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付 議 案 件 

＜教育長報告＞ 

 

＜審議案件＞  

議案第 33 号 西宮市教育委員会の所管に属する一般職員等の給与に関する規則の 

一部を改正する規則制定の件（教育職員課） 

議案第 34 号 教育財産用途廃止の件                     （教育研修課） 

議案第 35 号 香櫨園小学校校舎工事に係る工事請負変更契約締結に関する意見決定の件 

（学校施設計画課） 

議案第 36 号 西宮市学校条例の一部を改正する条例制定に関する意見決定の件 

（学校改革調整課・学校改革推進課） 

議案第 37 号 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 

一部を改正する条例制定に関する意見決定の件（学校改革調整課・学校改革推進課） 

議案第 38 号 平成 30 年度西宮市一般会計補正予算(第 10 号)(3 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） 

議案第 39 号 平成 31 年度西宮市一般会計予算(教育委員会所管分) 

に関する意見決定の件（教育総務課） 

議案第 40 号 平成 30 年度西宮市教育功労者決定の件              （教育総務課） 

議案第 41 号 平成 31 年度西宮教育推進方針決定の件              （教育企画課） 

報告第 26 号 西宮市いじめ防止等対策委員会委員委嘱の件          （学校保健安全課） 

 

＜一般報告＞  

一般報告① 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② 教育課程の確実な実施に向けての授業時数の確保について      〔学校教育課〕 

一般報告③ 今後の放課後施策について                   〔放課後事業課〕 

一般報告④ 「西宮市立図書館事業計画素案」に対する 

意見提出手続(パブリックコメント)の結果について〔中央図書館・北口図書館〕 

一般報告⑤ 「西宮市子供読書活動推進計画素案」に対する 

意見提出手続(パブリックコメント)の結果について〔中央図書館・北口図書館〕 

 

                                         以 上 

 

 

傍 聴 ２名 
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重松教育長 ただいまより、平成３０年度第１１回教育委員会定例会を開催いたします。 

本日は、前川委員より欠席との届け出を受けております。議事録署名委員には、

長岡委員を指名します。よろしくお願いします。 

初めに１２月１９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、確認をしていただきましたが、簡単な字句の訂正を除き、承

認を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。会議は公開が原則ですが、議案第３５号から第３９

号、一般報告②と③と④と⑤は市議会に上程・報告する案件で、議案第４０号と

第４１号は意思形成過程の案件であり、現時点では公表されておりません。 

また、一般報告①は個人情報を含む案件であり、公開することによって、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、非公開とします。 

初めに私の方から報告をさせていただきます。 

新しい学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善

となりますけれども、その中の「主体的」という部分で、子供たちのやる気を育

てるためには、どうすればよいかというのが、大きな課題だと思います。 

やはりやる気を起こすためには、子供たちに、モチベーションをいかに育てるか

ということが大切になります。それは、子供たちに目標や夢をもつことが大切で

あるということだと思いますけれども、そのモチベーションを育てるためには、

次の三つのことがきちんとできてないといけないと言われています。 

一つ目は、目標に向かって行動を立ち上げる。要するに自分で頑張ってやろうと

いうそういう気持ちをかき立てるものが必要である。そのためには、動因と誘因

とがあって、動因というのは、個人が自分でこういうことをやりたいという気持

ち、誘因は外側の欲求を満たすもの、やってみたいというものがなければならな
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いということが言われています。それが一つです。 

二つ目は、目標に向かって行動するためには、どのようにやっていかなければい

けないか、その方向性づけやビジョンというものをしっかりと持たなければいけ

ない。 

それから三つ目に、一生懸命にやっていくという支える力、定められた方向へ向

かって行動を維持する力というか、だから自分で頑張ってやるんだということを

しないと、モチベーションはなかなか維持できない。目標に向かって行動を立ち

上げる、それから方向づけと、支える力、この三つが大切であるというふうに言

われています。このモチベーションについて、今までは内発的動機づけとか、外

発的動機づけとかいろいろと言われていました。 

最近、ダニエル・ピンクという作家ですけれども、「モチベーション３．０」とい

う本を書いています。今までと大きく違うのは、モチベーションについて、３段

階あるのではないか。社会にも人を動かすための基本ソフトがあるという意味で、

そのモチベーションについて３段階あると言っています。この３段階について、

マズローの五つの欲求段階説、要するに一番下にある生理的欲求、その次に安全

の欲求、それから社会的欲求、承認の欲求、自己実現の欲求と５段階があります。

それについて、この５段階に合わせて、それぞれのモチベーションがあるのでは

ないかということをこの作家は言っています。それは、安全の欲求、それから生

理的欲求は、モチベーション１．０にあたる。これは人間が生存することが目的

なので、これはやらなかったら、自分の生命が維持できなくなってしまう。また

は生活ができなくなってしまうので、これは必然的にやらなければいけない。で

すから、内発とか外発とか関係なしにやっていかないといけないということにな

ります。それに対して、社会的な欲求については、やはり賞罰というか、外発的

なモチベーションが必要で、賞を与えるだとか、これができなかったら困るよと

いうことがもとになる。ところが自己実現の欲求については、モチベーション３．

０で、学びたい、創造したいなどという、内から来るものであって、これは放っ

ておいても、自分で自己実現のためにやっていくことになるというようなことを

言っています。 

欲求があって、それぞれに外発的モチベーション、内発的モチベーションがあり

ます。外発的モチベーションについては、よく言われる「あめとむち」という形

で、褒めたりそれから叱ったりだとかということが必要だと。内発的動機づけに

ついては、最初、内発動機づけがこういうものではないかと言われたのは、１９

５９年に行われたアカゲザルの実験です。アカゲザルは、あるパズルみたいなも
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のを動かすとエサが出てくるというようになっていたのですけれども。そのうち

にアカゲザルは、エサが出てこなくても、そのパズルみたいなものを自分でやる

ようになったそうです。なぜエサもないのにやるのかということで、魅力があっ

たら、自分でやるのではないかということで、内発的動機づけがというのが出て

きたみたいです。 

その後、エドワード・デシという人が、人間の場合にもそれがあるのではないか

という実証のために、大学生にパズル実験をやっています。ある一つのグループ

には、パズルを解けたら報酬を与えるというものと、もう一つのグループには、

全然報酬を与えず、ただ単にパズルだけをやってもらう。ただ、そのパズルは結

構おもしろいパズルだったようで、報酬を与えられたグループは、できれば報酬

がもらえるので、やるのは一生懸命やるけれども、ある程度になったらそれでや

らない。ところが、報酬も何もないグループは、やっぱりパズルがおもしろいの

で、やり始めたらどんどんとやっていくということで、そういうふうな内発的な

動機づけがあるのではないかというのが、その始まりみたいです。 

ただ、外発的動機づけにも内発的動機づけにも言われているのは、アンダーマイ

ニング効果とエンハンシング効果という二つの効果があって、アンダーマイニン

グ効果の方は、内発的動機づけをやっているときに、外から報酬を与えたりする

と、内発的動機づけが低下するのではないかということが言われています。 

エンハンシング効果は、そうではなく褒めることによって、余計に効果が上がる

というもので、これは二つの理論が対立した形になっていまして、今でもはっき

りと内発的動機づけと外発的動機づけの関係はわからないと言われています。た

だ、今はっきりとわかっていることは、内発的動機づけがしっかりとなっている

ときに、褒めてやることは、大事なことである。ただ褒め方が問題。「よくやった

よね」ではなくて、「こういうところ君はこんな工夫をしてよくやったよね」とか、

「本当に長いこと人が嫌がるのをこれだけ頑張ってやれるようになったよね」と

かが良い。体育などでよく言われる、「よく頑張って走ったよね」ではなくて、「君

のこのフォームがすごいよ」とか、「走るときにこんな工夫をして走っているのが

すごい」とか、褒めどころをきっちりとしてやらないと、だめなのではないかと

いうことを言われています。ただ単に「よく頑張ったね」とかでは、だめだと思

います。外発的動機づけを増すためには、そういうことが必要ではないかと言わ

れています。 

今では、個人の問題ですけれども、組織の中に取り組まれるように発展していて、

マサチューセッツ工科大学でＸＹ理論をつくっています。Ｘの方は、安全欲求や
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生理的欲求などは、ここは外発的動機づけでやらないとだめなものですから、そ

の部分については、仕事を頑張ったらたくさん給料をあげる、頑張らなかったら

給料が減るとか、そういう形でやっていかないといけない。 

ただし、自己承認とか、社会的欲求とかになると、内発的動機づけが大事です。

それがＹ理論というものですけれども、ただそのときに言われているのは、結局、

人間はもともと仕事嫌いではないんだと、何かやらなければいけない部分につい

ては一生懸命にやるんだと。ただ、そのときに、どういうふうに仕事に取り組む

だとか、創意工夫を凝らして組織をどうするとかということについて、一番大事

なのは、管理職ですよというのがこの理論です。 

管理職が職場の雰囲気をどうつくるかによって、せっかくやる気になっていたも

のがへしゃげてしまったりとか、逆にやらないでいいということになってしまう。 

ハーバード大学では、リーダーシップとマネジメントの違いは何かというと、リ

ーダーシップは内発的動機づけで、マネジメントは外発的動機づけだというよう

なことが言われています。 

リーダーシップは、職人などがある方向を示して、人の心をきっちりと統合をし

て、動機づけをしてやる、これがリーダーの役割になる。マネジメントは、きち

んと計画を立てて、それができるような人的配置をして、いかにコントロールす

るかが大事だと言われています。 

ですから、リーダーは内発的動機づけをいかにするか。マネジメントの方は、い

かに環境を整えて、外発的動機づけをおこなってやるかということになります。

今回の主体的ということについても、学校の場面で、教師の役割と、子供たちが

やる気になる、両方の関係をいかに築いてやるかということが、なかなか大変だ

と思いますけれども、そのような対応をしていかないと、子供たちは伸びていか

ないということがありますので、本日報告を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、これで私からの報告は終わらせていただきます。 

これより議案の審査に入ります。議案第３３号「西宮市教育委員会の所管に属す

る一般職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則制定の件」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、議案第３３号「西宮市教育委員会の所管に属する一般職員等の給与に

関する規則の一部を改正する規則制定の件」につきまして、説明をさせていただ
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きます。 

本件は、本市特別支援学校の実習助手に対して、その職務の特殊性に基づき支給

する給料の特別支援教育調整額について、準拠している兵庫県教職員に係る給与

の調整額が改正されたことに伴い改正を行うものでございます。 

改正内容でございますが、お配りしております議案第３３号の資料３ページ、４

ページの新旧対照表をご覧ください。号給ごとの金額について、平成３０年度給

与改定に伴い若干の増額となっており、この額については、兵庫県教職員と同一

のものでございます。なお、お手元資料の最後に兵庫県公報を参考として付けさ

せていただいております。最後に、改正規則の施行期日でございますが、平成３

１年４月１日とするものでございます。以上でございます。 

  

 

 

 

 

説明は終わりました。これについて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３３号については、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３４号「教育財産用途廃止の件」を議題とします。 

教育研修課長、お願いします。 

  

教育研修課長 本日は、議案第３４号「教育財産用途廃止の件」を提案いたします。今回、教育

研修課の所管する津門呉羽町１７番の教育会館跡地を用途廃止にしたいと考えま

す。 

用途廃止の理由といたしましては、教育会館解体後の土地について、跡地活用を

進めるに当たり、こども支援局に所管替えを行うためでございます。用途廃止と

なる教育財産の詳細につきましては別紙のとおりです。 

跡地活用につきましては、保育関連施設用地として活用する予定と聞いておりま

す。用途廃止の時期については、平成３１年３月を予定しております。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 説明は終わりました。これより質疑討論に入ります。 
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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３４号については、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。 

議案第３５号「香櫨園小学校校舎工事に係る工事請負変更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、お願いします。 

  

学校施設計画課長 

 

議案第３５号につきまして、ご説明いたします。香櫨園小学校校舎改築工事につ

いて、既存校舎の解体・撤去を進めておりましたが、旧校舎の屋上アスファルト

防水層にアスベスト含有材が含まれていたことや、当初の契約時点では把握でき

ていなかった地中埋設物が中庭等にあったことなどに伴い、解体工事にかかる設

計を一部変更のうえ、費用を増額する必要が生じたため、変更契約を行うもので

ございます。 

今回の変更契約に当たりましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

２９条の規定に基づき提示すべき意見ついて、議案書を１枚めくっていただいた

別紙に記載しておりますとおり、専決処分について異議はありませんというもの

でございます。 

３枚目に３月議会への提案内容を記載しております。原契約の目的と契約の相手

方は記載のとおりです。変更の内容は、契約金額について 21 億 704 万 2,963 円を

21 億 6,086 万 7,975 円とするものです。これによりまして、5,382 万 5,012 円の

増額となります。変更契約の概要につきましては、旧校舎の屋上アスファルト防

水層にアスベスト含有材が含まれていたことや、把握できていなかった地中埋設

物が中庭等にあったことなどに伴い、解体工事にかかる設計を一部変更のうえ、

費用を増額する必要が生じたことにより、契約を変更するものです。 

続きまして、４枚目に香櫨園小学校の全体配置図と付近見取り図で工事場所を示

しております。 

次に、５枚目に工事概要説明図を添付しておりますのでご覧ください。校舎の名

称を記載しているのが既存棟で、太線枠で囲まれている部分が新設校舎となる増

築棟です。北校舎・中校舎・西校舎は、既に解体済みとなっております。校舎の

部分に斜線を示している校舎が、屋上のアスファルト防水層にアスベストが含ま
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れていることをあらわしており、北校舎・中校舎・西校舎においては、国土交通

省の指針等をもとに適切に処理を終えています。また、校舎の間にある楕円の箇

所に、当初想定していなかった地中障害物が解体工事の時点で出てきたなど、あ

わせて設計を変更し、費用を増額する必要が生じました。なお、このことによる

工期の延長はなく、当初の計画通り、新校舎は平成３１年７月末の竣工予定とな

っています。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。 

  

側垣委員 地中障害物というのは、何だったのですか。 

  

学校施設計画課長 コンクリートがらなど、雑多なものが含まれていたということです。 

  

側垣委員 当初の建築のときのものですか。 

  

学校施設計画課長 

 

当初ということも想定されますし、校舎も増築をしておりますので、その際のも

のが残っていたのではないかなという。あくまでも想像でしかありませんが。そ

ういったものではないかなと考えております。 

  

岩本委員 

 

アスベストに関しては、皆さんに害はなかったと思うのですけれども、保護者の

方などには、説明はされているんでしょうか。 

  

学校施設計画課長 

 

これにつきましては、当初からこういうアスベストがあるということで、工事概

要等でも説明させていただいておりまして、今回新たにわかったものについては、

改めての説明はしておりません。 

  

長岡委員 

 

今回の変更は、金額のみで工期については延長はなしということでいいんでしょ

うか。 

  

学校施設計画課長 工期等の変更はございません。 

  

重松教育長 よろしいですか。 
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 なければ、採決に入ります。 

議案第３５号については、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。 

議案第３６号「西宮市立学校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。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３６号「西宮市学校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、ご説明いたします。以降、条例名は「学校条例」と申し上げます。 

今回の条例改正は、西宮浜小学校及び西宮浜中学校を義務教育学校として開校す

るに当たり、必要な改正を行うものです。条例改正新旧対照表をご覧ください。 

西宮市公立学校の校種として義務教育学校を設置するため、学校条例第１条の文

言中に義務教育学校を加え、第２条の学校の名称及び位置を、新旧対照表を２枚

めくっていただいたところ、３枚目の表側にございます塩瀬中学校の後ろに、新

設の義務教育学校を追加するよう、３月市議会に提案して条例を改正いたします。

義務教育学校設置に当たり、西宮浜小学校及び西宮浜中学校を閉校するため、名

称及び位置を第２条から削除いたします。場所は、資料戻っていただいて、１枚

目の裏面に西宮浜小学校、２枚目の裏面に西宮浜中学校の記載がございます。 

学校の名称は、今後検討していくため「西宮市立第１義務教育学校」とし、学校

の位置は現在の西宮浜中学校の所在地である西宮市西宮浜４丁目２番３１号とし

ます。 

施行は、義務教育学校の開校に合わせ、平成３２年４月１日としております。 

「第１義務教育学校」の正式名称については、既に平成３０年６月１日に設置し

ております西宮浜小中一貫校設置準備委員会の下部組織として（仮称）新設校校

名検討委員会を設置し、今後協議していただく予定としており、そこで決定され

た校名案を教育委員会で正式な校名として決定した後に、改めて学校条例の改正

を行います。 

なお、３月議会での条例改正に先立ち、平成３１年１月２８日の教育こども常任

委員会にて西宮浜小中一貫校の方向性について所管事務報告を行っており、その

中で義務教育学校の設置について報告しております。説明は以上でございます。 
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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 

 

議会の方で、反対のようなものが出ていたと思うのですが、この条例を改正する

のに時期尚早じゃないかとか、そういう意見が出たりはしないのですか。 

  

学校改革部長 

 

議会で先日、所管事務報告をさせていただきましたが、報告をする中でも、やは

り、皆さんそれぞれ、いろいろとお考えがありますので、いろんな立場からのご

発言ということもありました。そうした中で、これは推測ですけれども、条例提

案という形になった中で、そういったことは、ある程度生じるのかなというふう

なことは思っておりました。ただ、私どもも、議会あるいは地域を含めまして、

丁寧に説明をしていくことを心がけてしていきたいと思っておりますので、そう

した中で、ご理解を求めていきたいと考えております。 

  

側垣委員 

 

この前、毎日新聞に突然出ましたのですけれども、あれから、また市民からも問

い合わせとかはありますか。 

  

学校改革推進課長 お問い合わせの方は、１件だけございました。阪神間の他市にお住まいの方で、

地域で小学校が今度統合があるということに関してのご質問でございました。 

  

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。 

議案第３６号については、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３７号「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。 

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３７号「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、ご説明いたします。 
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今回の条例改正は、平成３１年度からのおむすび広場事業の本格実施に向けて、

費用徴収する根拠となる条例改正を行うものです。条例改正新旧対照表をご覧く

ださい。 

おむすび広場事業を、教育課程にかかる教育時間の終了後等に行う教育活動を受

けたときと規定し、費用については１回当たりの金額は３００円を上限とする旨、

定めております。また、回数券の発行を可能としており、１回当たりの料金、回

数券の種類及び額面は規則で定めることとしております。 

規則については、３月議会において条例改正案が可決された後、施行日の関係で

教育長の臨時代理による決定を行い、平成３１年度の第１回定例会において報告

させていただく予定です。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。 

  

側垣委員 

 

この前、生瀬幼稚園のおむすび広場に行かせていただいて、子供たちの姿を見せ

ていただきました。園を利用している子供が対象ということで、それはいいんで

すが、この事業について、例えば、市内の民間の幼稚園とか保育園等、似たよう

な事業をされているところもあると思いますが、そのあたりの説明というのはさ

れているのでしょうか。 

  

重松教育長 それは、保護者に対してですか。 

  

側垣委員 いや、運営者。西宮市私立幼稚園連合会や西宮市私立保育協会とか。 

  

学校改革調整課長 市内の幼稚園さんに対しては、「あり方」等は、もちろんお渡しをしておりますし、

幼稚園懇話会等でも話題にはさせていただいてところでございます。 

  

学校改革部長 

 

補足になりますけれども、このおむすび広場の関係、特に、議会の休会中の報告

に当たりまして、幼稚園連合会の方と西宮市私立保育協会の方には説明をさせて

いただいて、声をかけているということでご報告はさせていただきました。 

  

岩本委員 

 

前の教育委員会会議でも、おむすび広場はこういうものですという例をつくった

方がいいですよねというような話はしたと思うのです。で、今年度からそのおむ
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すび広場が実施される。来年度、３１年度から実施されるに当たって、今回入園

を決めておられる方にとっては、こんなのがあるということでうれしいお知らせ

ではあるんですけれど、内容をちゃんと次の入園する方にもお伝えをしておく必

要があると思います。例えば、私立幼稚園だったら、どんなことがあっても毎日、

延長保育があるんですが、おむすび広場はそうではなかったりするのが理解を得

ていなかった場合に、来年度に入園される方が「こんなはずじゃなかったのに」

ということがないように、きっちりと、例えばおむすび広場が年間何日かとか、

こういうときは実施しないとか、そういうお知らせを、ちゃんと来年の入園希望

の方にはしていただくようにしていただけたらなと思います。内容の周知ですね。 

  

学校改革部長 

 

その辺りも含めまして、今、実は幼稚園の研究会の方々で協議をしておりまして、

何かそういうわかりやすいパンフレット的なものがいいんじゃないかと予定をし

ております。そのような対応をしていきたいと思っております。 

  

側垣委員 

 

その件ですが、西宮市全体の子育て支援事業の一環になると思うのです。冊子が

ありますよね、子育てとか載っている。そこの中にも、きっちりと明記されるよ

うな形で、今後お願いをしたいなと。それを見れば、幼稚園ではこんなこともや

っているということがわかると思うので。今、岩本委員がおっしゃったように、

全ての方に周知ができるような形でお願いをしたいなというふうに思います。 

  

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、採決に入ります。 

議案第３７号については、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。 

議案第３８号「平成３０年度西宮市一般会計補正予算（第１０号）（３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、お願いします。 

  

教育総務課長 議案第３８号、「平成３０年度西宮市一般会計補正予算の３月定例会教育委員会所

管分」について、ご説明いたします。 
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まず、議案書を１枚めくっていただきまして、参考資料の１ページ目をご覧くだ

さい。上の表は、歳入予算の補正でございます。全体で 2 億 1,170 万 5,000 円を

増額し、補正後を 29億 6,079 万 7,000 円とするものでございます。 

歳出予算の補正は下の表になります。9 億 5,483 万 7,000 円を増額し、補正後を

207 億 2,829 万 7,000 円とするものでございます。 

この補正内容につきましては、次のページ以降でご説明いたします。 

２ページをご覧ください。歳入補正予算の明細でございます。主なものは一番上

の国庫支出金で、2 億 488 万 2,000 円の増額でございます。内訳としましては、

小学校のサッシ改修、トイレ改修、小・中学校の外壁改修について、国の平成３

０年度の補助対象事業となったため、学校施設環境改善交付金を小学校で 1 億

5,436 万 4,000 円、中学校で 1,261 万円を増額し、また、小・中学校、幼稚園の

ブロック塀の緊急対応工事や幼稚園の空調設置に関し、国の平成３０年度の補助

対象事業となったため、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金を小学校で

1,879 万 7,000 円、中学校で 1,139 万円、幼稚園で 772 万 1,000 円を増額するも

のでございます。これは後ほど歳出のところでもご説明いたします。 

また、寄附金の補正が 682 万 3,000 円ございますが、基金に充当する３件につい

ては、寄附のほとんどがふるさと納税によるものとなっております。 

次の３ページから４ページにかけましては、歳出補正予算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り、入札等による執

行残や、節減等による不用額を減ずるものになっております。表の内容に沿って、

下線を引いております増額内容について、ご説明いたします。 

まず、上から一つ目の奨学事業経費につきましては、ふるさと納税などの寄附金、

これを奨学基金へ積み立てるため、積立金を増額いたしますが、藤田奨学貸付金

の不用額との差し引きにより、事業全体では、202 万 2,000 円の増額となってお

ります。 

また、その下、学習研修等奨励事業経費につきましても、同様に寄附金を教育振

興基金へ積み立てるため、積立金を 151万 9,000 円増額いたします。 

その二つ下の小学校施設整備事業費につきましては、歳入のところでも申し上げ

ましたが、サッシ改修、トイレ改修で各事業２校ずつ、外壁改修で４校、国の補

正予算で補助対象となったことに伴い、これを確実かつ有利に活用するため、３

１年度に予定していた事業を前倒しし、施設整備改修工事費を増額いたしますが、

執行残や不用額との差し引きにより、事業全体では、8 億 2,693 万 7,000 円の増

額となっております。 
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その下、中学校施設整備事業費についても同様、中学校２校の外壁改修工事を前

倒しするため、施設整備改修工事費を増額いたしますが、執行残や不用額との差

し引きにより、事業全体では、1億 2,510 万円の増額となっております。 

一番下、幼稚園施設整備事業費についても同様、幼稚園６園の空調設置事業を前

倒しするため、施設整備改修工事費 4,760 万円の増額となっております。 

次のページをめくっていただき、下から三つ目の図書館管理運営事業経費に関し

ましては、ふるさと納税などの寄附金を図書館振興基金に積み立てるため、積立

金を 155 万 4,000 円増額いたします。 

５ページから６ページは、繰越明許費の補正内容に関する資料となります。先ほ

ど歳出のところでご説明いたしました前倒し事業や幼稚園の空調設置につきまし

て、国の平成３０年度の補助対象事業となりましたが、教育活動への影響などか

ら年度内の執行が不可能なため、事業費全額を繰り越すものです。また小・中学

校、幼稚園のブロック塀の緊急対応工事の一部につきましては、近隣との調整に

時間を要し、年度内の完成が不可能となったため、事業費を繰り越しております。

西宮東高等学校の防球ネット改修工事や一部ブロック塀改修工事につきまして

は、同一区域内で実施される下水道工事の工期延長に伴い、年度内の完成が不可

能となったため、事業費を繰り越しております。 

なお、工事の対象となる学校につきましては、表の欄外に記載しておりますので

ご覧ください。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。 

  

側垣委員 直接の予算的なことに関しては、関係が少しないかもしれないですけれども、ブ

ロック塀改修の件です。春風小学校のブロック塀が網のフェンスにされているん

ですけれども、この前よくよく見たら、その網のフェンスの上にプラス３０セン

チぐらいの鉄条網が道路側の面に張ってあったんです。学校のフェンスに鉄条網

というのは、どうなのかなと。個人的な見解なんですが。印象的に少し、何か鉄

条網に守られた学校というか、不審者対策ということもあると思うのですけれど

も、そのあたりは、どんな。ほかの学校もそんなふうなんですか。 

  

教育総括室長 

 

ブロック塀であれば、なかなか足をかけたりするところがなくて登りにくいとか

いうこともあって、侵入がしにくいかと思うのですけれども。フェンスとかにな
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 ると、少し侵入もしやすくなります。高さも以前よりも低くしたりとかすること

もあります。そういった意味では、やっぱり侵入対策というのは、きっちりとし

ておく必要があるかなというふうには考えております。 

  

側垣委員 子供の施設、学校もそうなんですけれども、そういう形で改修をして、あちこち

の民間の幼稚園とか保育園とかも見ますけれども、少し受けた印象として、フェ

ンスの上に鉄条網が張ってあることは、私は個人的には、あんまりふさわしくは

ない、費用のこともあるんですけれども、何か工夫がなかったのかなと思いまし

た。最近はいろんな侵入防止の機器もあり、設置されてますけれども、少しそう

いうイメージを持ちましたので、意見として出させてもらいました。 

  

重松教育長 それと、今回、学校の安全というので、新しい教員の教職課程の中に位置づけら

れています。学校は授業が始まったら、きっちりと門を閉めるんだということが

出てきてます。そういう意味では、安心・安全な学校づくりというのは、必要な

のかなと思います。ただ、塀の高さがどれくらいなのかによって、低ければ手が

届き入られるのであれば、鉄条網はやむなしという気はします。全部が全部とい

うのじゃないと思うのですけれども。 

  

側垣委員 

 

特に、外の道路は往来の人数の多いところに面しているので、そうなのかなと、

今思います。私が受けたイメージですけれども。 

  

重松教育長 

 

よろしいですか。 

なければ、採決に入ります。 

議案第３８号については、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。 

議案第３９号「平成３１年度西宮市一般会計予算（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、お願いします。 

  

教育総務課長 

 

議案第３９号、平成３１年度西宮市一般会計予算の教育委員会所管分についてご

説明いたします。 
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議案書で見ていただきまして、参考資料、横長の資料１ページ目をご覧ください。

教育費の歳入・歳出予算の款項別構成表となっております。表の左側が歳入予算、

右側が歳出予算でございます。 

それでは、歳出からご説明いたします。１枚めくって２ページの歳出予算総括表

をご覧ください。上から２行目、太字になっている教育費の欄をご覧ください。

平成３１年度予算は 233 億 4,553 万 5,000 円で、前年度と比べまして 27億 1,846

万 9,000 円、率であらわすと１３．２％の増額となっております。 

これは、退職手当の増や、西宮浜小中一貫校の平成３２年４月開校に向けた準備、

また、インクルーシブ教育システム構築のための各種支援員等の配置などによる

消費的経費 1 億 9,769 万 5,000 円の増と、学校の改築事業などの投資的経費 25

億 2,589 万 5,000 円の増によるものでございます。 

なお、構成比をご覧いただきますと、一般会計に占める教育委員会所管分の教育

費の割合は、１２．７％で、平成３０年度の１１．６％から１．１％の増となっ

ております。 

次の３ページをご覧ください。これは、教育費の平成１９年度以降の推移を表に

まとめたものです。３１年度も消費的経費は同程度の数値となっておりますが、

投資的経費の増によって大きな伸びとなっております。 

次の４ページからは、教育費の施策別事業費になっており、予算事業を現在策定

中の第５次総合計画に基づく政策や施策体系の素案ごとに分類した表になってお

ります。この中から、増減が大きなものや、市民サービスに影響があるものを中

心にご説明いたします。 

まず、４ページの大きな分類、「Ⅱ．子供・教育」のうち、「７．学校教育の取り

組み内容」の①、「教育環境の整備」では、西宮浜小中一貫校の開校に向けた必要

経費や、校内の一部改修等を行う費用として、4,477 万 4,000 円の増額となって

おります。次に、④の「特別支援教育の充実」では、学校における各種支援員の

配置にかかる賃金などの増により、6,658 万 7,000 円の増、次の⑤「学校生活の

安全・安心」では、不登校児童生徒の増加への対応といたしまして、適応指導教

室設置にかかる運営経費や維持管理経費、施設整備費が増となる一方で、食数の

減に伴う給食物資購入費の減との差し引きなどにより、5,147 万 7,000 円の減額

となっております。 

続いて、５ページの⑦教職員の力量向上と勤務時間の適正化は、主に教育会館の

解体が完了したことによる工事費や維持管理経費の減で、1 億 2,740 万 6,000 円

の減額となっております。次に、⑧の「計画的・効率的な学校園施設の整備」で
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すが、これは香櫨園小学校の渡り廊下等改修工事や、西宮養護学校及び春風小学

校の校舎改築工事の着工などによる増、また、その一方で深津小学校の校舎増築

等工事の完了によって事業費が皆減となっていることなど、増減額を差し引きし

まして、25 億 8,306 万 2,000 円の増額となっております。 

なお、各校種の管理運営事務経費には、自主・自律の学校応援事業にかかる費用

も含まれておりますが、平成３１年度以降は学校への人的支援を整理し、支援対

象を魅力ある学校づくりのための環境整備や連携事業に絞り込みましたので、自

主・自律の学校応援事業としての予算額は 2,000 万円となっております。 

なお、学校管理運営経費の総額につきましては、前年度より微増となっており、

児童生徒数が減となっていることもあって、学校配分予算の児童生徒１人当たり

の単価は、前年とほぼ同額を維持しております。 

続きまして、６ページ中ほど、「Ⅵ．政策推進」の「住民自治・地域行政」から、

③の「コミュニティ拠点施設の有効活用」では、中長期修繕計画に基づく外壁や

空調設備などの改修工事を実施するため、公民館改修事業費が1億 8,897万 4,000

円の増額となっております。 

最後、その他につきましては、高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理が完了したことにより

1 億 2,447 万 7,000 円の減、人件費は、冒頭で述べましたとおり、退職手当の増

により、1億 1,494 万 8,000 円の増額となっております。 

続きまして、７ページをご覧ください。８ページにかけまして、歳入の対前年度

比較表となっております。歳入予算は全体で 2 億 5,674 万 4,000 円の増額となっ

ております。この中から、制度等の変更や増減の大きなものを中心にご説明いた

します。 

まず、７ページの 1 行目、使用料につきましては、平成３１年１０月からの幼児

教育無償化により、幼稚園保育料が 5,679 万 9,000 円の減額となっております。

その下の預かり保育料は、各幼稚園で試行実施しているおむすび広場事業の本格

実施に当たり、利用料の徴収を行うため、皆増となっております。次に、表の中

ほど国庫負担金につきましては、深津小学校校舎増築事業費が工事完了による皆

減。そして、香櫨園小学校及び春風小学校教育環境整備事業費の皆増との差し引

きによって、全体では 2億 2,521 万 3,000 円の増。その下の国庫補助金につきま

しては、学校施設整備事業にかかる学校施設環境改善交付金が、小・中・特別支

援学校、合わせて 1億 6,660 万円の増額となっております。 

続きまして、８ページの最後、雑入につきましては、児童生徒数や教職員数の減

によって、給食の食数が減り、給食費負担金収入が、1 億 184 万 9,000 円の減額
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となっております。 

次の９ページから１８ページにかけまして、歳出予算の対前年度比較表となって

おります。先ほどの施策別事業費の表でも内容に触れましたので、再度のご説明

は割愛させていただきますが、予算事業ごとに主な増減理由を記載しております

ので、ご確認ください。 

続きまして、１９ページをご覧ください。これは、新規に発生する債務負担行為

です。平成３１年度に契約等を行い、今後複数年をかけて実施するものでござい

ます。 

２０ページの表は、投資的事業の対前年度比較表となっております。これまでの

説明と同様、香櫨園小学校の渡り廊下等改修工事、春風小学校及び西宮養護学校

の校舎改築工事の着工に伴う増が主な要因で、全体では 25億 2,589 万 5,000 円の

増となっております。 

２１ページは、参考資料として、学校施設整備事業の実施予定を掲載しておりま

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、ご質問はありませんか。 

  

側垣委員 

 

１９ページの生瀬幼稚園の園舎賃借料というのは、賃借、借りているんですか。 

  

学校改革部長 

 

１９ページの生瀬幼稚園の園舎賃借料は、移転先の生瀬小学校のところに建てる

園舎のリース料を計上させていただいております。 

  

重松教育長 ほかには、ございませんか。 

  

岩本委員 

 

それも合わせて、生瀬幼稚園の移転に関しては、話が順調に進んでいるのかとい

うのを、差しさわりがなければ教えていただきたいのですけれども。 

  

学校改革部長 

 

先月の２８日に、２回目の議会の所管事務報告をさせていただいた以降、地域の

方に入りながら、２９日に園の保護者向けには説明会のようなことを開催させて

いただきました。ご理解を得たところで、いろいろなご質問とか不安な点とかが

ありましたが、その点については、園長を通しておっしゃってくださいというふ
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うな形で進めているところです。細かいところですが今週土曜日以降、地域の自

治会の会長、あるいは、青愛協の会合、そういったところで説明をしていくとい

うことで予定をしているところでございます。 

特に、今の段階で反対という形を聞いているところではありませんけれども、こ

れにつきましても、丁寧な説明が必要かと思っております。 

  

岩本委員 

 

特に、保護者の方へ説明されているときに、不安な点というのは、具体的にどん

なものがあったか教えていただけますか。 

  

学校改革部長 

 

１点出されたのは、園庭はどうなるのですかというふうなことをおっしゃってお

られた、それから、生瀬幼稚園の場合、地理的に車で来られる方が多くなります

ので、その駐車場の関係とかがどうなるのですかというふうなことをおっしゃっ

ておられました。その点につきましては、私たちの方も、あそこの地理的になか

なか駐車場がよくとれる部分がない、この前行っていただいて、わかっていただ

いているかと思うのですけれども、そういったところも工夫しながら、考えてい

きたいと思いますということでご説明というか、ちゃんと回答をさせていただい

ているところです。 

  

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。議案第３９号については、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。 

議案第４０号「平成３０年度西宮市教育功労者決定の件」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 

 

議案第４０号「平成３０年度『西宮市教育功労者』決定の件」について、ご説明

いたします。 

平成３０年度の教育功労者につきましては、資料３枚目に掲載の「西宮市教育委

員会表彰規程」に基づいて表彰選考委員会を開催し、審査の結果、２個人１団体

の方々を候補者といたしました。 
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資料２枚目の候補者一覧をご覧ください。経歴やご功績は表に記載のとおりでご

ざいますが、簡単に説明させていただきます。 

まず、田中理様です。西宮市立中学校で美術科の教諭、校長をされていた方で、

現在は画家としてご活躍中です。西宮市社会教育委員の一員でもいらっしゃいま

す。西宮美術協会や西宮芸術文化協会の要職を歴任され、野外アートフェスティ

バルや宮水ジュニアの絵画講座といった、本市の文化事業を通して子供たちの豊

かな心を育むなど、本市の教育と芸術文化の発展に大きく寄与されました。 

次に、水野喬司様です。長年、西宮市原爆被害者の会では、会長や副会長など要

職を務められ、平和啓発事業にご尽力なさいました。鳴尾小学校や南甲子園小学

校などでは、語り部として子供たちに自らの被爆体験を語る活動をされています。

また、毎年夏に市が主催する親子広島バスツアーでは、ご高齢ですが数年前まで

は案内人を務められるなど、本市の平和教育の推進に多大な貢献をしていただき

ました。 

最後、学文おはなし文庫です。学文公民館の講座や鳴尾北小学校、小松留守家庭

児童育成センターなどで長年、読み聞かせやストーリーテリングなどを行う「お

はなし会」を開催され、地域の子供たちの読書活動の推進にご尽力いただいてい

ます。また、年１回の西宮市民文化祭では大人を対象とした「おはなし会」も開

催され、本市の社会教育の推進に大きく寄与いただきました。 

このように、本年度は２個人１団体を教育功労者として表彰したいと考えており

ます。 

なお、表彰式につきましては、２月２１日の午後１時３０分から執り行います。

ご多忙中とは存じますが、ご出席くださいますようお願いいたします。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。 

ないようでしたら、採決に入ります。 

議案第４０号については、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。 

議案第４１号「平成３１年度西宮教育推進方針決定の件」を議題とします。 
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教育企画課長、お願いします。 

  

教育企画課長 

 

議案第４１号、平成３１年度西宮教育の推進方針についてご説明いたします。 

この件につきましては、１２月の教育委員会会議で、進め方についてご説明をさ

せていただき、また、１月の懇談会で素案を提示し、ご意見を頂戴したところで

ございます。 

その際に頂戴いたしましたご意見を踏まえた修正案につきましては、今回の議案

提出に当たりまして、事前にメールにて送付させていただき、ご確認をいただい

たところでございます。今後、２月２１日の校園長研修会におきまして、校長先

生、園長先生にお示しする予定です。今回、特に変更すべき箇所がございません

でしたら、これをもちまして、決定させていただきたいというふうに考えており

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。本件について、ご意見、ご質問はありませんか。 

前の意見を踏まえて、修正というのが入っています。よろしいですか。 

なければ、採決に入ります。 

議案第４１号については、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２６号「西宮市いじめ防止等対策委員会委員委嘱の件」を議題とします。

学校保健安全課長、お願いします。 

  

学校保健安全課長 

 

西宮市いじめ防止等対策委員会委員委嘱の件につきまして、お手元の資料、報告

第２６号をご覧ください。 

西宮市いじめ防止等対策委員会委員の任期が、平成３１年１月３１日をもって満

了することに伴いまして、２月１日付委嘱を行いました。このたびの任期は、平

成３１年２月１日から平成３３年１月３１日までの２年間となります。 

委員の内容につきましては、資料３枚目の新旧対照名簿をご覧ください。委員８

名全員に、引き続き委員を務めていただくようお願いをいたしております。委員

継続のお願いに際して、事務処理に時間を要したため、このたび委嘱に当たり、

教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第２項の規定により、平成３１年
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１月３０日に教育長の臨時代理により決定をいたしましたことをご報告申し上げ

ます。以上でございます。よろしくお願いします。 

  

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。 

なければ、採決に入ります。 

報告第２６号については、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「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、お願いをいたします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 

 

ほかにはよろしいですか。 

なければ、一般報告①を終了します。 

次に、一般報告②「教育課程の確実な実施に向けての授業時数の確保について」

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 

 

一般報告②教育課程の確実な実施に向けての授業時数の確保について、ご報告を

いたします。この件につきましては、１１月の懇談会でもご意見をいただいてお

ります。資料の１番の趣旨と、２番の経過にありますように、新学習指導要領の

公示、移行措置並びに移行期間中における学習指導についての通知を受けまして、

平成２９年度より３１年度までを期間とする教育課程検討委員会を本市で設置し

てまいりました。 

特にこの２年間につきましては、平成３２年度から新学習指導要領の全面実施に

おいて、外国語活動の早期化や教科化に伴う授業時数の増加により小学校３年か

ら６年生までが、現行の学習指導要領より年間３５時間ずつ増加することや、近

年の自然災害発生時の警報発令による臨時休校が増加傾向であることなどを踏ま

え、平成３２年度以降の授業時間数の確保のための工夫の仕方について議論をし

てまいりました。 

１１月には、検討委員会より中間報告が事務局に提出されました。１１月の懇談
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会では、規則改正を伴う実施内容としておりましたが、今回規則改正は見送り、

３番の実施内容にありますように、平成３２年度から３４年度の３年間について、

小学校並びに中学校で、夏季休業日を現行より２日間短縮し、３学期の始業を１

月７日とすることを試行します。また、補足の（２）にありますように、各校の

教育課程の編成にかかわる全市的な行事の今後のあり方について、委員会を設置

し検討してまいります。 

平成３３年度には、教育課程検討委員会を再び設置し、３２年度の実施状況を検

証し、長期休業日の短縮日数や時期などを含め、平成３５年度以降の効果的な取

り組みを決定してまいりたいと考えております。なお、本件につきましては、３

月に所管事務報告を行い、家庭には学校の修了式までに事務局が作成した文章を

学校からの配付をもって周知をしてまいる予定としております。報告は以上です。

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。本件にご意見・ご質問はありませんか。 

  

岩本委員 

 

実施内容が平成３２年から３４年ということで、３２年度からになるのですが、

来年の平成３１年度も１０連休などがあって、学校の方では大変いろんなことを

されていると聞きました。いろんな特別な行事などがなくなる可能性もあるとい

うような話も聞いているんです。一度やめてしまうと、なかなかもとに戻すこと

は、難しいですよね。多分、保護者の方やその教育連携協議会などで、ご相談さ

れて決めていかれることだと思うのですが、できれば、本当だったら、この平成

３２年度からではなくて、平成３１年度からできたらよかったのかなとか、いろ

いろ期間が思ったりするんですけれども、そのあたり学校現場からは何か、来年

度について困っているとかそういうお話はありますか。 

  

学校教育課長 

 

各学校の教育課程の編成につきましては、各学校でシミュレーションを立ててお

りまして、授業時数の関係については、まず見通しを立てて計画を立てること。

それから、年度内に入ってから、いろいろな警報発令などにより、予定外に臨時

休業日などがふえたりする場合もありますから、それを各校で、いろいろと調整

をしていけるような仕組みは整えております。事務局としては、そのためのいろ

いろなシミュレーションを立てる支援とかそういったことをしております。 

ただ、それぞれの学校で独自で行われている行事などについては、それぞれの学

校の取り組みでありますので、学校がそのことについて、校内での会議、あるい
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は学校にかかわる方に、段階的にこういうふうに考えていきたいというようなこ

とを、周知しながら進めていくというようなところで取り組んでいることは聞い

ております。 

  

重松教育長 

 

３１年度については、英語の分がまだそのまま全部というわけではなくて、３２

年になったら全面実施になるんで、多分そこが困る状態じゃないですか。３１年

については、各校で創意工夫してもらうという形で、教育課程の実施をしてもら

わないとしようがないと思ってます。 

  

岩本委員 

 

今まで行事などがなくなってきたときに、保護者に対する説明がすごく少ない場

合が多いなというのが、実感として思うのです。なので、もう少し丁寧に、これ

は何でやらないのかという、例えば二分の一成人式もなくなっている学校がある

とかも聞きますし。二分の一成人式をしない理由として、間違った理由が保護者

の中で広まったりということもあるみたいです。きちんと説明をしていただいて

いれば、そういう間違ったうわさが広まることもないと思います。きちんと一つ

一つ丁寧に、「この行事は○○でしないことになりました」というのを言っていた

だきたいのです。 

特に、さっきの二分の一成人式に関しては小学生の件ですけれども、中学生は、

小さな行事がなくなっているときに、生徒は何でなくなったのかわかっているん

ですけれども、それが生徒から保護者に伝わることは少なくて、そういうところ

の説明もしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

  

学校教育課長 

 

もう１点だけ補足をしておきますと、３１年度につきましては、３学期の始業式

については、これは今回の流れとは別の中で、１月７日を始業式とするというよ

うな形で、全体として授業日数を増やす取り組みは、既に決定をしておりますこ

とを報告させていただきます。 

  

長岡委員 

 

これは、まず３年間試行するというか、一度やってみるということの認識でいい

んですね。１年間の実績を見て、もう一度取り組みを考えるということですね。 

  

重松教育長 ということは、規則を変えるのは３５年度ということですか。 

  

学校教育課長 今、委員からお話がありましたように、この件につきましては、３２年度の実施
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 状況を見て、短縮の期間であるとか時期であるとかの妥当性、それから予算を伴

うようなこともたくさんございますので、そうしたことも含めて、１年が経過し

た後に、果たして今後どうしていくべきかというようなところを、考えてまいり

たいというふうに考えております。 

  

重松教育長 

 

阪神間で短縮をしているところはあるんですか。尼崎とかは、やっているみたい

ですけれども。昨日、教育長会があって出てきたのは、宝塚が来年からやるって。

ただやっぱり、学校現場との間でかなりもめているみたいで、特に小学校はそれ

でいいと言うのだけれど、中学校は全然、何でこんな短縮をしないといけないの

かと言うので。それが結局、中学校が小学校側に、それだったら英語なんかモジ

ュールでやったらいいと言い始めていて。なかなかうまくいかないということを

言ってましたけれども。 

ほかのところは、短縮というか夏休みを少し短くすることもやっているみたいで

すけれども。いろいろあると思いますけれど、きちんと授業時数が確保できるよ

うな形にしてもらえたらいいかなと思います。短縮をすることによってではなく

て、今までのいろんなことをきちんとするために、これをやるんだという趣旨に

してもらえたらありがたいなと思います。 

じゃあ、これで、一般報告②を終了します。 

次に、一般報告③「今後の放課後施策について」を議題とします。 

放課後事業課長、お願いします。 

  

放課後事業課長 

 

私の方からは、今後の放課後施策について、ご報告いたします。 

この件につきましては、平成３０年１２月１２日の教育委員会定例会後の事務局

との懇談会で、西宮市放課後子供育成総合プランについてご説明をした上で、ご

意見をいただきました。 

今回、平成３１年２月７日の市議会常任委員会におきまして、添付しております

資料にて所管事務報告を行いますので、改めてご報告を申し上げます。 

なお、資料の内容につきましては、事務局との懇談会でお示ししました、西宮市

放課後子供育成総合プランの企画案資料と平成３０年１２月２０日に開催されま

した西宮市総合教育会議でご説明をした内容と同じ内容となっておりますので、

資料の説明を割愛させていただきます。 

所管事務報告で主に報告する項目としましては、資料２ページ、「６．放課後子供

育成総合プランによる各事業の見直し内容案」になります。留守家庭児童育成セ
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ンターにつきましては、これまでの施設整備による待機児童解消の方針の見直し

を進めます。児童の発達段階やご家庭の状況に応じて、ほかの放課後関連事業と

の連携や役割分担により、放課後の居場所の選択肢を広げることで、できるだけ

新たな施設整備の抑制を目指します。 

児童館は、児童館スタッフが児童館のない校区の放課後関連事業に出向きやすく

する体制を整備し、子供へのかかわり方や遊びのノウハウの提供などアウトリー

チを進めることで児童館的機能の拡大を目指します。 

放課後子供教室は、遊び場の開放など子供の居場所づくり事業と類似する内容の

ものは整理を行い、より子供たちの体験活動や交流イベントなど地域の教育力が

発揮できる事業にシフトしていけるよう地域と協議しながら進めていきます。 

最後に、子供の居場所づくり事業につきましては、育成センターの利用ニーズに

対応した事業の見直しを行います。これまでの４年間の試行結果を生かし、学校

施設を柔軟に活用し、放課後における子供たちの安全な居場所を常設的に提供し

ていきます。 

来年度は育成センターの待機児童の発生が予測されている２校でパイロット実施

を行い、さまざまな観点で検証を行い、検証を行った結果、事業の効果が見込ま

れるようであれば、今後拡充を図っていきたいと思っております。現在、庁内で

プロジェクトチームを立ち上げ、事業化に向けた作業を進めておりますので、詳

細が決まりましたら改めて教育委員の皆様にもご報告申し上げます。 

今回の所管事務報告では、このような内容の報告を予定しております。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。 

  

岩本委員 

 

２ページの子供の居場所づくり事業の中で、特に利用者の高い校区からパイロッ

ト実施を行いますということで、既に検討をされていると思うのですが、その検

討はどれくらい進んでいるのかというのを教えていただける範囲で教えていただ

きたいのと、あと二つ、細かいところですが気になる点で、夏休みの長期休業中

は８時半から５時まで実施ということで、弁当というか、お昼ご飯の時間を挟む

ので、その辺の対応というかきめ細やかな対応が必要なのかなということと、も

し多くの子供が参加するのであれば、行き帰りの安全が少し心配です。恐らく行

き帰りの安全については、個人個人でお願いしますということになるとは思うの

ですけれども、それでもやはり万が一何か事故が起こったときに、誰も悲しい思

いをすることがないように、何か手だてというかそういうのも考えていただきた
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いんですが、その辺また、何か考えがあれば教えてください。 

  

放課後事業課長 

 

現在、来年度にパイロットを実施する２校に対しては、学校長と既に話は詰めさ

せていただいております。それと、この事業導入により影響のある地域団体の青

愛協の代表の方には、そういった方向で検討を進めているということについて打

診をしております。 

学校長並びに地域の代表の方からは、おおむね事業の導入については同意をいた

だいている状況でございます。ただし、これから詳細な検討や関係者への周知の

タイミング等につきまして、慎重に進めていかないといけないと思っております。 

あと、お弁当の取り扱いにつきましては、基本的には持ち込みは可という方向で

考えております。ただし、お弁当を保管する場所の確保については、現在、育成

センターでは夏休みなど長期休業時にお弁当を持ち込みしておりますが、特に保

管場所の確保というのはしておりません。保管場所として冷蔵庫が必要ではない

かというふうに考えておりましたが、育成センターでは、空調がきいている部屋

の中なので、特にそういった冷やす設備を設けているということはしておりませ

ん。今回の事業につきましても、部屋の中で、子供同士のお弁当が混ざらないよ

うな工夫はしていきたいとは思いますが、特に冷蔵庫の導入等については、考え

ておりません。 

あと、行き帰りの安全確保につきまして、どうしても子供が帰る時間は、ばらば

らになることが予想されますので、なかなか集団での帰宅というのは、難しいと

は思います。帰宅時が暗くなる季節におきましては、現場のスタッフの方から、

できるだけ同じ方向で帰るように子供たちへ声かけ等を行っていきます。なお、

不安を抱える保護者には、できるだけ子供たちの迎えをお願いしていこうという

ふうに考えております。 

  

重松教育長 

 

じゃあ、なければ一般報告③を終了します。 

次に、一般報告④「西宮市立図書館事業計画素案に対する意見提出手続（パブリ

ックコメント）の結果について」、一般報告⑤「西宮市子供読書活動推進計画素案

に対する意見提出手続（パブリックコメント）の結果について」を一括して議題

とします。中央図書館長、お願いをします。 

  

中央図書館長 

 

西宮市立図書館事業計画素案及び西宮市子供読書活動推進計画素案に対する意見

提出手続、以下パブリックコメントと申し上げます、の結果についてご報告いた
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します。 

まず、一般報告④の西宮市立図書館事業計画素案のパブリックコメントの結果か

ら報告いたします。本日お配りしております資料右上に書いてございます一般報

告④、資料１の１ページをご覧ください。 

パブリックコメントは、平成３０年１２月１０日月曜日から平成３１年１月１６

日水曜日まで実施いたしまして、１２名、４９件のご意見をいただきました。そ

の下、意見、回答分類別の欄でございますが、既に素案に記載をしているもの２

１件、今後の参考・検討１６件、対応が困難であるもの７件、素案の内容と直接

関係のないもの５件の合計４９件で、意見をもとに素案を修正したものはござい

ませんでした。 

１枚めくっていただきまして、２ページからは、素案記載ページ、ご意見の対応、

件数、市の考え方、回答分類を記載しており、最後の１４ページは、第５次西宮

市総合計画の将来人口推計が見直しされましたので、修正をした箇所として記載

しております。 

続きまして、一般報告⑤「子供読書活動推進計画素案のパブリックコメントの結

果について」ご説明をいたします。まず、お手元の資料、右上に書いております

一般報告⑤資料１をご覧ください。こちらは、平成３０年１１月１４日開催の教

育委員会会議でご報告をいたしましたパブリックコメントの実施報告以降に修正

をした箇所をまとめた資料でございます。１は１１月２８日の市議会、所管事務

報告において、読書の目的・効果を明確にしてほしいという意見に基づき、追加

修正いたしました。２は平成３１年度から学校図書館に学校司書を配置するよう

取り扱いの変更をしたため、修正いたしました。３、４につきましては、当初は

新規事業としておりましたが、既に一部取り組みを開始していたため、素案公表

前に、それぞれ継続、発展に改めております。 

次に一般報告⑤資料２の１ページをご覧ください。パブリックコメントは、図書

館事業計画素案と同じ日程で実施し、１１名１８件のご意見をいただいておりま

す。その下、意見回答分類別の欄でございますが、既に素案に記載をしているも

の７件、今後の参考・検討６件、採用が困難なもの４件、素案の内容と直接関係

がないもの１件の合計１８件で、パブリックコメントで頂戴したご意見による素

案の修正箇所はございません。２ページからは素案記載ページ、ご意見の概要、

件数、市の考え方、回答分類を記載しており、最後の７ページにつきましては、

素案公表後に修正しました２点を修正箇所としてあげております。 

最後に、それぞれの資料２図書館事業計画案及び資料３子供読書活動推進計画案
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につきましては、３月７日の市議会常任委員会でパブリックコメントの結果を報

告させていただいたのち、３月１１日開催予定の教育委員会会議に付議させてい

ただく予定としています。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。 

なければ、一般報告④と⑤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１１回教育委員会定例会を閉会します。 

  

 （終了） 

 


