
                                    平成 31 年 1 月 16 日 
                                    第４回臨時会 

 1 

 

教 育 委 員 会 議 事 録 
 

（平成３０年度 教育委員会 第４回臨時会） 
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午前９時００分                 午前９時２５分 

  場所 西宮市役所東館 801・802 会議室 

出席委員 教育長    重松 司郎 
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付 議 案 件 

 

＜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」の実施結果について   〔青少年育成課〕 

一般報告② 西宮市立中学校部活動の方針について              〔学校教育課〕 

 

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４回教育委員会臨時会を開催します。 

本日は、前川委員より欠席という連絡を受けております。 

本日の議事録署名委員には、側垣委員を指名します。 

初めに、各委員に確認をします。一般報告②は、意思形成過程のため、現時点で

は、公表されておりませんので、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。 

一般報告①平成 31 年成人式「二十歳を祝うつどい」の実施結果についてを議題と

します。青少年育成課長、お願いします。 

  

青少年育成課長 本日、事件表の方、報告のタイトルが「実施について」から「実施結果について」

に変更をしております。差しかえさせていただいて、資料の方は、本日お手元に

お配りしたものでございます。 

１月１４日に開催した成人式の実施結果について、報告をさせていただきます。

当日、ご出席をいただきました教育委員の皆様、お忙しい中ありがとうございま

した。本日、お配りした資料に沿って、報告をさせていただきます。 

まず、開催日程、式典等の進行についてですが、予定どおり１２時に開場して、

式典をこれも予定どおり１２時３０分より開始しました。 

式典は、まず、みやたんによる開会宣言を行い、オープニングとして、地域団体

に和太鼓演奏、バトンの演技を行っていただき、その後、黙想から、最後の三本

締めまでで、予定より５分押しの１２時３５分に式典は終了しました。その後、

１４時３０分までの約１時間、会場開放を行っております。 

新成人の様子ですが、式典中は、進行を妨害するような行為はありませんでした

が、途中で退席する新成人がいたことなどで、例年と比べるとややざわついてい

たという印象でございます。 

また、式典以外の部分では、当日は好天に恵まれたこともあり、屋外に多くの人

が滞留し、身動きが取りにくい状況がありました。そんな状況でしたが、幸い、

屋外でも大きなトラブルは発生しておりません。 

次に、今回の成人式の参加人数・参加率でございますが、参加人数は３，３００

人、参加率は、６２.５％でした。昨年は参加人数が、３，１０５人で、参加率が
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６２．７％でしたので、参加率はほぼ前年同様ですが、対象者数が多い分、参加

者数が約２００人増という状況でございます。 

それから次に、今回の成人式では、２階催し物、茶席コーナーでの売り上げを昨

年の北海道胆振東部地震災害義援金とすることになっておりました。１万２，６

００円の売り上げがありましたので、これを義援金として送る手はずとなってお

ります。 

次の参加者アンケートですが、今回は１８０件の回答を得ることができました。

アンケート結果につきましては、別紙をご覧ください。 

設問の二つ目、成人式全体の感想を尋ねたものですが、１の「大変満足」と２の

「やや満足」を合わせて、６９．４％でした。昨年の４７．５％と比べると満足

度は高くなっておりますが、４の「やや不満」、５の「大変不満」も合わせて８．

９％あり、これは、昨年より悪い数字となっております。「やや不満」「大変不満」

と回答された方のアンケートの自由記載の欄には、オープニングが長過ぎるとい

う意見や人が多くて入れなかったというような記載があり、こういったところが

不満に感じられた要因の一つになっているものと考えられます。 

設問の三つ目で尋ねている、式典時間の長さでの質問のところでも、「長い」とい

う回答が、昨年よりは減ったものの２６．８％ということで、今後、時間短縮と

いうことも検討していきたいと考えております。 

５番目の設問として、自由記載で感想など記入いただいております。記載内容に

よって分類ごとに分けて、裏のページまで掲載しておりますが、オープニングの

演奏演技について、長過ぎるという意見もありますし、よかったという肯定的な

意見も複数ございました。 

その他、運営全般、交通についてのところでも幾つか意見をいただきましたので、

次回以降の検討に生かしていきたいと考えております。 

アンケート結果の報告につきましては、以上とさせていただきます。 

資料の１枚目に戻りまして、その他の報告事項でございますが、まず、ご来賓に

つきましては、２４名の方にお越しいただきました。衆議院議員秘書１名、県議

会議員３名、市議会議員が登壇者を含めて１８名、そのほか西宮市スポーツ推進

審議会会長様、選挙管理委員会委員長様の２名様にご出席をいただいております。 

そのほか、会場内、場外を含めまして、けんかなどの暴力行為や大きなトラブル

は発生しておりません。そのほか、苦情等の連絡も、今のところございません。 

それと、資料に記載はございませんが、昨年からの課題として、自家用車で来場

する方の誘導ということがあり、今回は迂回ルートの設定、送迎スペースの設置
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ということを初めて行いました。迂回ルートでは、案内どおりに皆様、通行して

いただきました。また、送迎スペースも有効にご利用いただいたということで、 

送迎スペース・駐車場内の運用は今回、順調に問題なく対応できたものと考えて

おります。 

ただし、送迎スペースとしてお借りした場所が、来年は建物が建設されて、お借

りできないこととなっておりますので、この車の誘導ということに関しては引き

続きの課題ということで今回の運用をもとに新たに検討してまいりたいと考えて

おります。 

もう一つの昨年の課題としまして、会場建物内の混雑への対応ということがござ

いました。２階ロビー部分の通路を確保するということで、今回、実施をしてお

ります。これにつきましては、雨が降っていた昨年とは、条件が大きく異なり、 

建物内へ入場する新成人が減りましたので、有効性を確認することはできません

でしたが、天候等によって、昨年のような状況になることも考えられますので、 

今後も同様の対応をとってまいりたいと考えております。 

以上で担当課からの報告とさせていただきます。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。本件にご意見・ご質問はありませんか。 

アンケート調査の結果ですけれども、３，３００人参加していて、アンケートが

１８０人しか採れてないので、パーセントからいったら、データとして使えるの

かというのが、非常に気になるところです。今、厚生労働省の統計の件も、デー

タの採り方がおかしいのではないかと言われているでしょう。だから、これもデ

ータをもとにして、変えるか、変えないか、それとは別に聞くとかいうことをし

ないと、このアンケート調査をもとにして、このように変えましたと言っても、

では、アンケート調査に本当に意味があるのかということになる。ほとんどの人

がサイレントマジョリティーになって、意見を言っていない人の意向が、ある意

味、それはそのまま認めているのではないかとなった場合もあるのでわからない。 

この中で、例えば、タレントを呼んできたらいいだとか、誰々を呼んできたらい

いと具体的に書いたのもありますけれど、果たしてそれは、成人式にいいのかと

いうことがある。あくまで、成人式は、実行委員会方式で、実行委員が計画して

やったことなので。それについてどうなのかということでないと、何かこれは、

市がやってしまっているような感じになっている。市がやっているけれど、実行

委員会に参加しているという形になっているはずだから、もう少しアンケートの

採り方を、少し考えないといけないと思っています。どうでしょうか。青少年育
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成課で何かありますかね。 

  

青少年育成課長 

 

 

 

数字１８０では少なくて、それの有効性ということでございますけれども、統計

学上では、１００ぐらいあれば、その傾向は見られるのかと思っておりますが、

自由記載については、それぞれのご意見ということで、参考程度ということでさ

せていただきたいと思っております。 

  

重松教育長 統計的な有効からいくと、本当に３，０００のうちの１８０でいけるのかなとい

うのは、あると思うのですけれども。今、データの数がどれだけ取れるか、何％

採っているかというのは、かなりうるさく言われるので、コンピュータがビック

データをどの程度採るかというのと同じです。 

ブラックスワンという本の中にも書いてありますけれども、今までやっている統

計の採り方がおかしいのではないかと。例えば、不登校だとかだったら、どうい

うふうになるのかアンケートを採っているのは、みんな大学の学生、しかも心理

学の学生ばっかりとっている。それが７０％近く採っているので、あとの３０％

は、実際の不登校になった子供がデータを採ったりしていますけれども、そうい

う意味で、データの採り方がおかしいということも言われています。 

ですから、データ数はどれくらいあるかという部分が、非常に大事になると思い

ます。３，３００ですから、あと３，１２０人は取ってないわけだから、３，１

２０で、１８０人で取って、１８０の方の意見が、大勢だと言えないのですよ。

だから、アンケートを採るのは、大切だと思うのですけれども、どう取るかとい

うのが、今後大事になるのかなと思って、ここで採る方がいいのか、採り方の問

題もあると思います。また検討ができたらお願いしたいです。 

ほかには、ございませんか。 

  

岩本委員 私も少し気になったのは、オープニングが少し長かったので、その次の市長さん

であったりとか教育長のスピーチのときに、席を外される方がいると、傍で見て

いる私たちにしてみれば、少しどきどきするというか、それが少し気になったの

でそのあたりを改善していただけたらなと思います。オープニングをなくすのも

どうかと思いますし、また、いろいろと検討していただきたいです。 

さっき、重松教育長もおっしゃっていた、この実行委員は、どのように選ばれて

いるというか、選出されているんですか。 
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青少年育成課長 

 

夏ごろにボーイスカウト、ガールスカウトと青少年育成課が育成している「カブ

トムシ」という大学生グループから推薦をもらって、メンバーを構成していると

ころでございます。 

  

岩本委員 

 

ボーイスカウト、ガールスカウトとか活動されている方は、多分、主体的な活動

をいつもされていると思う割には、主体性が余り感じられないのは、教育長もお

っしゃっていたように、私も感じるので。 

メンバーの選出を、もう少し掘り下げて、例えば、市立高校の生徒会の役員だっ

た人に声をかけてみるとか、何かそういう、少し変わった空気も入れてみて、ま

た実行委員のメンバーを変えてみるのも一つなのかなと思います。また、毎年こ

んな感じじゃなく、何か少し変わっていてもいいのかなと思いますので、またい

ろいろ検討をしていただけたらなと思います。 

  

長岡委員 このオープニングの後の１分間が静かに目を閉じるというプログラムは、とても

いいなと感じました。その前の司会者の説明、なぜこのプログラムが入っている

のかという説明もとてもよかったので、これは続けていくといいと感じました。 

それから、教育長がおっしゃったデータ数のことですけれども、やっぱりこの１

８０というのは、少ないと私も感じます。せめて、３割から４割、最低でもそれ

ぞれぐらいのデータ数がないと、この全体の傾向というのは示せないのではない

かと感じます。このあたり、次年度に向けて検討をしてください。 

よろしくお願いします。 

  

重松教育長 

 

ほかに、ございませんか。 

なければ、一般報告①を終了します。 

次は、一般報告②「西宮市立中学校部活動の方針について」を議題とします。 

学校教育課長お願いします。 

  

学校教育課長 今件につきましては、１０月の懇談会でいただきましたご意見等を反映させまし

て、その後、この方針を各中学校に周知をし、３１年４月の全面実施に向け、現

在試行期間に入っております。 

また、関係団体として西宮市ＰＴＡ協議会、西宮市体育協会や青少年愛護協議会

等へも役員会、理事会、総会などで時間をいただいて、周知、協力依頼をしてい

るところです。 
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特に１１月・１２月の中学校長会及び１２月に開催しました部活動推進委員会で

は、各校での試行の様子について、報告いただきました。方針の大項目２番に「ゆ

とりある生活の確保」と題しまして、適切な休養日の設定というところを書いて

おりますが、このあたりにつきましては、教職員間で共通理解しまして、設定・

確保の方向で実施されているとの報告をいただいています。 

しかし、校務改善課と中学校長会を中心に昨年度より先行して進めておりました、

１１月より実施されました第２・第４日曜日の市内統一ノー・部活・デーにつき

ましては、曜日等が固定されてしまうと、例えば、これまで土曜日を利用して顧

問が通院をするということもありましたので、ノー・部活・デーとしていたこと

が、例えば、できなくなったり。あるいは、大規模な学校では、活動場所の有効

利用ができなくなったりしているとの意見を多数いただきました。 

そこで、校務改善課とも協議しまして、計画的に適切な休養日の確保に向けて教

職員が取り組んでいることを尊重しまして、統一・ノー・部活デーは４月以降は

継続しないということで、この方針のところを一部改めるというところで、今回、

報告をさせていただいております。 

資料１につきましては、修正し、改めました部活動の方針となっておりますので

資料の２番をご覧ください。見え消しで示しておりますように、２の④を削除、

それから、４の③につきましても、次の④と内容が類似しているというところも

ございますので削除、その他、「週休日」という表現を一般的に理解されやすくす

るために、「土日等」という表現に変えております。 

また、資料３につきましては、現在、事務局で作成中の家庭版のリーフレットで

す。２月下旬に、現在の中学１年２年の生徒・保護者に配付、３１年度の新１年

生については、入学式後配付を予定しております。 

報告は以上です。 

  

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。 

  

長岡委員 この方針は、これでいいと思うのですけれども、この部活動のあり方が、練習時

間の短縮だけに議論が集中しているような気がしていて、もちろんそれは重要な

内容だと思うのですが、ここの方針の４番目のところについて、もっと時間をか

けて、先生方を含めて、対策を考えることが必要ではないかと思います。 

練習の内容を見直すという課題を避けているような気がします。練習時間が短く
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なって中身が変わらなければ、当然、成績が落ちたり、今までできていたことが

できない、記録が伸びない、例えば、試合に負ける、いい結果が残せないという

ことにもなりかねません。効率性をどう上げるのか、練習の質をどう高めるのか

ということを、もっと先生方も、それから私たちも議論しないといけないのでは

ないかと思います。 

それをしないと結局、適正な練習時間、それから休みが確保されたことを、とて

もよかったと思う子供たちも、それから指導されている先生方も、たくさんいら

っしゃる一方で、不満を持つ子供たちや、一生懸命に指導されている先生方は、

そういうことに不満をもたれる先生方もいらっしゃると思います。なので、その

あたりのところを、もう少し練習時間を短くすることが、逆に効果が上がる、き

っちりと休ませることで、むしろ成績が上がったというような、そこぐらいまで

理論を詰めていくことが、必要ではないかなと感じます。 

  

学校教育課長 

 

ご意見ありがとうございます。今、委員がおっしゃられましたように、方針その

ものが、この４月から実施されていくのですけれども、今、おっしゃられた部分

につきましては、学校単独でやっていくというのも、なかなか難しい部分もある

と思いますので、市全体として研修の機会であるとか、適切にもうける方法で、

考えてまいりたいと考えております。以上です。 

  

長岡委員 

 

もう一点いいですか。この家庭保存版の最後のところに、熱中症予防運動推進と

いうのが出ていますけれども、このＷＢＧＴを測定するような、ＷＢＧＴ計なん

かは、きっちりと置いてあるんですか。 

  

学校教育課長 各学校の方に、この計る用具につきましては、もう配布済みということになって

おります。 

  

長岡委員 ありがとうございます。 

  

側垣委員 私も、今、長岡委員が発言されたことと、全く同感です。 

日数とかということよりも、一番重要なのは、学校教育の一環で行われる部活動

ということの意味合いですね。だから、ここの４の、例えば、各地でいろんな学

校で問題になっている課題として挙げる５番の、人に体罰、暴言、ハラスメント

等の行動、行為、これは、よく言われるのは、指導熱心さの余りとかいうような
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形で表現されて、報告されることがあるんですが、それは間違いだと思います。 

ですから、指導教育という立場で、そのあたりを中心に、部活動のあり方という

のを考えていくという、そういう基盤をつくるいいチャンスだと思うので、そこ

は徹底して、現場の先生方と議論し、そして研修も重ねて実施していただきたい

と思います。 

これだけ、いろんな各地で事件、事故が起こっているのに、まだ引き続きあると

いうことは、非常に大きな課題だと思いますので、西宮では、そういうことが絶

対に起こり得ない環境をつくっていただきたいと思います。 

  

重松教育長 ほかに、ございませんか。 

さっき、言われた、５番のことは、多分、下の６番との兼ね合いになると思いま

すけれど、多様な特性を取り入れた練習などそれぞれの部活動の特性を踏まえ、

合理的・科学的な練習を取り入れ、限られた時間の中で効率化の練習を行うとい

う、こういう工夫が最善かと思いますので。６の部分もかなり強調をして、やっ

てもらわないといけないと思います。よろしくお願いします。 

他になければ、一般報告②を終了します。 

以上で予定されていた議題は全て終わりました。 

では、これをもちまして、 第４回教育委員会臨時会を閉会します。 

  

 （終了） 

 

 


