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付 議 案 件 

 

＜教育長報告＞ 

 

＜審議案件＞  

議案第 44 号 西宮市スポーツ推進計画後期計画策定に関する意見決定の件   （地域スポーツ課） 

議案第 45 号 西宮市社会教育委員解嘱及び委嘱の件               （社会教育課） 

議案第 46 号 学校歯科医の解嘱及び委嘱の件                （学校保健安全課） 

議案第 47 号 西宮市学童等腎臓検診審議会委員の解嘱及び委嘱の件      （学校保健安全課） 

議案第 48 号 西宮市学校結核対策委員会委員の解嘱及び委嘱の件       （学校保健安全課） 

議案第 49 号 西宮市立図書館事業計画(平成 31～35 年度)策定の件  （中央図書館・北口図書館） 

議案第 50 号 西宮市子供読書活動推進計画(平成 31～35 年度)策定の件（中央図書館・北口図書館） 

議案第 51 号 西宮市立の学校の管理運営に関する規則施行規程の一部を改正する規程制定の件 

    （学校教育課） 

議案第 52 号 人事に関する件  非公開                    （教育職員課） 

議案第 53 号 第５次西宮市総合計画の策定に伴う西宮市教育振興基本計画策定の件 （教育企画課） 

報告第 27 号 丹波少年自然の家事務組合規約の変更に関する協議に対する意見決定の件 

                                     （青少年育成課） 

 

＜一般報告＞  
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  〔学校教育課〕 

一般報告② 平成 31 年度(2019 年度)西宮教育推進の方向について         〔学校教育課〕 
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一般報告④ 職員の処分（措置）について  非公開               〔教育人事課〕 

一般報告⑤ 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⑥ 教育課程検討委員会・評価検討委員会 中間報告Ⅱ (案 )について  非公開              

〔学校教育課〕 

 

＜資料による情報提供＞ 

・平成 31 年度当初予算関係資料について                  （教育総務課） 
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重松教育長 では、時間になりましたので、ただいまより、平成３０年度第１２回教育委員会

定例会を開催します。 

議事録署名委員は、前川委員にお願いします。よろしくお願いします。 

はじめに、１月の定例会及び臨時会について、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、議案第５２号と一般報告④は人事に関する案件であり、また一般

報告⑥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。加えて一般報

告⑤は個人情報を含む案件であり、公開による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。 

それでは、会議を始めますけどもその前に、きょうは震災の関連で２時４６分に

放送がかかると思いますので、その間１分間の黙禱が入ると思いますけども、そ

の間は少し会議を中断して黙禱をしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

それでは、はじめに私の方から報告させてもらいます。 

今年度私の方からの報告は最後になります。全般にいろいろとこの一年話をして

きましたけども、子供たちというか、私たちも含めて、物の見方というか、考え

方ということについて少し話をしたいなと思います。 

池田晶子という哲学をやってる女性なんですけども、もう大分前に亡くなりまし

たけども、その人が見たいもの、見えるものということで、こういうことを言っ

ています。「全ての人が自分の見たいものしか見られない。」「見えていないものも、

見えててもやっぱり見えるものしか見えない。」というようなことを言ってるんで

す。どういうことかというと、結局、自分が見てる世界観というのは、結局自分

の見方でしか物事が見れない。ですから、逆に言えば、相対的なことを言えばほ
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かの見方、自分にはわからないことを言うという人がいたら、それをどういうふ

うにして理解するかというふうなことに努めなければ、新しいものは全然入って

こないと。自分自身が変わっていかないと新しいものは入ってこないということ

を言ってるわけです。同じようなことをカントの認識論の中で言ってまして、赤

い眼鏡をかけていろんなものを見たら世の中赤く見えるけど、その赤い眼鏡を外

せば、今度は違うように見えるでしょと。だから自分自身が変わらないと見え方

が全然変わらないっていうことを言ってるわけですけども、そういうことが必要

なんじゃないかなということを言ってるわけです。 

なぜ、そんなことを言うかというと、今、主体的とか深い学びだとかいろんなこ

とを言ってますけど、結局、話し合いをするとか対話的とか言ってるけども、そ

の中で相手が言ってることを自分の中へ受け入れて理解するかということをしな

かったら、結局そんなことを幾らやっても全然変わらないということになってい

くので、非常に難しいかなというふうに思ってます。じゃあその自分自身が変わ

るためにはどうすればいいかということにかかわって、前、１回、内発的動機づ

けだとか、こういうことを言いましたけども、やはりそこの部分で自分自身が変

わるためのものをどうするかというのが、大きなことかなというように思ってま

す。 

ただ、大事なことは、そういうふうに自分自身が変わっていかなきゃいけないん

ですけども、変えるためには、やはり例えば学校であれば、子供たちに対して先

生がほめてやったりだとか、こういうことはよく頑張ってるねなどとしながら、

一生懸命頑張れるようにしてやるということが非常に大事じゃないかなというよ

うなことが言われています。 

ただ、最近の傾向として、世の中が、経済的なことに何か目を向いてるのもある

んでしょうけども、何かできなかったら全部お金で何とかなるんじゃないかなと

いうような風潮があるような傾向があると言われています。その中で同じように

池田さんも言ってるんですけども、子供たちに将来どんなふうになりたいと聞い

たときに、「宇宙飛行士になりたい」と答えるのであれば、子供たちは夢を持って

これから宇宙飛行士になるために頑張ろうかなというふうに思うわけですけど

も、子供にどんなふうになりたいって聞いたら「お金持ちになりたい」と答える

子がいる。それ、いいのかな。本当に子供たちはそんなふうに思ってるのかな。

それは結局、大人が何か価値観みたいなものを教え込んでいるんじゃないかなと

思います。お金持ちになりたいというのは、どうも何か不純じゃないけども、お

かしいんじゃないかなというようなことを言ってます。 
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そういうふうに、要するに労働対価というか、何かをするときもごねるのでも、

何かしたらお金がもらえる、「お小遣いあげるからこれやってよ」というようなこ

とになると、行動経済学の中の心理学の中でどういうことになると言っているか

というと、例えば子供がごみ出しをしてくれると言ったら、５０円なら５０円、

小遣いをあげると、やってくれると。でも、そうすると、もう５０円もらわない

と絶対行かなくなるというのが、どうもあるみたいです。普通にそういうふうに

なってしまう。そのうち、６０円なら行くよ、７０円なら行くよとなって、もう

最後は１００円、２００円となってしまうという傾向がある。そういうことにな

ると、結局、頭の中の全部物事を考えていく基準に、お金というか仮想通貨みた

いなものができてしまって、物事を考えるのがそういうふうになってしまうんじ

ゃないかと。それが果たしていいのかなと。全部そういう価値観みたいなもので

物事を考えるというのは、いかがなものかな。 

ですから、自分でやりたいというか、一生懸命頑張ってやれるというようなもの

を、逆に言えば、見出さないと結局もう、だめになってしまうというか、そうい

うことを言われています。 

それと、また別に、話の中でこんなことを言ってます。 

要するに、責任転嫁する。まずくなると何か人間はいろんなことで責任転嫁をす

る。みんなが悪いことをしてるんだから、僕もそんなのやって何で悪いのってい

うようなことを言ってしまう。ですから逆に言えば、みんなが良いことをしてる

ので、僕もやりたいよねということは、絶対言わない。悪いことをしてるときに、

誰かがやってるからでしょというようなことを言うというのがあります。そうす

ると、結局そのことについて、どうするかというので、例えばただ単にこういう

ことをしてはいけませんよというと、だめなので、そういうことにならないよう

にするためには、どうすればいいかと。 

例えば、道端に犬のふんが落ちてると。そうすると、犬の散歩をさせるときに、

絶対ふんを落としてはいけませんよという立て看板をいっぱい立てる。ところが

立て看板を幾ら立てても犬のふんは相変わらず出てくると。それをやめるために

はどうすればいいかというので、京都でこんなことをやったみたいです。もう立

て看板を立てても幾らやっても無駄なので、犬のふんが落ちてるところに行って、

警察が駐車違反をするときみたいに、チョークでペケ印をつけて、ここに犬のふ

んが何月何日落ちてた。それだけ書くんです。何月何日、何時何分とか見るとき

に。で、そのままほっておくんです。そうすると、不思議と犬のふんがだんだん

減っていったんだそうです。結局、車の駐車違反と同じような取り扱いになって
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しまったので、結局、犬のふんを捨てたらいけないよというんじゃなくて、そう

したことで、なくなったと。ですからやはり、やり方があるんじゃないかと。例

えば、税金を納めるのにも、税金を納めてくださいというふうにすると、もう忙

しいのにとか言って、なかなか税金を納めてくれないと。あるまちのやり方では、

どういうことをしたかと言うと、「このまちの人はみんな、期日までに大体きちん

と税金を納めてくれてます。本当にいいまちです。皆さんもよろしくね。」という

手紙を市民に配ったら、納めるようになるんだそうです。 

やはり、さっき言ったそのほめ方だとか、注意の仕方も考えないといけないのか

なということがあります。それと同じように、イスラエルで保育所に子供を預け

るんですけども、その親の引き取りがなかなか時間どおりにこないと。一応４時

なら４時、５時なら５時、引き取りで終わりというんですけども、なかなか来な

い。それでもうしょうがないって、保育所としてもう何とかやってほしいという

ので、どういうことをやったかと言うと、５時を過ぎて１０分ぐらいまでは結構

ですけども、５時１０分を越えたら罰金を取ります。要するに１回ごとに幾らと

いうふうにして、保育所の先生たちが超過勤務しなきゃいけないんで、これで絶

対減る、時間どおりに来てくれると思ってやったら全然減らないんだそうです。

逆にふえたと。なぜそんなことになるかと聞いたら、保護者が言うのには、お金

を払って済むんなら、別に払うと。今までは、先生に迷惑がかかって困ると思っ

てたんだけど、お金を払って済むんだったら、もうそれで済むというふうな感覚

になる。 

ということは、やはりものごとを考えるときに、お金が幾らだとか報酬を求める

だとかいうふうにしたら、結局そういうふうになってしまう。ということは、や

はり内発的動機づけというか。逆に言えば、学校の授業でも何でも子供たちが一

生懸命取り組めるような題材だとか、教材をどう子供たちに提示するかというこ

とが非常に大事になるのかなと思います。そこで、頑張った子供たちをどうほめ

てやるか。さらに意欲を増すためにどういうふうに指示を与えるかというのが、

非常に今後大事になるのかなということが、この見たいもの、見えるものの本の

中から少し読んでて感じたことです。主体的にということをいよいよ来年度から

本格的に実施していかなきゃいけませんので、こういう物の考え方とか見方とい

うことは非常に大事になるのかなと。ですから、先生方も今までの授業の考え方

を変えていって、やっていくということが非常に大事になる。しかも最初に言っ

た題材の与え方によって、それからやり方によって大きく変わるということをや

っていかなきゃいけないのかなと言うのを感じたということです。 
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今年度最後ですが、一応、私がこの一年、子供たちの心を育てるためにはどうす

ればいいかということで考えたことを、話させてもらいました。 

これについて、何かご意見があれば。 

  

側垣委員 今、保育所のお迎えっていう話を聞いていて、本当にそのとおりだと思いました

ね。私の園でも、私が園長になったときは、それがあったんですね。時計が鳴り

終わると、３００円いただきますよというのが。でも、やめたんです。やはり同

じですよね。 

払えば済むってことじゃなくって、待っている人がいるから、早く行こうという、

相手が待っているからと思う気持ち、やはりそこが大切かなって、それがこう人

とのかかわりを生み出していくし、子供に伝わっていくのかなというふうに思い

ました。そのことを思い出しました。 

  

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。 

  

前川委員 最後、教育長から子供たちの心を育てるという観点で、内発的動機づけの話をさ

れてましたけれども、この一年間ずっと通して、心を育てることと、学びを育て

ることは、私、重なってるような話をずっと聞いてきた感じがします。 

今日聞きながら、頭の中で思い起こしたのが、放送作家の永六輔さん。非常に文

化に造詣が深くて、この方のお言葉で、文化人に対して「家に帰って笑わせろ」

っていう言葉をよく使われたんです。それは演芸やお笑いやいろんな文化がある

んだけれども、劇場の中で、あるいは講演会の中だけで感動させても、それはだ

めやと。それはただの見せ物であって娯楽だと。その人が帰りに、それから家に

帰ってから、こんな話今日聞いたな、自分の家は、自分にとってはどうだろうと

か考える。これが教育の、学校教育だけじゃなくて僕は、究極のところにあると

思います。自分ができたかとか、西宮はできてるかではなくて、子供たちや社会

人が一生学び続けるためには、いつもこう反すうするような、学校で学んだこと

を家に帰ってもう一度思い出す。鉄棒を体育の時間に習ったら休み時間には鉄棒

につかまりたくなる、そういうことが教育の原点だなと。それは例えば、英語の

授業を習ったときに英語のおもしろさに気づくこととか、それら全部、僕はつな

がってる感じがして、新しい教育、新しい教育といいますけど、今までからそう

いう教育の哲学の中には、そういうことがあったんで、そういうよさも、振り返

ったりもう一度みんなで確かめ合いながら、新しい教育に進んでいけたらな。そ
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んな思いを新たにして、聞かせてもらいました。 

  

重松教育長 ありがとうございます。ほか、よろしいですか。 

それでは、審議に入りたいと思います。 

議案第４４号「西宮市スポーツ推進計画後期計画策定に関する意見決定の件」を

議題とします。 

地域スポーツ課長、お願いします。 

  

地域スポーツ課長 議案第４４号「西宮市スポーツ推進計画後期計画策定に関する意見決定の件」に

ついて説明いたします。 

この件につきましては、昨年１２月の懇談会でも議題とさせていただきました。 

その後、パブリックコメントを実施しまして、５名、全９件のご意見をいただき

ました。素案の修正が必要となるご意見はなく、今後の参考・検討とするものが

ほとんどでございました。 

今年１月にはスポーツ推進審議会にもお諮りをし、ご議論いただきました。 

素案の段階から変更した点ですが、具体的な記述としたところが２カ所で、基本

方針（３）については、素案では「クリーンでフェアなスポーツ推進」としてお

りましたが、反則タックル問題など昨年多数発覚しましたコンプライアンスを著

しく欠いた問題により、スポーツに対する市民の信頼が非常に揺らいでいる状況

があること、スポーツクラブ２１など地元密着の身近なスポーツ団体を抱える当

課としましても、「信頼」の回復は非常に大切であると考えました。 

結果としまして、「信頼されるスポーツ運営が行える体制」を実現したいという目

標があり、「信頼されるスポーツ運営体制の推進」と変更いたしました。 

この案をもって、先月２月１９日の民生常任委員会で所管事務報告を行い、議会

に対し説明を行いました。変更を必要とするような意見・要望等はなく、原案の

とおり策定することといたしました。 

最後に、本計画については、簡潔にまとめた概要版も作成し、本編・概要版とも

冊子形態で印刷し、各市立小・中学校、高校にも配布させていただく予定として

います。また、スポーツ推進委員や体育協会などスポーツ関係団体にも配布し、

計画のＰＤＦデータは市のホームページにも掲載し、できるだけ広く周知を図っ

ていきたいと考えております。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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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。 

  

前川委員 意見だけ。私も西宮市民で、体育振興会であるとか、スポーツクラブ２１である

とか、こういうところにかかわらせてもらった経験があります。学校にも勤めて

いた経験から、スポーツクラブ２１の特に小学生の参加率、例えば浜脇小学校で

あれば、浜脇小学校の児童のうちのどれぐらいのパーセントの子たちがスポーツ

クラブ２１浜脇に所属や参加をしているか。こういうことを経年的にやはり見て

いって、それはもちろん地域の人は見てますし、学校も見てますけれども、西宮

の子供たちはどのような育ちをして、スポーツクラブ２１とかかわってきている

か。あるいはそれぞれの地域はどんな課題を持ったり、どんな取り組みをしてい

るか。そういうところを行政としっかりと情報を共有しといていただきたいなと

思っています。 

そう思ったのは、今から何年か前に随分学校によって、地域によって、小学生の

参加率に差があることをデータか何かで私、見せてもらったことがあるので。必

ずしも率が低いこと自体が悪いと言いませんけれども。その背景に何があるのか、

そういうことは大事にしていきたいなと思いましたので、よろしくお願いしたい

と思います。意見です。 

  

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４４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４５号「西宮市社会教育委員解嘱及び委嘱の件」を議題とします。 

社会教育課長、お願いします。 

  

社会教育課長 「西宮市社会教育委員解嘱及び委嘱の件」について、説明いたします。 

お手元の資料の議案４５号をご覧ください。 

現社会教育委員の任期は２０１８年２月３日から２０２０年２月２日と、任期途

中ではありますが、選出団体の一つである、「西宮市スポーツ推進委員協議会」の
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推薦により社会教育委員に委嘱しておりました福田冨士枝さんの交代の申し出が

ありましたので、解嘱及び委嘱の審議をお願いいたします。 

福田委員は、３月末で定年のためスポーツ推進委員の職をおりられることによる

交代となっております。 

委嘱候補者の三澤幹之さんは、西宮市スポーツ推進委員協議会、会計及び少年サ

ッカー部で部長を務めておられます。 

資料の３枚目に略歴をおつけしておりますので、ご確認をお願いいたします。 

なお、任期途中での交代の場合、前任者の残期間を引き継ぐこととなっておりま

すので、他の委員と同様に、２０２０年２月２日までの任期となります。 

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。 

よろしいですか。なければ採決に入ります。 

議案第４５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４６号「学校歯科医の解嘱及び委嘱の件」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 議案第４６号「学校歯科医の解嘱及び委嘱の件」について、ご説明申し上げます。 

お手元の資料をご覧ください。 

甲武中学校の学校歯科医につきまして、市外移転のため辞退の申し出があり、交

代することとなりました。３月３１日付解嘱と４月１日付委嘱を行います。前任

の任期は平成３０年４月１日から２年間ですので、後任の任期はその残任期間の

平成３１年４月１日から３２年３月３１日までとなります。 

以上、ご審議を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。 
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岩本委員 新しい方なんですけれども、このふるいちデンタルクリニックっていうところは、

甲武中学校の校区内なんでしょうか、少しよくわからなくて、甲風園というのは。 

  

学校保健安全課長 甲風園が甲武中学校の校区になるかどうか、少し微妙なところがありますが、決

して遠いわけではございません。 

  

岩本委員 決まりでは別に校区内の歯医者さんという決まりはないですね。 

  

学校保健安全課長 特にはないですね。 

  

重松教育長 よろしいですか。 

  

岩本委員 はい。大丈夫です。 

  

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４６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４７号「西宮市学童等腎臓検診審議会委員の解嘱及び委嘱の件」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 「西宮市学童等腎臓検診審議会委員の解嘱及び委嘱の件」につきまして、ご説明

をいたします。 

お手元の資料、議案第４７号をご覧ください。 

西宮市学童等腎臓検診審議会委員２名につきまして、辞退の願い出があり、交代

することとなりました。３月３１日付の解嘱と４月１日付委嘱を行います。前任

の任期は、平成３０年７月１日から２年間ですので、後任の任期はその残任期間

平成３１年４月１日から平成３２年６月３０日までとなります。 

委員の交代の内容につきましては、資料２枚目の被解嘱者、被委嘱者一覧をご覧
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ください。 

解嘱者のうち柴野貴之氏の後任は、現在調整中でございます。後任が決まり次第

改めて議案を提出させていただきます。 

以上、ご審議を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。議案第４７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４８号「西宮市学校結核対策委員会委員の解嘱及び委嘱の件」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 「西宮市学校結核対策委員会委員の解嘱及び委嘱の件」につきまして、お手元の

資料、議案第４８号をご覧ください。 

西宮市学校結核対策委員会委員につきまして、「遠方に勤務のため」という理由で

辞退の願い出があり、交代することとなりました。３月３１日付解嘱と４月１日

付委嘱を行います。前任の任期は平成３０年７月１日から２年間ですので、後任

の任期はその残任期間、平成３１年４月１日から平成３２年６月３０日までとな

っております。以上、よろしくご審議をお願いします。 

  

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。議案第４８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） 
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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。 

解嘱・委嘱はここで終わると思いますので。 

  

前川委員 よろしいですか。私の方から、一年前ですか、この解嘱・委嘱については、特に

校長会とか園長会などこういうところへ委嘱するときに、定年までの任期をきち

んと考えてその何年間の委嘱をしているのか。今日だったら解嘱・委嘱について、

それぞれ理由があることをきちんとわかってますでしょ。ここのところがすっき

りしないんですけれども、定年を超えて２年間の委嘱をしている。これ、された

方もどう思われてるのかなと。こういうことがあってはいけませんので。前にも

お伝えしたんですが、重ねて校園長会などへ委嘱をするときには、２年任期であ

れば２年間の間に定年を迎えない、定年が途中であるのに名前だけポンと出てく

るなど、そういうことがないように、丁寧にそれぞれの組織団体とやりとりして

いただきたいと思っています。かつて少しそういう関わりをしたことがあったの

で、気になってこのことは２回目ですがお伝えしたいと思います。 

  

重松教育長 そういうことがないようにお願いしたいことなので、よろしくお願いします。 

ほかにはございませんか。 

よろしいですか。 

次に、議案第４９号「西宮市立図書館事業計画策定の件」、議案第５０号「西宮市

子供読書活動推進計画策定の件」を一括して議題とします。 

中央図書館長、お願いします。 

  

中央図書館長 議案第４９号「西宮市立図書館事業計画(平成３１年度～平成３５年度)策定の件」

及び議案第５０号「西宮市子供読書活動推進計画(平成３１年度～平成３５年度)

策定の件」につきまして、一括説明いたします。 

両計画につきましては、本年２月６日の教育委員会会議に、両計画素案に対する

意見提出手続（パブリックコメント）の結果と計画案をご報告いたしました。 

その後、本年３月７日の市議会常任委員会におきましても、同様に意見提出手続

の結果と計画案をもって所管事務報告を行いましたが、特段ご意見はございませ

んでした。 

そのことから、本日は、２月６日に配布いたしました計画案から、図書館事業計

画案の８ページの高齢化率が第５次西宮市総合計画の将来人口推計見直しの際、

修正できておりませんでしたので、この１カ所のみ修正して附議いたしておりま
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す。両計画案の内容につきましては、計画素案から趣旨や考え方などについての

変更は特にございませんので、説明は省略させていただきますが、お配りしてお

ります案のとおり、両計画を策定することにご承認賜りますよう、よろしくお願

いいたします。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。 

  

前川委員 ３ページにクラウドファンディングのことが出ています。私は公務員としてかか

わったことはないんですが、クラウドファンディングというのは、クラウドファ

ンディングの会社にお願いをして、事業のファンドを募って展開すると。うまく

いけばとても良いと思うんですが、これは研究じゃなくて、検討になってるんで

すよね。公的な行政機関で、クラウドファンディングは必ずうまくいくとは限り

ませんよね、事業をクラウドファンドにかけて、そして、ファンドが集まらない

場合に、その事業が頓挫するということがあったりするので、研究ではなくて検

討をしている。それから、他の自治体などでクラウドファンディングが実際に展

開されてるとか、そういうあたりお持ちの情報があったら勉強のために教えても

らいたいんですが、どうでしょう。 

  

中央図書館長 数多く把握しているわけではございませんが、例えば東北の震災がございました

どこかの、今は自治体名が出てこないですが、図書館が募集したなどというのは

過去にあったようでございます。 

この素案の所管事務報告をさせていただいたときにも、やはりクラウドファンデ

ィングについては非常に難しいものであるため、ある程度そういう専門家へ相談

しながらした方がいいという意見もいただいておりまして、このようなご意見も

参考にしながら、検討していきたいなというふうに思っております。 

  

重松教育長 よろしいですか。 

  

前川委員 はい。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

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４９号及び議案第５０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５１号「西宮市立の学校の管理運営に関する規則施行規程の一部を改正す

る規程制定の件」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 議案第５１号「西宮市立の学校の管理運営に関する規則施行規程の一部を改正す

る規程制定の件」について、ご説明申し上げます。 

改正する理由としましては、中学校の教育課程編成について、幼稚園経営方針の

様式、内容です。幼稚園教育要領及び中学校学習指導要領の新しくなったものに

準じた表現に改めるためです。 

お手元の資料２ページから４ページにかけては、別記様式第９号の３及び別記様

式第９号の６、教育課程編成についてを改正したものです。資料６、７ページに

つきましては、別記様式第１０号、幼稚園経営の方針を改正した様式でございま

す。９ページ以降は参考資料としまして、新旧対照表、現行の様式、本件にかか

わる文部科学省の通知を掲載しております。 

はじめに、別記様式第９号の３及び別記様式第９号の６、教育課程編成について

（届け出）の改正点を説明いたします。 

２ページをご覧ください。平成３１年度から中学校で道徳が教科化されることを

受けて、２番、「各学年教育課程の年間授業時数配当表」の「道徳」と今まで表現

していたところを「特別の教科である道徳」に改めております。特別な教科であ

るという表現につきましては、これは、学習指導要領に示されております教育課

程の授業時数の編成表にこのような表現をされているところからきております。 

同じく４ページをご覧ください。２番、教育課程の年間授業時数の「道徳」を「特

別な教科である道徳」に改めております。 

続きまして、別記様式第１０号、幼稚園経営の方針（報告）の改正点をご説明い

たします。 

６ページをご覧ください。幼稚園における業務改善の視点から園長名横にありま

した押印箇所を削除しております。ほかの更新につきましても、昨年度一括して

削除しております。 
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７ページをご覧ください。幼稚園教育要領の内容に準ずるよう、４番、教育活動

等の重点の領域、教育活動の項目に⑥番保健管理を追加しました。それに伴い研

究・研修を⑦番と改めました。また、５番「健康管理」を、５番「環境・管理」

に改めて項目から保健管理を削除しました。 

改正の実施時期は平成３１年４月１日と考えております。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 ７ページの資料の中で、教育活動等の重点という形で、①教育課程というふうに

書いてあるんですが、それぞれの項目について、この表では非常に書く欄が小さ

いんですが、これに関して別添資料として具体的な課程の編成であるなど、それ

ぞれの項目における、何ていうか、資料としてはあるわけですね。一覧表のよう

なものが。 

  

学校教育課長 この表につきましては、この表と別のものをそれぞれ例えば付けるという形はし

ておりません。この表の例えば、これ１枚の紙におさまっておりますけど、これ

が２枚になったりということはございますが。 

  

側垣委員 添付資料として何かつくというのは。 

  

学校教育課長 添付資料としてつけるということは、行っておりまません。 

  

側垣委員 これが１枚にはおさまらないけど、２枚の資料としてこれが基本的に各幼稚園に

あるという。 

  

学校教育課長 はい。この項目について、方針を定めるというところです。ただ、私どもに提出

していただいたのは、そういうことでございますが、それぞれの園の中では、さ

らに職員に共通理解を図っていくためにもう少しいろいろな資料を、加筆をした

りして配っている様子はあります。 

  

側垣委員 新しく幼稚園教育要領が改定されて、大分大幅な改定がありまして、小学校入学

までに望ましい姿というふうなものが示されて、それに応じたそれぞれの課程編
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成というか、そういう具体的なものが示されているのかなというのが、園ごとに

違うということになるんですか。 

例えば保育園の場合は、保育課程というのを年間で作るわけですね。次年度の保

育課程を作って、その中にそれぞれの園の特色、園の方針であったりそういうも

のがあって、それはもう園ごとに違うわけです。西宮の公立幼稚園の場合は、そ

れはやはり基本的には、これで教育委員会の方で発行してっていう、そういう意

味の質問なんですが。 

  

学校教育課長 幼稚園のそういった幼児教育の研究部分に関しましては、一端といたしましては、

こういう経営方針としてあらわれてくる部分もございますし、幼児教育研究会で

あるなど、そういった、組織で共有を図って、考え方も共有を図っていくという

こともしております。それから、教育課程についても数年置きに見直しをしてい

ってますので、それで、共通した姿、様子というものを共有を図っている部分は

ございます。 

  

側垣委員 蛇足ですけど、市立保育園の場合は、監査のときに保育幼稚園指導課のほうから、

保育課程も全部チェックをされて、いろんな指摘を受けるわけなんですけども。

そういう指導監査というのは、特に幼稚園の場合はないのですか。 

  

重松教育長 報告は、してもらわないけない。 

  

側垣委員 報告はあるけども。 

  

重松教育長 それを受けて、ですので。ただ、授業時数だとかが不足してるときは、指導に入

りますけども。 

  

側垣委員 なるほど。わかりました。また、詳しく、いろんな資料をまた見せていただく機

会があると思うので、お願いいたします。 

  

重松教育長 ほかにはどうですか。 

  

岩本委員 私も少し不勉強で、申し訳ないんですが、この幼稚園・小学校・中学校で、この

教育課程の編成についてっていう、この取り組み内容などを詳しく書いたものを
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教育委員会に提出されるのと同時に、現場の教職員の皆さんにも同じものを説明

されるという感じでよろしいでしょうか。 

  

学校教育課長 そのとおりでございます。先ほど補足したとおりで、職員にはさらに資料を配っ

たりというところがございます。 

  

岩本委員 一年が終わった後には、振り返りとかもあるのですか。 

  

重松教育長 一年が終わったら振り返りもあります。それから、県から調査もあります。基本

的に中身というよりも、授業時数だとかいうことは、ありますね。 

  

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。 

よろしいですか。 

なければ採決に入ります。議案第５１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５３号「第５次西宮市総合計画の策定に伴う西宮市教育振興基本計

画策定の件」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 「第５次西宮市総合計画の策定に伴う西宮市教育振興基本計画策定の件」につき

まして、ご説明申し上げます。 

本市におきましては、総合計画の教育委員会所管分について、教育基本法に基づ

く「教育の振興のための施策に関する基本的な計画」として位置づけております。 

今回、平成３１年３月市議会におきまして、「第５次西宮市総合計画」が議案とし

て上程されたことから、本日、議案として付議するものでございます。 

内容につきましては、平成２９年１２月２０日より、幾たびかの教育委員会会議

においてご意見を頂戴し、また、市議会や審議会、パブリックコメントなどでの

ご意見を踏まえて、修正した点についてもご報告申し上げておりますので、本日
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は省略いたします。説明は以上でございます。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。 

特になければ、採決に入ります。議案第５３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、報告第２７号「丹波少年自然の家事務組合規約の変更に関する協議に対す

る意見決定の件」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 報告第２７号「丹波少年自然の家事務組合規約の変更に関する協議に対する意見

決定の件」について、報告いたします。 

本件は、２月６日の懇談会において、内容説明をさせていただいた案件でござい

ます。２月２０日に、市議会に「丹波少年自然の家事務組合規約の変更について」

の議案が提出され、同日付で市議会議長より教育長あてに、資料の別紙の裏面の

とおり、意見聴取の文書が送られてまいりました。 

市議会の日程の都合上、教育長の臨時代理によりまして、３月１日付で異議のな

い旨別紙の表面のとおり回答を行いましたので、報告をさせていただくものでご

ざいます。 

なお、その後、議案につきましては、３月７日の総務常任委員会において承認さ

れております。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。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２７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） 
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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３０年度『にしのみや学校評価ガイドライン』アンケー

トの結果について」を議題とします。 

ちょうど後１分ほどで多分、黙禱です。黙禱が終わってからにします。 

  

 （黙禱） 

  

重松教育長 それでは、一般報告①「平成３０年度『にしのみや学校評価ガイドライン』アン

ケートの結果について」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 平成３０年度の「にしのみや学校評価ガイドライン」アンケートの結果について、

報告いたします。 

「にしのみや学校評価ガイドライン」は、四つの領域１２の項目、４７の質問か

ら構成され、評価指標に沿って評価者が４段階で回答するようになっています。 

各校からの回答を集計する際に、達成、未達成の２段階に整理したものが、お手

元の資料でございます。 

昨年度と比較して見ますと、小学校では達成率が上がった質問が多く、中学校で

は達成率が下がった質問が多くなりました。しかし、上り幅、下がり幅は小さく、

全体の傾向としては、昨年度と大きな変化はなく、おおむね高い達成率を示して

おります。その中でも、比較的課題があると考えられる事項として、２点ご説明

いたします。 

１点目は資料１ページ〔２〕番、家庭・地域との連携の③番日々の学習の目的、

内容、評価の方法などの学習に関する情報を家庭に提供しているかについてです。 

小・中学校ともに昨年度よりも達成率が下がっています。昨今学習の目的や内容

評価の方法について、子供や保護者と共有するところの重要性が周知されて来ま

した。その月の学習内容については学年通信などで各家庭にお知らせしていると

ころは多いと思いますが、年間指導計画や評価基準を家庭に提供するところまで

至っていない学校が一部見受けられます。子供の学びを伴に支える意味からも担

当課として、学校が学習に関する情報を家庭と共有できるよう、校長会や教務主

任会その他各担当者会などで働きかけてまいります。 

２点目は、資料３ページ〔６〕番、キャリア教育についてです。 

小学校で未達成の校数が多くなっております。特に②番、キャリアノートなどを
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作成・活用し、子供が学習や活動を見通したり、振り返ったりして、自分を見つ

めることで、主体的にキャリアを形成していく力を育成する取り組みをしている

かについては、小・中学校ともに昨年度よりも達成率が下がり、未達成の学校が

多い状況にあります。 

学校教育課では、キャリア教育担当者会などの機会を捉えて、主に次の３点につ

いて改善を促していきたいと考えております。まず、キャリア教育担当教員が各

校にて、特別活動をかなめとして、キャリア教育を推進していく中心となること。

次に、教育活動をキャリア教育の視点から整理し、発達段階に応じた指導計画、

指導体制を整理すること。そして、児童生徒が学ぶことと自己の将来ともつなが

りを見通したり、学びのプロセスを規律し、振り返ったりすることができるキャ

リアノートなどの教材の活用を進めて行くことです。 

各校におきましては、事後評価の結果をもとに学校関係者評価を行うとともに、

翌年度の学校経営の方針に反映させるようにしております。 

学校教育課におきましても、ホームページでこの結果につきましては、公開する

とともに、次年度以降の校長会並びに教頭会など、各担当者会にて指導してまい

りたいと考えております。報告は以上でございます。 

  

重松教育長 この件につきまして、ご意見、ご質問はありませんか。 

  

長岡委員 この設問項目は、毎年同じ設問が設定されているということだったんですか。 

  

学校教育課長 毎年同じ設問項目というところでございますが、国や県のいろいろな動向に合わ

せまして、少し文言を変えてるところもございます。 

  

長岡委員 もう１点。この設問で評価するということは、年度当初に各学校には知らせてあ

るんでしょうか。 

  

学校教育課長 この件につきましては、西宮教育推進の方向に毎年掲載をして、これで評価をし

ますというところでしております。 

  

長岡委員 はい、わかりました。ありがとうございます。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 
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前川委員 ３ページのキャリア教育のところで、今、課長さんの方がキャリア教育の重要性

をしっかりと述べられていたので、とてもうれしい気持ちでした。 

学校の今働き方改革がいろいろ叫ばれてる中で、教員の研修を精選するとかいう

言葉を少し見たりします。ですが、私は、例えば今の話にもあったように、キャ

リア教育の担当者にしっかりとキャリア教育の大切さを研修してもらわないとい

けないと思っています。働き方改革というのは、子供に向き合って授業をしたり、

子供と遊んだり、保護者とつながったり、そして、研修もびっしり積んで、それ

で働き方が正常に展開しないと、私は、学校教育は滅びると思います。 

特活、学校行事を減らしたり、研修会を減らしたり、こんなことで僕は教育がや

っていけるのか、すごく心配してます。世の中の仕事の中で、研修を積まないで

いいような仕事がありますか。僕は公務員を離れて、今は別のところで働いてま

すが、みんなびっしり研修を積んでます。どの社会の人でも、それは会社じゃな

くても、個人のところでもいろいろ調べたり、いろいろ技を磨いたり、こうやっ

て仕事と働くことと向き合ってます。まして我々は、子供たち、それから市民皆

さんと向き合っているわけでしょ。この中で、働き方改革っていって研修を減ら

す、特活を減らす、学校行事を精選する、そんなことが時代に向き合ったり、子

供やそれから生涯にわたる学びに向き合うことになるのかなと。すごく私は不安

で、今の言葉に勇気づけられています。 

推進の方向で苦労してつくっていただいた資料を見ても、キャリア教育のページ

には、しっかりとした図表が出ていて、その中で簡単に「セルフエスティーム」

という言葉を使わずに「自己有用感」という言葉を使って、キャリア教育が何た

るかがきちんと研修材料にできるような資料をつくってもらっています。今の課

長さんの言葉と合わせて、特活が学校教育の要になるように。皆さん、学校教育

課で特活の担当をもしご自身がされてるとしたら、特活が滅びたり、特活がやり

過ぎんようになど、そんな特活担当者、自分がしてたら悔しくないですか。特活

は特活をしっかりとやるんです。しっかりやって算数も数学も全部しっかりやる

んです。何かだけを特別に大事にしたり、何かにしわ寄せがいったり、何かを薄

めるような、そんな教育を私は絶対にしたらいけないと思ってるので、別なとこ

に心配はあるんですが、そこと合わせて、少ししっかりと研修を積んで展開して

いただきたいという気持ちで、はい。伝えました。 

  

重松教育長 今のは意見ですね。お願いします。 
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側垣委員 このアンケートなんですが、これは学校内部の自己評価ということで、例えばキ

ャリア教育であったり、２番の項目の家庭、地域との連携ということからいうと、

これから目指していかなければいけないコミュニティースクールというか、地域

の方々の連携とか、開かれた教育課程であるなど、そういう方向性を考えるとき

に、もちろん自己評価は必要なんですけれども、外部の力をどれほど借りること

ができているか。例えばトライやる・ウィークなどは、子供たちのキャリア教育

の中の一環と私は思ってもいいと思うんです。そういう部分を今後、強化してい

く方向性のものであってほしいなというふうに願うんです。だから、自分たちの

立ち位置を確かめるというこの評価は、一つ必要かもしれませんけれども、もっ

と開かれた学校という形での、評価項目であったり、そういうものが今後ふえて

いってもいいんじゃないかなというふうにも思いました。 

  

長岡委員 側垣委員のことにも関連しますし、先ほどの私の確認の質問でもあったんですけ

れども、どの設問項目も教育ですからできて当たり前というか、もう当然１００％

を目指してやることが前提で、その確認という意味で評価がなされていると思う

んですけれども、少しの項目で１００％に達成できない項目があるんですが、こ

れについてはなぜできなかったのか、次へのアクションプランのような、こうす

れば来年度は達成できるだろうというようなことは、この評価の中で各学校が回

答するっていうのはあるんでしょうか。 

  

学校教育課長 各学校には、先にこの学校評価ガイドラインに沿って、このアンケートの結果を

出していただくとともに、特にできなかった項目であるとか、あるいは今年度力

を入れてこういうところが変わった項目につきましては、努力事項というような

ところで、ご提出いただいております。そこには当然、来年に向けての改善策も

書かれております。 

  

岩本委員 先ほど少し補足してっておっしゃっていた、２番の３あたりと、６番の２あたり

について、少し私の意見というか、こういうふうになったらいいなっていうその

話をさせていただきたいんですが、この２の３の、日々の学習目的を家庭に提供

していくかというところでは、やはり何十年前かと比べると、学級通信を先生が

出されるのが減っているのではないかと思います。もちろん先生もお忙しいので、

なかなか難しいのかなと思いますけれども、後は前も言ったことあると思うんで
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すけれども、年度始めの懇談会で先生が「こんなクラスにしたいんです。こんな

子供たちです。」っていうのを、しっかりと保護者の人に伝えていただきたいなっ

ていうことを徹底してもらえば、これが少し伸びるんじゃないかなと思いました。 

６番の２のキャリアノートについては、やはり私も前から言ってるんですが、そ

の６年間であったり、９年間である連続した一つのものを、子供が使うことで、

小っちゃいころはこんなふうに思ってたけど、今はこんなふうだなとか、年度ご

とに変わったり、紙で「あなたは将来どんな姿になりたいですか。」「あなたの将

来の夢は何ですか。」っていうことを、もう何回も何回もいろんなものに書かされ

るんですけれども、子供にとっては、もう一回書いてしまったものはどこかへ行

ってしまいますし、やはりずっと使えて、小っちゃいころの自分の考えを見られ

るようなものを、子供に与えていただきたいなと思います。 

それと、やはり学校の先生であったり、学校現場で働いていらっしゃる教職員の

皆さんが、子供たちにとっては一番身近な、働いている人の姿だと思いますので、

こんなところで、こんな人が働いているんだという機会を子供が実感できるよう

な学校であってほしいなと思います。希望です。 

  

側垣委員 もう１点、少し長くなりますけど、細かいとこなんですけど。２番の３の項目で

すね、今、岩本委員がおっしゃいましたけども、家庭に提供しているかというこ

とで、紙媒体を中心とした提供というのは、最近、保護者の方が読むのが非常に

少なくなってますよね。 

それで、やはり何かそのあたりの工夫、例えばホームページというのは、何かそ

ういう、具体的にはちょっと言えないですけども、インターネットなりそういう

ものを使った工夫、あるいは写真なりそういうもので即時的な情報を提供するな

ど。学校は数が多いですからあれですけども、やはり日々の活動の見える化とい

うか、そういうものも、わかれば協力も得られるし、興味も沸くし、保護者が子

供たちが学校ではどういうふうに過ごしているのかなということが、理解できる

と。そこに対して質問も上がってくるというふうな、学校と一体化するというか、

そういうふうなものになるんじゃないかなと。これまでのような紙媒体だけでは

ない何か、新しい取り組みというものを今後、検討していく必要があるのかなと

いうふうには思います。 

  

前川委員 紙媒体、読まなくなってますか。僕の時は、紙媒体がすごく好評だったですが。 
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岩本委員 やはり紙で書かれているものの方が、読む気にはなりますが。紙が多いですね。 

  

前川委員 多過ぎて読まない。 

  

岩本委員 中学生は紙を出さないとか。 

  

側垣委員 出さないとか、届かないとか、保護者に具体的に届かないとかがあります。 

  

岩本委員 日々どういう授業をしてるのかっていうのは、逆に先生から毎日こんなことをし

ましたよ、なんていうメールは、全然欲しいものではなくて、それはやはり親子

のコミュニケーションの中で伝えてもらいたいことですけれど、そこが根本的に

不足しがちな現代社会なので、そのあたり。 

  

側垣委員 少し加えて言うと、子供がどういうペーパーを学校からもらってきているのかと

いうこともご存じない保護者の方もいらっしゃる。読もうとしないというか、読

まないというか。何かそういう現状もあるのかなと。そのあたりを調査していた

だいてもいいと思いますけれど。 

  

学校教育課長 今、たくさんご意見を賜ったところなんですけれども、学習の手引きのような部

分は、年頭のはじめであるとかに、ある程度固まった量での紙媒体で配られるケ

ースが多いのかなと。日々の授業の様子などという部分は、先ほどおっしゃられ

ていたように学級通信であるとか、ホームページなどもそれぞれの学級ごとに、

掲載するのは少し難しいので、学年の様子であるなど、そういったページが設け

られて、公開されてることもございますし、それから、学校通信であるなど学校

によって異なる部分がありますけども、ＰＴＡだよりなども、紙で配られるだけ

ではなくて、ホームページにアップしてる学校も多くなってきております。 

それから、先ほどの学校評価ガイドラインにつきましては、事務局へ提出する分

ですけども、学校が子供たちの実態であるとか、地域の実態に即して、その学校

としての学校評価というようなものもホームページには数多く掲載していると。

ホームページを最近見てると、ある一定の発信量は、学校の方はしているのかな

というようなところは、事務局では感じております。 

  

側垣委員 ちょっと難しいですね。 
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重松教育長 なかなか難しいですね。一番見てほしい人に見てもらえないというのが。 

  

側垣委員 そうですね。はい。 

  

重松教育長 だからそのあたりのところを、何で出すかにしろ、なかなか難しいですね。 

  

前川委員 しつこいけども、学校の校長先生をされた方とかおられるでしょ。西宮浜につば

めの巣ができてるとか、毎年つばめが西宮浜にやってくるようになったとかね。

何かそういうことを普段の教室の中とか、朝礼の校長先生の言葉で伝える。それ

から鳴尾中学校の女子生徒が、自転車で倒れた方を助けてあげてなど、そんな日

常にある出来事を朝礼で言ったり、学校だよりやいろんなところに載せて、それ

を担任の先生が教室で「これＰＴＡだよりだけど、こんなこと載ってるわ。」とか

言って子供たちに渡すから、子供が家へ帰ったときに、「あ、そうやそうや。」と。

永六輔が言う、家に帰って笑わせろ。プリントをいっぱい配るのは、先生が忙し

いからかもしれない。だけど、このプリントは何のプリントかと言って、子供た

ちに僕はそこで、「読んでご覧おもしろいよ」とか、いろんなのもそうなんですよ。

夏休み前に配って、誰がそれを家で、家の人に渡しますか。捨てられる。そうじ

ゃなくて、「『読んでご覧おもしろいよ』の３ページ、これ先生読んだことあるよ。」

などと言って、そこが教育。だから、紙媒体を見ないじゃなくて、紙媒体を家へ

帰って、子供たちがそれを見て、お母さんとかおじいちゃんにそれを見せに行っ

たり、そこに僕は教育がないといけないと思う。 

  

学校教育部長 今の話、校長経験者として話ということですけれども、私は逆に学級通信が、私

の全校集会の話のネタだったんです。だから、全ての担任が私の机の上に学級通

信を置いてくれます。それを私は全部目を通して、それを全校集会のときに、あ

る学年のあるクラスで、こんな話題が載ってたっていうようなことを、全校集会

でお話をしてあげると、それをすごく喜んでくれるみたいで、全校集会中に、何

かこう子供らの、こんなことを頑張りましたとか、おまえのが読まれてるなどと

言うような感じになります。私は道徳の授業でこんな勉強をして、私はこう思い

ましたなんていうものを、全校的にシェアしてあげることで、何か少し子供たち

の中で世論がいい方向に向かうというか。そういう効果があったのかなというふ

うに思ってます。またそのことを、担任が私に伝えてくれるものですから、また
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そのことを今度は学校通信に載せて返していくと、学校通信も私が言ったことが

載ってるということで、家の方で紹介してくれたりとかいうようなことは、あっ

たかなというふうに思ってます。だから、日々のやりとりコミュニケーションが

そのまま保護者の方に入っていくような形をとれていたのは、割とこれはいい循

環をしたかなというふうな思いがあります。このようなことが、日々繰り返され

ていました。 

  

側垣委員 今、部長の話を伺って、最初に、冒頭に教育長がお話されたどういうふうに伝え

るかという工夫というかそういうものが本当に大切だなというのを、つくづく感

じました。やはり今、佐々木部長がおっしゃったようなサクセスストーリーの共

有というか、そういうのもやはり学校間あるいは校長先生の間、教員の間でそう

いうものが盛んになれば、そういうふうにやってみようかなというふうな形で保

護者に伝わるという一つのきっかけになるのかもしれない。いろんな工夫、取り

組みをしていただけるようにお願いしたいなと思います。 

  

重松教育長 いずれにしろ、こういうふうに評価したものについては、来年度４月のときにそ

れぞれの学校長へ全部返して、「こういうところが、できてませんでしたので、こ

こをまたよろしくお願いします。」というふうにやっていかないと、アンケートを

とってそれで終わってしまうのではなくて、それを受けて来年度どういうふうに

学校経営をするかということを考えてもらう必要があるのかなと思いますので、

またよろしくお願いします。 

いずれにしろ、それぞれのところがいろいろな文書を出してくるのでその文書を

どうやっていくのか非常に大変だと思いますけども、よろしくお願いします。 

じゃあ、これで、よろしいですか。一般報告の①を終了します。 

次に、一般報告②「平成３１年度（２０１９年度）西宮教育推進の方向について」

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 続きまして、平成３１年度西宮教育推進の方向につきましては、先月の懇談会以

降の変更点などにつきまして、学校教育課木田係長、社会教育課酒井係長より報

告をさせていただきます。 

  

学校教育課係長 平成３１年度西宮教育推進の方向につきまして、２月１２日の懇談会で協議いた

だいた後の修正箇所の説明をいたします。 
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資料といたしまして、冊子状の「西宮教育推進の方向」と年間行事計画の差しか

え版、修正箇所をＡ４判２枚にまとめました新旧対照表を提出させていただいて

おります。新旧対照表に沿ってご説明いたします。 

主な修正及び変更点といたしましては、全体を通しまして、表記の統一をいたし

ました。「あり方」「一人ひとり」「子ども」「はぐくむ」「いかす」など、規程に沿

ってそろえております。次に、目次につきまして、学校教育部と社会教育部で表

記の仕方が違っておりましたのでそろえております。 

続きまして、学校教育推進の目標のところでございます。２６ページで西宮版コ

ミュニティースクールのことを、２７ページで西宮浜小中学校の義務教育学校へ

向けた取り組みのことを追記しております。 

また、不登校児童生徒への対応に関することでご意見をいただいておりました。

４６ページ、生徒指導の充実のところで適応指導教室のことを追記しております。 

幼稚園教育の推進のページ、４８ページとなっておりますが、これは５０ページ

の誤りです。失礼いたしました。 

その５０ページに西宮の教育の視点というものを入れ込めないかというようなご

意見をいただきましたので、「西宮市立幼稚園では、多様な体験活動を重視し、遊

びを通した総合的な視点から、学びの基礎を培い、後伸びする力をはぐくむよう

取り組んでいる。」という文を追加いたしております。主な変更点は以上です。 

なお、５７ページから「現職教育一覧」いわゆる教職員の研修予定や別冊でお渡

しをいたしました「年間行事計画」につきましては、現在も調整中であり、今週

末に確定次第差替える予定にしております。 

また、３月末に組織改正が発表されましたならば、それに沿う形で、関連ページ

を最終的に修正したいとも考えております。 

以上で学校教育部の説明を終わらせていただきます。 

  

社会教育課係長 続きまして、社会教育部所管部分の修正箇所についてでございますが、対比表の

２ページ目、１枚目の裏面からですが、３ページにわたってまとめさせていただ

いております。 

この中から、特に先日ご意見をいただいた部分についてご説明を申し上げます。 

まず、６９ページからの「社会教育推進の目標」のうち、７０ページ第２段落に

「以上の流れを踏まえ、私たち社会教育関係職員は、これまでの社会教育の取り

組みを基盤に」とあった箇所に対して、「社会教育関係職員の決意表明のような表

記は要らないのではないか」というご意見を頂戴しまして、この部分につきまし
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て、「本市のこれまでの社会教育の取り組みを基盤に、学校教育と社会教育の連携

を一層努めながら」と表記を改めさせていただきました。 

次に、８７ページの北口図書館の写真につきまして、昨年度と同じ写真を使って

いるというご指摘をいただきましたが、これを中央図書館の写真に差しかえさせ

ていただきました。 

また、８８ページ中段の「来館困難な市民へのサービスの拡充」の項で、主な取

り組みとして、宅配サービスと配本サービスというよく似た表現が使われ、わか

りづらかった部分を「宅配サービスや郵送貸出の拡充」と「福祉施設等への配本

サービスの導入の検討」というように記述を改めさせていただきました。 

さらに、９７ページの「コミュニティ拠点施設の有効活用」のページに「公民館

地域学習推進員会」や「公民館運営協議会」といった類似の用語が使われていた

項につきましては、用語の解説を追記させていただきました。 

また合わせて、「シチズンシップ」という用語につきましても、説明を追記させて

いただきました。 

説明は以上でございますが、対比表にもありますように、ほかにも表現を改めた

り、表や図のデータを新しいものに改めた箇所もございますので、申し訳ありま

せんが詳細は対比表をご覧いただきたいと思います。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、ありませんか。 

  

前川委員 前回いろいろ言って、くめるところを丁寧にくんでいただいて説明してもらいま

した。本当に頭が下がります。ありがとうございます。 

重ねてまた勉強のために教えてください。例えばこの推進の方向の７ページやっ

たかな。７ページを見たら「シチズンシップ（市民性）」って載ってるんです。と

ころが、施政方針を見ると「地域における市民性、シチズンシップ」。そうすると、

「地域における市民性」と地域がつかずに「シチズンシップ」とは、意味が違う

んだろうかとか、この言葉は何にかかってるんだろうかとか、一市民、市政ニュ

ースの愛読者としては、非常に難しいです。教育委員会の推進の方向は「市民性

（シチズンシップ）」となってますよね。だから市民性とシチズンシップは、それ

ぞれどのような定義づけで展開されているのか。西宮の総合計画、教育の方針、

これらが。こういうことが、また私の勉強のためにどこか機会があれば説明して

ほしいと思います。シチズンシップについては、まちづくり条例みたいなところ

で、丁寧に説明、共有を図っている近隣市もありますので、西宮市でもぜひ市長
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さんと教育委員会が一緒に連携してまちづくり、教育づくりが進められるように

というお願いです。今日じゃなくて、今後また機会があったら、勉強させてくだ

さい。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。 

  

側垣委員 これは、少し前の懇談会のときに私の意見というかお願いというかがありまして、

人権教育のことなんですが、この推進の方向の中には、子供の権利条約、権利に

関する項目っていうのは、全く入っていないというか。子供の権利に関する教育

というのは、やはり大人の責務であるということから、その部分をきちんと明記

していくべきだというふうに、私はずっと考えています。 

例えば昨今、非常に急激にではないんですけども課題となっている、子供の虐待、

子供に対する人権侵害であるなど、子供の意見が尊重されないというふうな社会

的な傾向があるわけで、それについてやはり子供自身が権利の主体であるという

ことを、きちんと学べるような体制、あるいは教育の中でそういうことをきちん

と子供たちに伝えていく体制っていうのは、まさに今必要なのかなというふうに

考えています。 

ですから、今回この方向性の中には、以前教育長がこの前も検討しますっていう

ことをおっしゃっていただいたように、少し記憶はあるんですが、是非、視点の

中にそこを入れていかないと、どこか少し足りないなという考え方を私はずっと

持っています。 

やはり具体的なところで、大きな流れ基本の根本のところで、そこを補正してい

かないといけないんじゃないかなというふうに思いますので、その点、今後の具

体的な検討をお願いしたいなというふうに思います。 

  

重松教育長 この件については、議会の方からも意見が出てました。少しまた検討いただきた

いと思います。 

  

側垣委員 そうですね、いろんな意味で、いろんな分野から検討しないといけないとは思う

んですけれども。 

  

重松教育長 今後というか、来年度中。 
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側垣委員 そうですね、喫緊の課題だというふうに思っていますので、ぜひお願いをいたし

たいと思います。また、その点については、私自身も個人的にいろいろご協力を

させていただきたいなというふうに思ってます。現実にいろんなしんどい思いを

している子供とつき合っている人間としては、西宮市で暮らす子供たちのやはり

安心・自信・自由ということを保障していくためには、本当に必要なことではな

いかなというように思っています。 

  

重松教育長 ほかにはご意見、ございませんか。 

よろしいですか。 

また、ありましたらお願いします。いずれにしろ、「おわり」の部分のところはま

た少し資料等が、若干差し替えになると思いますので。今回はひょっとしたら間

に合わないかもしれないですけど、また、検討して、よろしくお願いします。 

  

岩本委員 すみません、ここでお尋ねしていいかわからないんですが、５月の１０連休があ

りますよね。そこで小学生たちは学校に行くことはないと思うんですが、中学校

の部活はどういう、何かこの日は絶対に学校に来てはいけないなど、そういう何

か教育委員会から各学校にお知らせなどは、特にないんでしょうか。そのことを

少しお伺いしたかったのですが。何か決まっていれば。今日決まっていなければ、

またいつか教えてください。 

  

学校教育課長 特に教育委員会の方から夏のような閉鎖日等の、そういうものはございません。

部活動方針に沿いまして、それぞれ適切な休養日をとっていくという形になって

まいります。特に、前半は大会等がありますので、そのあたりでオン・オフを切

りかえて例年はやっております。ゴールデンウイークも４月のところまでが大体

大会で、５月の後半のところは休みを多くしているのが毎年の傾向かなと捉えて

おります。 

  

側垣委員 一応基本的には、暦どおりですね、西宮市の場合は。 

  

重松教育長 そうです。一応暦どおりです。 

ほかにはございませんか。 

またありましたら、今後お願いしたいと思います。 

ではこれで、一般報告②を終了します。 
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次に、一般報告③「平成３１年度教育委員の活動予定について」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 一般報告の③「平成３１年度教育委員の活動予定について」説明させていただき

ます。 

お手元の資料の１枚目ですが、表の左側が今年度、平成３０年度中に教育委員の

皆様にご出席いただいた活動実績をまとめたものでございます。表の下の欄外に

小さく書いておりますが、皆様には延べ２７０回にわたり、会議や行事などにご

出席いただきました。これは昨年同時期と比べますと、４１回の増となっており

ます。ありがとうございます。 

また、表の右側は、新年度、平成３１年度の活動予定でございます。教育委員会

会議や、開催日が確定している行事などにつきましては、表に日付を入れており

ますので、ご予定の調整をお願いいたします。なお、日付が入っていないところ

は、現時点で開催日が未定ですので決まり次第お知らせさせていただき、その都

度、日程調整いたします。そのほか、皆様全員でご出席いただきたいものにつき

ましては、特に早目に日程調整できるよう努めさせていただきますので、ご協力

のほどよろしくお願いいたします。 

また、資料２枚目は教育委員の皆様お一人ずつの１年間の活動実績、資料３枚目

には、教育委員会会議の開催予定を掲載しておりますので、あわせてご確認くだ

さい。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。 

よろしいですか。なければ一般報告③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、傍聴の方はここで退出をお願いいたします。 

  

 （傍聴者退出） 

  

重松教育長 また、議案第５２号と一般報告④は秘密会で行いますので、関係者以外の職員も

退出してください。よろしくお願いします。 

  

 （関係者以外の職員退出） 
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重松教育長 では、再開します。議案第５２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 それでは採決に入ります。議案第５２号「人事に関する件」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。 

一般報告④「職員の処分（措置）について」を議題とします。 

教育人事課長、お願いします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 それでは一般報告④を終了します。説明員は交代してください。 

  

 （説明員交代） 

  

重松教育長 では、再開します。 

一般報告⑤「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 次に、一般報告⑥「教育課程検討委員会・評価検討委員会 中間報告Ⅱ(案)につ

いて」を議題とします。学校教育課長、お願いします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 じゃあ、よろしいですか。なければ一般報告⑥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。 
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では、これをもちまして、第１２回教育委員会定例会を閉会いたします。 

  

 （終了） 

 


