伺ったんですね。

そこには、その教科の授業のない先生がたまに来てくださったり、学校によって

は、ボランティアの方に見守りをさせていただいている学校があるって聞いたん

ですが、そういう学校が全部の学校にあるわけではないと思うんですよね。その

あたりのその格差というのは、どういうふうにお考えなのかというのを少しこの

機会に聞きたいんですが、学校によってやはり課題が違うので、そういうクラス、

そういう部屋を持てる学校もあれば、そういうのが必要ないという学校もあると

は思うんですが、やはり不登校の子はどこの学校にもいるので、そういう対策は、

今後どのようにお考えなのかなと思うんですけれども。 

  

学校教育部長 今からのお話は学校現場寄りのお話になってしまうかもわかりません。ご容赦い

ただきたいんですが、それぞれやはり不登校の子供たちっていうのは、一くくり

にできなくて、個別に先ほどの話もそうですけれども、状態も違えば、原因も違

えば、その今示している態様も違うっていうようなところがあると思います。 

必ずしも別室に登校させて、指導することがふさわしい子ばかりでないというこ



                                    平成 31 年 1 月 9 日 
                                    第１０回定例会 

 28

ともあります。ですので、私がこれまで経験した例で申し上げますと、学校には

もうやはり足が向かない。別室を設けてもその子にとっては意味がないというこ

とになってしまうわけですね。そうなってくると、教師はどうするかというと、

放課後に家に訪問をして、会える子供たちについては、あるいは、学習意欲を示

す子供たちについては、その場で教科の指導をしたり、生活の話をきいたりなど

というような対応はいたします。ただ、子供の状況によっては、会いに行っても

会えない。インターフォン越しには話ができるという子もいれば、もう声も聞き

たくない、人とかかわりたくないというような子もいますので、それぞれの子供

たちによってやはり対応はさまざまかなと思っています。 

ですので、また学校の中の事情を申し上げますと、教科的に少し空いている時間、

教科指導のない時間がある教科と、もうぱんぱんに時間割りが詰まってしまって

いる教科等がありまして、そのあたりで対応できる先生がいる学校もあれば、そ

うでない学校も残念ながら存在するというようなところで、少し別室登校につい

ては現在対応できない部分も出てくるかと思っています。そのあたりにつきまし

ては、教育支援課の方で居場所サポーターなどというような形で手当てをしても

らっている部分もありますので、そのあたりにつきましては、少しそちらの方か

らお話をしてもらったらいいかなというふうに思います。 

学校よりのお話をさせていただくと、今のように対応がさまざまなので、必ずし

も別室を設置している学校ばかりではないですということはご了解いただきたい

と思います。以上です。 

  

地域・学校支援課

長 

今、佐々木部長から話があった居場所サポーターというものを学校の依頼によっ

て派遣しています。それは子供の状況によって、別室があってそこにサポーター

を派遣してほしいという要請が学校から来ましたら、こども未来センターに「あ

すなろ学級」のサポーターとして登録している者がいますので、そこから派遣し

て、週１回３時間程度が原則なんですけれども、各学校に行っていただいており

ます。以上です。 

  

重松教育長 中学校で平成３０年に今４６２人になっていますけれど、全然来てないという子

は４６２人もいるわけではないです。例えば４月は来ているけれど、５月の連休

を越えたら少し来にくくなって、また７月の夏休みの前ぐらいになったら一生懸

命来て、夏休みに入ったらまた明けて来なくなって、トータルすると３０日を超

えているという。ただ、それがさっき言ったように、例えば１年生のときにそう
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であって、中学２年になったらもう全く来られなくなったと。その子の場合には、

今度はさっき言った「あすなろ学級」で行くようになるのかなと思っています。 

そういう意味で言うと、４０人の定員では足りないことは事実ですけれども、４

６０人が全部というわけではないです。子供達の状況があって、流れがあるので、

なかなか難しいなと思います。 

  

学校教育部長 少し補足させてください。実は学校現場の方は、「あすなろ学級」という名前を示

すことにも非常に慎重になっています。だから、まず保護者と子供は少し学校に

行きしぶりになってきたときに、今この子が不登校の状態にありますねというよ

うな話を親御さんに出す時点でも、少しためらいがございます。 

そこで、話し合いがどんどん進んでいく中で、ようやく今、このタイミングかな

というタイミングで「あすなろ学級」というような話を出していきますので、必

ずしもその４６２人が今、教育長が申し上げましたように、すぐに「あすなろ学

級」という状態であるわけではないということもご理解いただけたらいいかなと

思います。よろしくお願いいたします。以上です。 

  

側垣委員 今、お話を伺って、最初私は、前川委員が質問されたところが気になっていたの

で、そこは理解できるんですが、やはり連携というか、こども未来センターがで

きたときのその意図というか、そういうものがやはりありますので、そのあたり

が場が分かれると、連携と言いながらもやはり、選択肢がふえるなど、環境が広

がるということは、とてもいいことだと私も賛成なんですが、やはり場が離れる

と、なかなか連絡、意思疎通がうまくいかないとかっていうことも、生じてくる

可能性はあると思います。そのあたりやはり意識して、今後進めて行っていただ

きたいと、お願いをしたいと思います。 

取り組みとしては、いい方向だなというふうには考えております。 

もう一つ少し別の質問なのですが、具体的なことはまだできていないと思うんで

すが、併設する事業としての地域交流拠点ですが、これの運営主体は、社協に委

託されることになるんですか。 

  

地域・学校支援課

長 

地域の運営委員会というか、その地域が主体的にやっているという形になります。 

  

側垣委員 地域ですか。 
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地域・学校支援課

長 

地域が主体的に運営をするということです。 

  

側垣委員 その地域というのは、どういう単位、地区社協ですか。 

  

こども未来部長 今この事業を進めているのは健康福祉局ではありますけれども、ここで想定され

ているのは、地域に社会福祉法人、自治会などといったような地域の団体がござ

いまして、そこの地域団体が集まって、運営委員会のようなものをつくって、そ

こが運営するというふうに聞いています。 

基盤づくりは社協がしていくということを聞いています。 

  

側垣委員 「あすなろ学級」が２階にあって、下に地域の方々が集まる場があるということ

は、私はいいことだと思っています。その環境が、人が集まるところで、その子

供たちも生活するということは、いいことだと思うんですが、運営の内容につい

て、もう少し検討を今後されるんだと思うんで、デイサービスなど、そういうこ

とではなしに、たまり場というか、気軽に地域の方々が集まれる場ができれば、

やはり子供たちの視野というか、そういうかかわりの幅も広がる機会にもなるの

かなと思います。そのあたりでも十分な連携をとりながら、別々な事業として進

めないようにしていただけたらなというふうに思います。お願いしときます。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

よろしいですか。なければ、これで一般報告の③を終了します。 

次に、一般報告の④「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。 

  

 （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。 

よろしいですか。なければ、一般報告④を終了します。 

次に、一般報告の⑤「生瀬小学校区の教育・保育環境の整備について」を議題と

します。子供支援総括室参事、お願いします。 
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子供支援総括室

参事 

私どもの部署は、保育所の待機児童対策を所管している部署なりますけれども、

現在、生瀬小学校区の保育事業をどう受け入れるかについて、教育委員会のご協

力をいただきながら検討を行っているところです。 

本日はその検討状況について、プロセスも含めご報告させていただきたいと考え

ております。資料をお開きいただきまして、１ページをご覧ください。 

生瀬小学校区の教育・保育環境についての現状です。 

現在、生瀬小学校区には、就学前の子供を対象とした施設といたしまして、０歳

児から２歳児を保育する小規模保育事業ほか２カ所と４、５歳児を保育する公立

幼稚園が１カ所ございます。３歳から５歳児を受け入れる保育施設がない状況に

あるという状況です。 

下の図表１をご覧ください。表１の上から３番は生瀬小学校区内にある施設に通

う子供の数をあらわしております。ＡＬＯＨＡ保育園、ひまわり家庭保育所は０

歳から２歳を受け入れる保育所になります。生瀬幼稚園が１カ所ございまして、

そのほか北部、生瀬小学校区外の施設に通ってらっしゃる方が一番右側の合計欄

をご覧いただきまして７２名。また南部には１１名。市外の施設にも６２名とい

うことで、校区内の施設に通園している方が４９人、これは２５％に当たります。

また校区外の施設に通園している方が１４５人と大半を占める結果となっており

ます。地域からもこの地域における保育施設の新設についてご要望いただいてお

りまして、その検討を進めました。 

次のページをご覧ください。一方で昨年３０年４月の保育所に、入所を希望した

けれども入れなかった入所保留児童は生瀬小学校区内で８人でございました。で

すので、地域の方がおっしゃるように、どの程度の保育需要があるのかというこ

とについて、アンケートを実施いたしました。 

生瀬小学校区内に住む就学前０歳から５歳の子供を持つ全ての保護者を対象にア

ンケートを実施いたしまして、６７％のご家庭から回答をいただきました。 

保育所につきましては、週３日、週１６時間以上の就労が保護者の条件として、

要件に挙がっておりまして、その条件に合う方がどの程度いらっしゃるのか。ま

た、小学校区内に保育所または認定こども園などが必要だとお考えになる家庭が

どの程度いらっしゃるのかについて、調査を行いました。 

その下にパターン１、２、３と書いてございますけれども、保育需要を最大と見

たものが（高位）、また潜在的な需要も含んだものが（中位）、最低限今現在お勤

めの方で保育所または認定こども園を希望してらっしゃる方の数をあらわしたも

のが（低位）になります。 
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図表２をご覧いただきますと、このアンケートから算出した保育需要率をお示し

しております。一番下の行に、全市の保育需要と書いてある数字がございますけ

れども、アンケート結果とこの全市の保育需要の傾向を比べますと、アンケート

からは０歳の数字が過大に出ていることや４歳と５歳の数字が過少に出ているこ

とが読み取れましたので、それを修正いたしましたものが右側のページ図表３に

なります。 

こちらの表をもとに、では実際の保育需要が何人いらっしゃるのかを計算したも

のが図表の４と５になるんですけれども、今、生瀬小学校区内に一学年大体５０

人ぐらいの子供たちがいらっしゃいます。 

また一方で、昨年政策局の方で人口推計を作成いたしました結果、１０年後の子

供の数は一学年４０人まで減少するという見込みになっております。それぞれの

見込みごとに、保育需要を計算いたしました結果、②番今後必要な保育の受け入

れ枠についてをご覧いただきまして、まず０歳から２歳については、アンケート

結果の中位をとることといたしまして、現状で図表の４の０、１、２歳の中位の

欄の合計が５９人でした。また１０年後は４７人となっておりまして、４７人か

ら５９人程度の受け入れ枠が必要という計算にはなりますけれども、今現在ここ

には０歳から２歳の保育所が２カ所ございまして、その定員が２３人分ございま

すので、それを差し引くと現状で３６人、１０年後は２４人の受け入れ枠が追加

的に必要となるという見込みとなりました。 

また同様に３歳から５歳の受け入れ枠につきましては、この中位推計の３から５

歳を合計いたしますと、現状も６５人、１０年後は５１人分の受け入れ枠が必要

という結果が出ております。これが保育需要の見込みとなります。一方で幼稚園

の需要については、次のページをご覧ください。 

幼稚園の需要につきましては、この近隣には生瀬幼稚園と名塩幼稚園があり、そ

の２７年から３１年の見込みまでの、それぞれの人数をここに表にしています。 

２７年ではこの二つの幼稚園で合計５８人の在籍者がいました。また３０年では

４３人。３１年の見込みでは３５人となっております。今後も恐らく２０人から

３０人程度の幼稚園の需要の受け皿は必要であると見込んでおります。 

また公立幼稚園の役割につきましては、昨年７月に「西宮市立幼稚園のあり方Ⅱ」

を策定した中で、論述しておりますとおり、幼小の連携であったり、特別な支援

が必要な幼児等の受け入れが、今度増加することが増加することが予測される中

で、セーフティーネット機能としての役割を果たしていくことが期待されており

ます。 
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そのことから、生瀬幼稚園がこれらの役割を今後も担っていくことが引き続き求

められると考えております。 

次のページ、５ページをご覧ください。では、この状況の中でどのように対策を

進めて行くかということを述べております。まず保育所が必要であるという見込

みが今までのアンケートからわかってきたわけなんですけれども、まずどういう

ふうにそれを整備するかということを、今までいろいろと検討いたしました。 

①番、生瀬幼稚園での３年保育及び長時間保育を実施できないのか。このことに

つきましては、生瀬小学校区にある小規模保育事業２カ所の０歳から２歳の総定

員が２３人であることから、保育需要がこれだけでは賄えていない状況にありま

す。ですので、生瀬幼稚園で３年保育ですとかを実施するだけでは、この０歳か

ら２歳の保育需要に対応できないことから、これは困難だと判断いたしました。 

また②番、生瀬幼稚園の園舎での受け入れでございますが、これは幼稚園の児童

と保育所の児童を生瀬幼稚園の園舎で一緒に受け入れできないかという案ですけ

れども、これも検討いたしましたが、既存の保育室の面積では基準を満たせない

ため、園舎の建てかえが必要であり、改修と比べより多くの時間と財政負担を要

するため、困難であると判断いたしました。 

③番、では、新しく保育施設をほかの土地で建設できないのかということも、Ｊ

Ｒの土地なども調べまして、いろいろと検討いたしましたが、土地の形状や面積

などの観点から、保育施設の整備に適した土地がないことがわかりました。 

次のページをご覧ください。これまでの検討の内容から、活用可能な土地が限ら

れている中、必要な保育需要及び幼稚園需要にこたえるため、生瀬小学校の敷地

内に、生瀬幼稚園の園舎をリースで整備し、移転します。その跡地の園舎を改修

して、保育所または認定こども園を整備することができないかということを今、

検討しております。 

今後もしこの考え方で、スケジュールを組むといたしますと（３）今後のスケジ

ュールについてをご覧いただきまして、まず生瀬幼稚園については、平成３２年

の４月から８月にかけて、園舎を新しく小学校区内に整備いたしまして、２学期

９月から新園舎での保育を開始することになります。 

保育施設につきましては、３２年９月から生瀬幼稚園の引っ越しが終わってから

改修工事を行いまして、３３年の４月に開園するというスケジュールになります。 

右側７ページをご覧ください。生瀬小学校区での幼稚園の移転予定場所をお示し

しております。校門を入ってすぐ左手の場所を予定場所として、ここに挙げてお

りまして、ここは以前、この生瀬幼稚園が昔あった場所というふうにお聞きして
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おります。今後、地域や関係団体、また議会等にもご説明を行いまして、いただ

いたご意見から必要な修正を加えながら計画を固めてまいりたいと考えておりま

す。 

まず、こちらでご報告させていただきました。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 今の生瀬幼稚園が校内に移転をして、その後の建物は現存の建物を改修して保育

施設用に改修するということですね。 

その場合、民設民営ということになると、その改修費用等とかそういうのを含め

て、民間が担当するということになるわけですね。 

  

子供支援総括室

参事 

はい、改修に当たりましては、民間の事業者様の方で負担をいただくことになり

ますけれども、その一部は国庫補助などで負担があることになります。以上です。 

  

側垣委員 これ、定員規模どれくらいになりますか。試算というか。今の建物から言うと。 

  

子供支援総括室

参事 

５ページをお開きいただきまして、この②番、生瀬幼稚園の園舎での受け入れの

ところ、認定こども園の場合という試算をしております。ここで、一教室５６平

米ございますので、この広さから考えますと、一クラス２０人から２５人が最大

であるということになりました。ですので、ここで見込んでおります９０人程度

の受け入れというのが、恐らく最大であろうというふうに考えております。 

  

側垣委員 一クラス、２０から２５ということですね。最大９０。 

  

岩本委員 このもし民間の保育施設ができたときに、今まであった小規模保育園には影響は

ないんですか。 

  

子供支援総括室

参事 

保育需要の見込みにつきましては、現在の小規模保育事業の受け入れ枠を除いた

残りの分をこの計画で整備したいと考えております。ですので、大きな影響はな

いかとは思います。以上です。 

  

岩本委員 ３歳から保育園が変わったりするのが、すごく保護者の方は負担が多い、入りづ
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らい。兄弟が二人とも保育園へ入れる場合に小規模へ行って、料金も新しいとか

もあると思うんですけれども、そういうことも検討された上での試算、施策なん

ですかね。 

  

子供支援総括室

参事 

はい、おっしゃるとおり兄弟で別々の施設に通うことですとかも大きな負担があ

る、現在そういう状況にありますので、お一人だけのお子さんが小規模保育施設

に入られて、そのまま行き先がきちんと決まっていれば多分安心をしてそこに通

えると思うんですけれども、現在、そういう状況にないことから、まず３歳から

５歳だけの施設を整備するということは、当初検討いたしました。その上で、０

歳から２歳の受け入れ枠がその施設になかった場合、やはり別々の保育所に通う

ことになり、負担が大きくなることから、最低限０歳から２歳の需要もその施設

でカバーできるようなものを今検討しております。以上です。 

  

岩本委員 あと１点いいですか。現在、生瀬幼稚園と名塩幼稚園という二つの公立幼稚園に

行かれている方以外に、その地域で、ほかの幼稚園に行かれている方というのは、

どれぐらいいらっしゃるんですか。 

  

学校改革部長 おおむね６０人はいらっしゃいます。具体的には西宮市内の園に行かれている方

もいらっしゃいますけども、多くは宝塚市の私立幼稚園に行かれている方が多い

という現状でございます。以上です。 

  

重松教育長 ほかにはよろしいですか。 

  

側垣委員 いよいよ保育料の無償化がこの１０月から始まるという、そのあたりの開始で変

化も多分あると思うんですよね。だから、民間保育園あるいは認定こども園にし

ても影響はあるかなというふうに思うので、そのあたりも含めながら検討してい

ただきたいなというふうに思います。必要な施設ですので、整備されることにつ

いては、必要かなというふうに思います。 

  

重松教育長 よろしいですか。ほかにはございませんか。 

なければ、一般報告の⑤を終了します。ありがとうございました。 

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１０回教育委員会定例会を閉会します。 
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 （終了） 

 


