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平成２５年第１０回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 

 

１ 開催日   平成２５年５月２３日（木） 

２ 場 所      宝塚市役所  研修室 

３ 開会時間  午後１時３２分 

４ 閉会時間  午後３時３０分 

５ 出席した委員の氏名 

  小野 武委員長、井上 輝久委員、川名 紀美委員、種谷 有希子委員 

  及び井上 輝俊教育長 

６ 除斥した委員の氏名 

   

７ 委員及び傍聴人を除く、議場に出席した者 

  管理部長        和田 和久 

  学校教育部長      安井 優顕 

   社会教育部長      井ノ上 彰 

  管理室長        酒井 喜久 

  学校教育室長      五十嵐 孝 

  教育支援室長      田川 隆司 

  学校教育課長      橘  俊一 

  教育研究課長      井上 淑子 

  教育企画課副課長    橋詰 まゆ美 

  教育研究課係長     森脇 昌子 

８ 会議の書記 

  教育企画課係長     岩室 勝也 

  教育企画課事務職員    細井 妙子 

９ 議題 

○ 議案第２７号 平成２６年度使用宝塚市公立学校教科用図書の採択の基本方針及

び平成２６年度使用学校教育法附則第９条に規定する教科用図書採

択方針の決定について 

10 その他 

  ○（教育委員報告事項） 宝塚市教育振興基本計画の重点テーマ化について 

  ○（協議事項） 宝塚市教育委員会の組織改正について 

○（報告事項） 平成２５年度 教育委員会の事務執行評価の実施方法及び日程につ

いて 

○ （報告事項） 宝塚市体罰防止対策推進会議の開催について 
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 会議の概要 

 ─────────── 開会 午後 １時３２分 ───────────── 

小野委員長  それでは、定刻になりましたので、平成２５年第１０回宝塚市教育委員会

の会議を行いたいと思います。 

       本日の署名委員は井上教育長ですので、よろしくお願いします。 

       本日の付議案件は、議案が１件、議決事項以外の案件が４件でございます。

進行について、事務局から意見をお願いいたします。 

酒井室長   本日は、議案が１件、議決事項以外の案件が４件でございます。付議案件

といたしましては、議案第２７号 平成２６年度使用宝塚市公立学校教科用

図書の採択の基本方針及び平成２６年度使用学校教育法附則第９条に規定す

る教科用図書採択方針の決定についてでございます。議決事項以外の案件と

しましては４件です。１件目は、宝塚市教育振興基本計画の重点テーマ化に

ついて、２件目が、宝塚市教育委員会の組織改正について、３件目が、平成

２５年度、教育委員会の事務執行評価の実施方法及び日程について、４件目

が、宝塚市体罰防止対策推進会議の開催について、以上の４件でございます。

この順番でご審議いただきますようにお願いいたします。以上です。 

小野委員長  それでは、事務局のほうから提案のあった順番で審議を進めたいと思い 

ますが、よろしいですか。 

委員     （異議なし） 

小野委員長  それでは、最初に、議案第２７号 平成２６年度使用宝塚市公立学校教科

用図書の採択の基本方針及び平成２６年度使用学校教育法附則第９条に規定

する教科用図書採択方針の決定について、関係部署からのご説明をお願い 

いたします。 

井上課長   議案第２７号 平成２６年度使用宝塚市公立学校教科用図書の採択の基本

方針及び平成２６年度使用学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採

択方針の決定について、提案理由をご説明申し上げます。 

       本件は、平成２６年度に使用する教科用図書について、採択の基本方針等

を定めるものです。採択の基本方針につきましては、平成２５年４月２４日

に開催された、第８回教育委員会の会議で議決いただいた案をもって、４月

３０日に宝塚市公立学校教科用図書採択協議会に諮問をしました。 

       宝塚市公立学校教科用図書採択協議会では、採択協議会委員から、基本方

針（案）について、「一般図書は毎年、採択がえを行うことができるので、十

分な調査研究をし、より児童生徒に合った適切な図書を採択することが重要

です。」という意見や、適正かつ公正な採択の確保を図ることについて、「教

科書採択を進める基本姿勢として、基本方針に明記しておくことが大事なこ

とであり、開かれた教科書採択が重要である点も含め、原案を支持します。」

という意見が出されました。 

       平成２６年度使用学校教育法附則第９条に規定する教科用図書（一般図書）

の採択方針（案）については、本市の在籍児童生徒の実態について、障がい

の種別や程度などに関する事務局の説明を聞いた上で、採択協議会委員から、
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「障がいの種別も多く、重度の子どもも多いので、自己実現に向けて、持て

る力を伸ばす教科書が必要であり、それらが明記されている点で、原案に賛

成します。」という意見や、「一般図書については、採用されている絵の色彩

や文字の配置など、子どもの感性に訴えることができるものを選ぶことが必

要であると思います。その点で原案を支持します。」などの意見が出されまし

た。 

       最終的に、教育委員会が諮問した基本方針等の案に対して、採択協議会委

員全員の賛成を得、５月１４日に採択協議会会長から宝塚市教育委員会あて、

その旨の答申をいただきました。よって、今回この答申を踏まえて、平成 

２６年度使用宝塚市公立学校教科用図書の採択の基本方針及び平成２６年度

使用学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択方針を決定するもの

でございます。 

       説明は以上でございます。 

小野委員長  ありがとうございました。それでは次に、質疑に入りたいと思いますけれ

ども、何かご質問はございますでしょうか。 

川名委員   今回の議案とは直接関係ないんですが、数日前に、発達障がいに理解が深

まって、きめ細かい教育を受けたいと思う人が増えて、全国的に見たら施設

も先生も足りないというふうな報道があったんですけれど、宝塚市の場合は

今のところ、特別支援学級で学びたいというニーズと、提供する側の、教員

の方とか教室は足りているんでしょうか。 

井上課長   特別支援学級への入級を希望される方につきましては、すべて入級してい

ただいております。教員に関しましては定数がございますが、より深い教育

ができるよう、市で介助員等を配置しております。 

川名委員   やっぱり希望は増えているんでしょうか。そういう特別な教育を受けたい

というご両親の希望というのは増えているんでしょうか。 

井上課長   そうですね。ご両親が希望されることも増えておりますし、教員が、やは

り、学習を重ねる中で、気づいていくということも、増えております。 

橘課長    学校教育課のほうで、特別支援教育の担当をしておりますので、説明させ

ていただきます。幼稚園、保育所のほうから学校に進学するお子さんのうち、

特別支援学級または特別支援学校を希望される方については、市のほうで就

学指導委員会という専門的な、大学の先生を含めた、そういう会がございま

すので、こちらのほうで協議いただいた結果を保護者のほうに提示をさせて

いただいております。ただそれは、あくまでも参考意見であって、保護者の

方の希望ということを優先して学級申請等をしております。本市については、

希望される方は皆さん、特別支援学級へ入っていただいております。 

小野委員長  養護学校がありますよね。大変、手厚くやっていると思うんですけれども、

あそこも、希望する方は、ほぼ全員が入れるのでしょうか。 

橘課長    養護学校は肢体不自由に特化した学校になりますので、それと重複した障

がいがあるお子さんもいらっしゃるんですけれども、小中学校はあくまでも

義務教育ですので、希望されたお子さんは全員入っていただくということに
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なっています。 

       高等部については、試験はさせていただきますけれども、今のところ、 全

員入学していただいているところでございます。 

小野委員長  ほかはよろしいでしょうか。 

       それでは、議案第２７号は、この原案どおり可決することで異議ございま

せんか。 

委員    （異議なし） 

小野委員長  それでは、議案第２７号を可決したいと思います。 

       それでは、続きまして、この順番どおりでいきますと、宝塚市教育振興基

本計画の重点テーマ化について、これは私のほうから説明をさせていただき

たいと思いますけれども、先日お配りした資料、縦長のＡ３と、横長のＡ３

と、それから、Ａ４を閉じたものの３枚つづりでございます。最初に、これ

を提案した背景をご説明させていただきたいと思います。 

       実は、この３月に教育委員会の協議会で説明させていただいたんですけれ

ども、教育委員の皆さんが新しいことと、それから、事務局の方も新しい方

がございますので、もう一回、ぜひ説明をさせていただきたいなと思います。 

       経緯は、いろんな思いがあるんですけれども、最初に私が教育委員になり

まして、教育振興基本計画の冊子をいただきました。ざっと目を通しました

ときに、大変、施策が多くて、宝塚の教育はこれだという、へそが明快にわ

かるようなことではなくて、これは、恐らく教育現場でも、余りふだん活用

はされていないものだなという印象を持ちました。 

       その後に、実は、教育振興基本計画というのが、国のほうでも、平成２０

年度に文科省のほうで、ぜひ教育予算を増やしたいということから、こうい

うものをつくって、こんなにやることがあるんだから、予算を増やせと。そ

して、文教族も一緒になって、相当頑張って、当時の予算が、ＧＤＰ比で 3.5％、

今でもそうなんですけれども、それを１０年かかって、先進国並みの５％ま

で何とか上げたいと頑張ったんですが、それは、実は実現しませんで、予算

はもう本当に最低のレベルのままでございます。そういうことで、それを受

けた兵庫県、あるいは市でもつくったので、恐らく、この網羅性という点で

は仕方がないのかなという納得をいたしました。 

       今度は、昨年の９月に、今も議論があります、この事務執行評価をしまし

て、そのときに、今度は詳細に、つぶさに見せていただきましたけれども、

後にもう一度触れますが、同じような項目の繰り返しが非常に多くて、非常

にわかりづらい。そうすると、この項目をもう少し整理すると、もっとわか

りやすい内容にできるんじゃないかなと思ったのが一つです。 

       それから、もう一つは、これをやるのに、相当、手間ひまがかかっている

んでしょうけれども、これをやったことで、大変失礼な言い方かもしれませ

んけれども、宝塚の教育が改善されるという感じは、申しわけないけれど、

全く受けませんでした。ただ、これは法律で、教育委員会としても、ちゃん

とこういうことをやりなさいと決められているわけですから、やらないとい
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けないと。それにしても、何とか、もう少し、効率化を図れないのかなと、

こう思ったわけでございます。 

       それで、インターネット等で他市のものを調べますと、政策の中で、重点

テーマというのを決めまして、重点テーマとそれ以外で、評価の仕方を変え

るとか、重点テーマだけは外部委員の方も一緒になって審議してもらって、

それ以外のものは事務局の部長以下で議論をしていくとか、濃淡をつけてや

っているんですね。したがって、私も、何とか重点テーマ化して、この事務

評価の効率化ができないかというように思ったわけでございます。 

       一方、もう今はいませんけれども、脇舛委員は、これができたときに、教

育委員をやっていらっしゃいまして、この項目の多さは何だと。そのときか

ら、重点化、重点化と叫んでおられたようでございまして、そこで、私と脇

舛委員の思惑が一致しまして、昨年の末から、実は二人で、いろいろと議論

をしながら、この重点化を進めてきたということです。 

       ちょうど昨年の暮れに、この基本計画をつくったときの副委員長、それか

ら第三者評価の委員長であります、京都府大の窪田先生にお会いして、お話

を聞く機会もあったんですけれども、窪田先生は、なぜそんなに項目が多い

んですかということに対しては、委員の方が多くて、いろんな方がいろいろ

思惑がありますから、その項目が要らないよとは、なかなか言えずに、これ

だけたくさんの項目になってしまったんだと。私も脇舛委員も、最初は、こ

の項目を思い切って減らせないかと考えたんですけれども、窪田先生からは、

５年したら見直しの期間がありますから、そこまでは、項目の削減というの

はやめたほうがいいと。ただし、重点化は全く問題がないんじゃないですか

ということがございましたので、この基本計画の中で、重点化ということに

絞って、仕事を進めようと。 

       その後にわかったことは、どうも、ここに書いてあるのは、皆さんの事務

局の部ごとにいろいろ仕事を、おのおのの部局がこういうことをやっている

と、そういう形で整理しているんだなと。したがって、後でも説明しますけ

れども、同じような項目がいろいろ出てくるのは、部によって、同じような

ことをやっているせいでのことなんだなということを理解したんですけれど

も、市民の目線から見たら、部がどうのというのは、見えませんから、やっ

ぱり施策ごとに似たものは一緒にしてくれたほうが、はるかにわかりやすい

というような思いがございまして、そういうことで、重点化を進めたいとい

うことです。 

       前置きが長くなってしまったんですが、最初はちょっと重点化とは少し違

うかもしれませんけれども、似たような項目を一回まとめてみようというこ

とで、Ａ３の縦長の紙を見ていただきたいんですが、これを見ていただきま

すと、例えば、一番わかりやすいのは、左の下の基本方針の１１というとこ

ろに、Ｅと書いてありますけれども、ここには、「家庭・地域と連携し、子ど

もの発達を支援します。」という項目があります。今度は、基本方針７の右側

のほうにずっとあって、Ｅというところを見てほしいんですけれども、基本
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方針７の（６）「学校園の情報を発信するとともに、地域の教育力を活用しま

す。」これは今の家庭・地域の連携と全く同じなのではないのかなと。あるい

は、下の基本方針１２番のところのＥですが、ここも（２）の「地域の学習

資源を集め役立てます。」と（５）の「家庭と地域の連携を強めて学校を支え

ます。」これはまさに、基本方針１１でうたっている内容だなということで、

これはぜひ、このＥの部分に集めるべきではないかなと。 

       それから、今度は左上のＢで、基本方針６、「ことばを大切にし、感性豊か

な子どもを育てます。」それと、「読書活動を推進します。」とありますが、そ

の下の基本方針７のところの（５）Ｂとありますけれども、「学校図書館の充

実を図ります。」これも、この基本方針（６）で読書活動と学校図書館、合わ

せて考えられるのではないかなと思います。 

       それから、Ｃのところで、「学校園の組織の充実」とありますけれども、こ

こは実は、このＣの７番目に、「事務改善を促進し、教職員等の多忙化の解消

を目指します。」とありまして、基本方針８の１番には、「教職員の体と心を

守ります。」、これは同じだよな。それから、その下の「管理職を育成し、主

幹教諭の適正配置と活用を進めます」も、どっちかと言ったらＣに区分でき

るのかなと思って、一緒にできないのかと思います。 

       あるいは、基本方針８のＤ、「学校教育を担う人材の育成に努めます。」こ

こには、（２）の「教職員の研修体制の充実を図ります。」というのがありま

すが、その上の基本方針７のところには、４番目、「学校園での研究 体制の

充実を図ります。」教職員の研修体制と学校園の研究体制という、言葉の違い

はありますけれど、これも似たようなことではないのかなというようなこと

で、ざっと今、ご説明しましたけれども、そういうことで、横長のＡ３を見

ていただきまして、今言ったことの繰り返しなんですけれど、そのＡ３の横

長の紙で、下線をつけているところに、例えば、基本方針の３、これはちょ

っとさっき説明しませんでしたけれども、「心身ともに健やかな子どもを育て

ます。」というところの中に、（２）「食育や健康教育を推進します。」という

のがあるんですが、これも基本方針９の２に「安全・安心な学校給食を提供

します。」というのがあるんで、これも、食育と学校給食、一緒のほうがわか

りやすくないかなと思います。 

       それから、６番目のところ、さっき申し上げましたように、「読書活動と学

校図書館の充実」、それから、７番目は、これもさっき言いましたように、「事

務改善の促進」、３番目のやつと、４番、「教職員の体と心を守ります。」これ

も同じ取り組みではないのかな。 

       ちょっと全く蛇足でございますけれども、この７番目の項目１に、「教育委

員会制度の充実、活性化を図ります。」なんていうのが、こういうところに入

ってきますから、言わんとすることは、分からなくもないんですが、全体と

してはちょっとわかりづらくなってしまっていると思います。 

       それから、右側にまいりまして、基本方針の８、これはさっき申し上げま

したけれども、もともと「教職員の研修体制」というのがここにあるわけで
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すけれども、さっき申し上げましたように、基本方針７のほうにあった「学

校園の研究体制の充実を図ります。」というのと一緒にするとわかりやすいの

ではないのかなと。 

       あとは、基本方針１１、「家庭・地域と連携し、子どもの発達を支援します。」

というのは、「学校園の情報を発信するとともに、地域の教育力を活用しま

す。」、「地域の学習資源を集め役立てます。」、「家庭と地域の連携を強めて学

校を支えます。」というのはまさに、ここに当たるのではないかと思います。 

       一番下のほうで、１４番、社会教育の部分ですけれども、基本方針１４、

「歴史と文化が息づくふるさとを守ります。」というところには、むしろ、「伝

統・文化等に関する教育を進めます。」というのが、ここに入ってくるのがふ

さわしいのではないのかなということで、こういう並べかえを、一回やって

みたと。これは単にそういうものでございます。 

       それでいよいよ、Ａ４でとじてある紙ですが、重点化というのは何なんだ

と。これは、一旦これから離れまして、脇舛委員と、一体、宝塚の教育に何

が一番大切なんだろうかという話をしまして、この紙には、特に書いていま

せんけれども、兵庫教育大学の先生の講演を聴きまして、その際に、「子ども

が通いたくなる学校」という言葉がありまして、やっぱりそれが第一だなと。

子どもが楽しく通える学校を実現することが一番大切ではないかと。そのた

めには、先生の授業力をアップして、楽しいクラスをつくってもらうことが、

まず一つかなと。 

       もう一つは、これもちょっと、後でお話ししますけれど、すばらしい教育

実践を行っているところというのは、間違いなく、学校、家庭、地域の連携

がうまくいっているということで、学校、家庭、地域の連携、これをやっぱ

り２つ目の柱にしたいなということで、２つをとりあえず、選んだと。 

       ほかにはもちろん、読書であるとか、英語はどうなの、情報教育はどうな

のというあれもありましたけれども、とりあえずは、余りあれもこれも言わ

ずに、重点テーマに特化しようと。ちなみに、尼崎は学力、伊丹は読書とい

うのを重点に置いているというふうに聞いております。 

       そういうことで、まず、授業力という点で、このＡ４の１ページ目になり

ますけれども、基本方針２のところで、「学ぶ意欲を高め、確かな学力の定着

を図ります。」というところで、「基礎基本を確実に定着させます。」。「魅力あ

る授業、わかる授業の充実に努めます。」、これは、もともとあったあれです

けれども、ここに、①から⑤、これは私と脇舛委員でいろいろお話して、つ

け加えたんです。「教師が授業に集中できる環境を整えます。」、「研修を通じ、

教師の授業力アップに集中的に取り組みます。」、「教師がカリキュラムの策定

を行いやすい環境を整備します。」、「学力テストの結果を真摯に検討し、その

後の授業力アップに役立てます。」、「各学校に、さまざまな形での補習授業を

整備し、基礎的な学力の定着を図ります。」、これが、授業力の項目にならな

いかなと。 

       それから、２ページ目に、やっぱり授業力アップのために、先生の多忙を
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解消して、先生が授業に、できるだけ集中できるような環境ができないのか

なと。これは、ある本で読んだんですけれども、ある小学校では、いろいろ

と先進的な取り組みを行ってまして、先生方が授業にかかわる時間が、一般

にはそれが平均５０％ぐらいだけども、その学校では大体、持ち時間の８割

ぐらいだとそこには書いてありました。いろいろ改善して、８割ぐらいにも

っていったと書いてありましたけれども、そういうことで、少なくとも、本

当に先生方の仕事を何とか減らせないのかということで、これも①、②は、

我々がつけ加えたんですけれども、「教職員の仕事の業務仕分けを行い、仕事

量を減らします。」、それから、②は、これは中学校の部活に関して、いろい

ろ議論がありまして、いろいろ聞いていますと、今のままでいいんじゃない

かという声が、結構、強いんですけれども、もう一度、部活に余りにも時間

をとられる先生がいるとしたらそれも問題と思いまして、もう一回、フラッ

トに、部活に関しても話し合うことも必要かなと思いまして、入れておりま

す。 

       それから、４番目の「教職員の体と心を守ります。」、これはもともとあっ

たのですけれども、そのために先生方の協働性を高めて、互いに助け合うと

いう職場ができると、先生の心は折れづらい。実際、そうなんだろうなと思

ったりしますので、ぜひ、やっぱりこういう協働性のある職場を、これは言

うは易く、行うは難しかもしれませんけれども、それができないのかなと。 

       それから、８番目に、「学校園の研究体制の充実を図ります。」、というのと、

「教職員の研修体制の充実を図ります。」、これは、脇舛委員はとにかく、二

言目には研修、研修とおっしゃっていましたので入れたわけですけれども、

ここに３つぐらい書いてありますが、要は、先生に本当に合った研修という

のは何なのかなということを、今後もぜひ、追及して、先生方が喜んで受け

るような研修を何とかできないのかなというのが理想的な形じゃないかと思

います。 

       それから、最後のページに、基本方針１１で、「家庭、地域と連携し、子ど

もの発達を支援します。」というところでは、これも繰り返しですけれども、

「学校園の情報を発信するとともに、地域の教育力を活用します。」、「地域の

学習資源を集め役立てます。」、「家庭と地域の連携を深めて、学校を支えま

す。」ということで、これは我々が上げたんですけれども、まず、１は、開か

れた学校を実現しないといけないんじゃないかなと。それから、②は、今、

学校応援団、いろんなものがありますけれども、それをさらに全校に広める

ことができないかなと。 

       あとは、何度も言いますけれども、こういう点で非常に進んでいる地域が

ありますので、そういうところを学んで、当市に導入できる部分は導入して

いきたいと考えます。そして、重点テーマとして、授業力アップと、地域と

学校の連携強化。授業力アップのためには、先生が何とか授業に集中できる

ようにする、あとは、研修を充実するみたいなことを述べたんですけれども、

実はこれ、並べ替えなんかもしたんですけれども、もともとの基本計画自身



平成 25 年第 10 回会議録 

 - 9 - 

の成立が、相当いろいろ手続きを踏んでできてますから、簡単に並べ替えな

んていうのも、実現が難しいようです。従って、そこまではやる必要はない

なと思っているんですけれども、ぜひお願いは、皆さん方もまた、事務評価

するわけですけれども、さっき言いましたように、部ごとに恐らく持たれて

いるものを、一回、例えば、地域と学校の連携なんかだとしたら、一緒に括

ってみて、もう少し組織をまたいでやると、いい仕事ができないのか、ある

いは、無駄が省けないのかということをぜひ、できたら議論していただきた

いなと。あるいは、今度は我々もヒアリングをするとしたら、関連するやつ

は、できたら一緒に皆さんの説明を聞きながら、そういう、さっき言いまし

たようなことができないのかなと思っている次第でございます。 

       ということで、ちょっと、余り結論めいたことがないんですけれども、私

と脇舛委員とで議論しまして、宝塚はとにかく楽しいクラス、授業力という

ことで、重点取り組みできないかなと考えている次第でございます。 

       何かご質問、ご意見はございますでしょうか。 

       すぐには、なかなかご理解いただけないと思いますので、また後で、機会

がありましたらゆっくり見ていただいて、何かの折にこういう議論をまたや

りたいと思います。そして私も、実は教育長ともお話ししたんですけれども、

宝塚の教育で何が本当に一番、目玉かというのは、ぜひ要るんじゃないかな

と。必ずしも今、私が申し上げたものでなくてもいいんですけれども、やっ

ぱり宝塚はこれが売りだという点を、ぜひ、皆さんで議論をしながら、これ

からつくっていけたらなと考えますので、よろしくお願いしたいと思います。 

種谷委員   重点テーマを決めるということはいいことだと思うし、１５個も方針があ

るので、それはまったくいいことだと思いますが、その重点化したときの、

そういうことが目的ではなく、した後に、それをどう実施していくかという

のが大事だと思うんですけれども、それはどういうようなイメージかが、ち

ょっと私の中で、今のご説明では描けなかったので、何かこう。 

小野委員長  それは、例えば、その予算をできるだけ、そういうところに重点的に配分

するとか、そういうことが一つあると思いますし、それから、もちろん、さ

っき言いましたように、読書もやればいいとか、英語もこれから大事だよね

と出てくるんですけれども、やっぱりあれもこれもだと、どうしても拡散し

てしまうと思うんです。そういう点で僕は、そういうものに集中しながら、

我々自身が、もちろん何か意識したりも必要だと思いますが、一つは、今の

種谷委員のご質問に対しては、具体的には例えば予算であれば、それに重点

的に配分するとかはあると思うんですね。 

       それから、もう一つ、これは大変、姑息なことかもしれませんけれども、

事務効率化で、例えば、事務評価も重点テーマだけを厚くやって、ほかは省

略してやっちゃおうとか、そんな方法もできないことはないのかなと。他市

がやっている例はありますけれども。 

川名委員   私も重点化は賛成です。これを見て、何か頭がぐらぐらというか、これを

全部やるのは無理だろうと。恐らく、現場の先生方も認識していらっしゃる
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と思いますが、ただ、何を重点にしましょうという点でも、これでいきます

よというのは、ここで決めてしまって、皆さん、宝塚はこれですから、これ

で頑張ってくださいというようなことでいいのか。現場の方が何を最もやり

たいと思っているのか、多少なりとも、それを聞いたほうがいいんじゃない

かなという気もするんですね。でないと、実際にやっていただくのは現場の

先生たちがやって下さるわけですからここで決めて、号令をかけるというわ

けにもいかないだろうなと。そうすると、みんなが何を感じているのかとか、

何を、もし何か一つ、二つ、力を入れるとしたら、何か。それは、学校によ

っても違うかもしれませんし。そのあたり、重点の項目を絞り込んでいくと

きに、何かちょっと意見を聴く機会があってもいいのかなという気もするん

ですが。 

小野委員長  それはおっしゃるとおりですね。まさに川名委員がおっしゃったように、

実際に教育を進めている皆さんは先生方ですから、その方たちが納得しない

と、我々が幾ら上からこうだと言っても、全然、進みませんね。だから、こ

れから僕もできたらそういう場を設けながら、全くそれにこだわることはな

いので。 

川名委員   これはいつまで続くんですか。５年とか。 

小野委員長  これは一応、１０年間。１０年間ですね、これはね。形はね。５年目に見

直す。それに向けての意見集約でもいいんですけれどね。 

川名委員   そうですね。多分、こういうことはとても準備が要るんだと思うんですね。

そして、２２年ということは、まだ始まったばかり。 

井上教育長  ２０１１年度から、２０２０年度までの計画ですから、１０年間です。こ

れは２３年度からスタートしたから、現在は始まってから２年です。 

       重点化について、どうこうということではないのですが、委員長に申し上

げたのは、これをつくるときに、私はいませんでしたが、当然、教育委員会

の事務局以外にも、これをつくるためのメンバーがおられたわけです。そこ

には、学校の先生もいるし、校長先生もいらっしゃる、それから学識経験の

ある方、そういう方が入っておられたと思います。これは一定の手続を経て、

いろんな意見を交換しながらつくられた。それからパブリックコメントもさ

れています。市民からの声を聞いて、それを反映しています。それから、議

会にもこれは説明して、理解をいただいています。だから、重点化とか、場

所を変えるとしても、一定の手続きが必要になってきます。 

川名委員   一定、民主的な手続きを経て、これが成立しているということですね。大

方針を決めるときには、どうしても、こういう網羅的なものにならざるを得

ませんよね。あれが抜けている、これが抜けているということにもなってく

るわけですからね。ですから、これはこれとして、でも、この２年間、ある

いは、この３年間は、これを中心にやりましょうみたいなことであれば、別

に、これを変えてしまうとか、反故にするとかということではなく、ここに

挙がっている中のこれとこれを、最初の３年間はこの２つでいきましょうと

か、何かちょっとやり方を工夫して。 
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井上委員   今、川名委員が言われたように、やはり現場が一番大事ですよね。だから、

できるだけ、学校に行っていただいて、先生なり、保護者の意見も聞いて、

こういうことをこの学校はしているんだなと。そういうのを意識していただ

いて、それをこういう形で反映させていく。だから学校には行くべきですね。 

小野委員長  私がまことに残念だと思いますのは、これを見ても、これはじゃあ、具体

的に何に使われているかといったら、大変申しわけない、学校の校長先生が、

学校ごとに目標もあると思いますけど、これを見ながら、これかなというの

は、まずないんだろうなと。これだけ網羅的なあれですから。恐らく、この

事務評価をやるときは、この項目ごとにやっているから、だから、これ、こ

ういうことを言ってはいけないかもしれませんけれども、事務評価をやると

きだけにこれが使われているんだなと。もしくは予算の時にも使われている

と思いますけれど。だから、もともと文部科学省の方針がそもそもそういう

目的ですから。 

井上教育長  今、言われていましたが、行政は市民ニーズでも多く、全てとなるとなか

なかできないです。なので、その中から、この３年間は重点的にこれをしよ

うという感じで、予算を優先的に配分する感じですね。だから教育でも、今

年度、こういうことを重点的にやっていきましょうというようなことは、決

めてもいいと思います。新たなものを作成するというのではなしに。 

       例えば、今、提案されている基本方針の「魅力ある授業、わかる授業の充

実に努めます」というところの、①から⑤というのは、これは、委員長のお

考えですか。 

小野委員長  脇舛さんが教育委員だった頃に、一緒に考えたことです。 

井上教育長  この案を、仮にここで徹底していくと決めたとしても、これがどれだけの

スピードでできて、実態はどうなのかということを説明しないと、なかなか

理解されないと思います。例えば、「教師が授業に集中できる環境を整えま

す。」、これは何が問題で、何の環境を整えます、なのか。 

小野委員長  だから、それは本当に先生方が何に今、忙しいのかと。基本計画にもこの

先生の繁忙感というのがあるんですけれども、あれを見ても先生は何に忙し

いのといったら、わからないんですよね。だから、先生は、どんなことで忙

しいのか。もちろん、不要な仕事をやっているとは思わないです。何か、こ

れはやらなくていいよ、そういうことを言ってあげられないのかという気が、

すごくするんですよね。 

       これは恐らく、そういう議論をしていても、永遠と続いてしまいますから、

僕も川名委員がおっしゃるように、あるときに、現場の先生との対話がやっ

ぱり必要だと思うんですけれども、今まさに、川名委員がおっしゃっている

ように、例えば、ことし、来年はこれでいこうかみたいなことは、例えば、

こういうメンバーである程度、認識しながら、決めても悪くはないんじゃな

いかなという気はするんですけれど。 

井上教育長  先ほど言われた２番の中で、「研修を通じ、教師の授業力アップに集中的に

取り組みます。」これは、研修は、今既に教育研究課でやっていますから、そ
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の研修のどこに問題があるのか、どういう課題があるのか。それがわからな

いと、何を集中的に取り組む必要があるのか理解されません。私、なぜ、こ

れを言うかといいますと、研修と、４番の「学力テストの結果を真摯に検討

し」というもの、これは、教育委員会の中でも議論してもらわないといけな

い内容だと思っているのです。できるだけ教育委員会の中で、こういう結果

でした、どうしましょうというのは議論してもらわないといけない。 

小野委員長  そしたら、やはり学力テストなんか、まさに今回、やったわけですから、

それをどうやって解析して、ということですか。 

井上教育長  今年度のテストは４月末に終了していますが、その結果が出てきたときに、

宝塚市の状況を、ここで報告して、その結果をどう返していくかについて、

議論してもらわないといけないと思っています。課題のあるものはそういう

ふうにして、議論してもらいたいなと思っています。 

種谷委員   重点的にこれをやっていきましょうというのを決めるだけでは、全然、物

事は進まないと思うので、つまり、おっしゃられるように、もうこれでやる

ということになるならば、例えば、研修は実際、今されているわけだから、

それに、何の問題があるのかということを調査して、それで検討して、どう

直すのかということを取り組んでいきましょうと決める。その結果として、

魅力ある授業につながっていくというように、具体的に何をやるのかという

のを決めないと、あっという間に時間はたつので、というのが１点と、それ

であれば、先ほど聞いていた部分では、研修が功を奏していないのであれば

それはなぜなのかということを検討していただいて、それをこちらで検討し

て、直していくということはやるべきだと思うし、学力テストの実施結果を

どう生かしていくのかということがありますし、ちょっと話が違うかも知れ

ないですが、教育アンケートというのを、やる、やらないという話がちらっ

とあったかと思うんですけれども、それも結果として、魅力ある授業につな

げるためには、そういうことをやるという方向で決めていったほうが、項目

を決めていって、それを実施していく、それが「魅力ある授業」につながる

というように、何か決めていかないと、全然進まないと思います。 

小野委員長  おっしゃるとおり、私も実はこの前、事務局が行う研修のテーマの一覧を

いただきましたが、本当は、その研修も、どういう研修があって、先生方が、

本当は先生の生の声がいいのかもしれませんけれども、どういう研修を本当

に期待しているのか。あとは、脇舛委員が言っていたのは、指定研修みたい

なものを学校ごとにやるわけですよね。あの頻度をとにかくもっと増やした

いと。本当は今、種谷委員がおっしゃったように、この項目ごとに、あると

ころで議論をする、それは、僕は別にこれに限らずに、この前も学力テスト

のやつで、一回ぜひ、どういう整理の仕方をするのか、８月に国から結果が

来るわけですけれども、ぜひ、ここでも議論して、それに沿って、昨年はと

にかく、抽出の調査だったんですけれども、僕に言わせてみたら、お粗末な

整理だったなと。兵教大に丸投げをして、２月ぐらいにようやく、４月の結

果が出てきて、あれではだめだなという気がしましたので、そういうことは
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やっぱり、これから一つ、一つ、確かに議論をしていきたいなと、そう思い

ます。 

       だからもし、本当に皆さんが許すならば、この中から、順番に抽出しなが

ら、これは１回議論しようかとか、そういうことをぜひ、これからやってい

きたいと思います。別に、これに、特にこだわるものでもありませんし、私

はこの中でぜひ、これは今、まさに教育長が言っている学力の問題、研修の

問題、それ以外にしても、それぞれやっぱり、こういう場で議論するような

ことを進めていきたいと思っています。それはご了解願いたいなと。そうい

うことでよろしいですかね。 

       それと、ちょっと中途半端なことかもしれませんけれども、私はやっぱり

事務評価をするときに、皆さんにこういう視点でものを考えてほしいなと。

それと、あとは皆さんから随分、ご意見をいただいたんですけれども、やっ

ぱり、できれば、本当にこれ、一個一個議論をしながら方向を決めていかな

いといけないというように考えますので、これから機会を見つけてそういう

ことをしていきたいなと。それから、できれば、さらに議論して、じゃあ、

重点テーマはこれにしようというのも、どんな方法で決めていったらいいの

かということも考えていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

       これは、よろしいでしょうか。 

       それでは、次に、２番目のテーマで、教育委員会事務局の組織改正につい

て、説明をお願いします。 

酒井室長   前回の協議会でも、ちょっと頭出しさせていただいた、社会教育部門の移

管の話でございます。再度、丁寧に議論をしていこうというお話があったか

と思いますので、もう３回目ぐらいになるのかなと思いますけれども、同じ

資料でございますけれど、平成２３年度に社会教育に係る組織検討をした結

果の報告書が出ておりますので、これを再度、資料として用意させていただ

いて、この中で出ております課題でありますとか、移管に伴いますメリット、

デメリット、あるいは、先進市の事例等、この辺をごらんいただきながら、

本市の対応方針等についてご審議いただきたいなということで、今回、提案

させていただいております。 

       簡単に概要を説明させていただきます。 

橋詰副課長  平成１９年６月に改正された地方教育行政の組織及び運営に関する法律で

は、追加された第２４条の２において、職務権限の特例により、事務分掌の

弾力化が図られ、文化に関すること（文化財の保護に関することを除く）及

びスポーツに関すること（学校における体育に関することを除く）は、条例

を定めることにより、市長部局への移管が可能となっています。 

       宝塚市の社会教育は、生涯学習を充実させ、まちづくりの人材を育てるこ

とを目標として、教育委員会社会教育部が所管しています。 

       市民一人一人の生き方を大切にし、文化的で心豊かな生活を送れるよう、

それぞれの世代がいつでも学習できる環境を整えるとともに、社会教育の振
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興を担う人材の育成を進めること、また、社会教育が地域住民、家庭、学校

との連携を強め、協力し合う礎となるよう取り組んでいます。しかし、一方

で、一層の改善や創造的な事業実施には市長部局で所管したほうが効果的で

あるとの指摘がなされています。 

       平成２３年度に教育委員会事務局と総務部総務課とで社会教育のあり方に

ついて調査研究をし、「社会教育に関する組織検討会報告書」をまとめており

ます。今後の、宝塚市教育委員会の組織のあり方について、ご審議いただき

ますようお願いします。 

       現在、宝塚市教育委員会は、管理部、学校教育部、社会教育部の３部で構

成されております。事務局の組織図と、市全体の機構図をつけています。こ

の中で、社会教育部門について、その全体をそのまま社会教育部門として、

市長部局の１つの部へ移管する場合と、社会教育部門をそれぞれの事業の特

性ごとに別々の部局へ移管させることが考えられるかと思います。 

       阪神間では、川西市がスポーツ部門だけを市長部局のほうに移管していま

す。三田市は、社会教育部門を全て市長部局のほうに移管しています。 

小野委員長  説明は以上ですか。 

       何か、ご質問どうぞ。 

井上委員   平成２３年度の文書と、また、他市の例が出ているんですけれども、現在、

市長部局とどのような、具体的な話し合いが進展しているんでしょうか。 

酒井室長   平成２３年度にこの報告書を作成しまして、これを踏まえて、平成２４年

度に、この教育委員会の中でご審議いただくという予定になっておったとい

うふうに聞いております。しかしながら、当時の委員会としては、時期尚早

といいますか、まだふさわしくないというようなご意見もあったというよう

なことも聞いておりまして、再度、今年度になりまして、この内容を上げさ

せていただいているというところでございます。 

       市長部局とは、その方向性については、一緒に進めていこうということで

議論はしておりますが、まず、教育委員会のほうの意向を確認した上で、一

緒に進めていこうというようなことになっています。 

小野委員長  この１ページ目にある、文化に関すること、それからスポーツに関するこ

ととありますね。これをこの１１ページの事務分掌の一覧でいうと、別に、

三田市は全部、移しているから、必ずしも、その文化とスポーツに限らなく

ていいのかもしれませんけれども、この１１ページの表でいうとどれが、ス

ポーツはわかりますが、文化というのは、このうちのどこの部分なんでしょ

うか。この公民館とかですか。あるいは、社会教育のところにも、これ文化

財はあれなんでしょう。さっきの文言を見ていると、文化財は除くとなって

いますね。だから、スポーツと文化は市長部局へ移管していいというわけで

しょう。この法律は。法律を素直に解釈すると、このうちのどれを移管して

いいんですか。スポーツはわかります。公民館ですか。 

井上委員   その部分を挙げていただかないと全くわかりません。具体的に。例えば、

成人式とか、市民マラソンとか、それはいいとか。 
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小野委員長  三田は全部移しているんでしょう。 

和田部長   三田市のほうは、例えば１１ページの社会教育課の欄で、右端の欄で教育

委員会の関与の必要性とあるんですが社会教育委員の委嘱に関すること、こ

れは移管できません。それと、下の移管不可と書いてあるのが３つあります

ね。文化財の。これについては、文化財保護法等の規定で、移管はできない。

ですから、三田市はそれを移管しているのではなくて、補助執行させている

という形です。 

小野委員長  そういうことなんですか。 

和田部長   はい。 

小野委員長  本来、教育委員会の下にあるんだけれども、事務だけは市長部局がやると

いうことですか。 

和田部長   はい。ですから、最終的な決定権は教育委員会のほうに残っているという

ことです。 

小野委員長  これは法律で、確かに社会教育委員とか、何とか委員とか、教育委員会で

決めないといけないみたいにありますよね。だから、移管はいいけど、委員

は教育委員会で決めなさいとなったら、随分変ですよね。 

和田部長   移管できるもの、つまり市長の権限でできるものと、それと、仕事はやっ

てもらう、事務はやってもらうというような形です。 

小野委員長  そういう意味ですか。 

和田部長   今、教育委員会は、認定こども園の中の保育部分もやっていますけれど、

これは本来市長の仕事で、この部分については事務の補助執行を受けて認定

こども園でやっています。最終的な権限は、やはり、保育の部分については

市長が持っているという形になります。 

       ですので、乱暴かもしれませんけれども、三田市は社会教育部門を全部市

長部局へ移した。そのうち、移管できないものについては、全部、補助執行

という形でやっているということです。先ほど、社会教育委員の会議に関す

ることの中で委員の委嘱については、これは教育委員会が委嘱しますので、

実際の会議の事務とかは市長部局のほうでやっていただくんですけど、委員

の委嘱は教育委員会がすると。そういうふうな手続になります。 

川名委員   委員ですが、事務を移した先が選ぶというようなことは、そういうふうに

変えるのは法律上問題はあるんですか。委員を選ぶところだけ、この教育委

員会に残さなければならないということですが、新しいところで選んでもら

ったほうがすっきりするわけでしょう。 

小野委員長  １１ページの表を見ると、そうじゃないみたいですね。 

川名委員   だから、何でそうなるのかがよく分からないです。 

和田部長   地方教育行政法の中で、それは、教育委員会の仕事ですよということで定

められているからですね。 

種谷委員   スポーツと文化に関することだけは、条例で定めたら、市長部局のほうに

持っていけるということですね。 

小野委員長  だけど、スポーツのことでも、スポーツの審議会については、教育委員会
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でやらないといけないわけでしょう。それからあと、社会教育委員か何かも、

教育委員会でやると、ここに書いてありますね。移管はしていいけども、委

員は教育委員会で選ぶみたいなね。そんな中途半端なことで良いのかと。 

和田部長   移管というよりは、補助執行という形ですね。 

小野委員長  そういうことなんですか。 

川名委員   すごい限定的なので。 

小野委員長  １０ページにありますね。真ん中にスポーツ振興審議会、公民館運営審議

会、図書館協議会の委員の任命は、法律で教育委員会が行うことになってい

ると。 

井上教育長  そんな審議会のことまで、法律で規定しているんですか。 

種谷委員   これは、法律があるんですか。 

小野委員長  どこに書いてあるの。 

種谷委員   スポーツ基本法３１条ですか。 

川名委員   全部移ればすっきりするんですが。 

種谷委員   法律で教育委員会とあるんですかね。 

小野委員長  だけど、ここに任命は法律で教育委員会が行うこととされるんだと書いて

ありますよ。スポーツ振興審議会、公民館運営審議会、図書館協議会の委員

の任命は。 

種谷委員   スポーツ基本法では、審議会委員の任命は教育委員会と。 

小野委員長  だから、僕は移管していいよと言いながら、こんなやつを残しているんだ

ったら、法律も随分いいかげんだなと思ったんです。 

川名委員   多分、この法律がつくられたときに、社会の要請と言うか、当時はこれで

いいと思ったわけでしょうね。 

       そこにかかわる委員を選ぶというのは、やっぱり、知っている人が選んだ

ほうがいいわけですからね。 

小野委員長  ええ、そうですよね。 

川名委員   だから、普段、この業務に余り関わらないメンバーで委員を選ぶというの

は、何だかおかしいなと思うんですが。だから、このことも合わせて、うま

いぐあいに条例を定めるなり、あるいは事務委任というんでしょうか、そう

いうやり方で、全部、お任せできるのであれば、すっきりしていいと思うん

ですが、委員の選定だけ残るというのは。 

井上委員   でも、これは委員の任命ですからね、選定じゃないから。 

川名委員   任命は形だけですか。 

井上委員   形だけでしょうね。 

川名委員   選ぶのは、もうそっちでということですか。 

種谷委員   社会教育法の３０条は、市町村を設置する公民館にあっては、公民館運営

審議会の委員の当該市町村の教育委員会が委嘱すると書いています。でも、

スポーツ振興審議会は多分、教育委員会じゃなくてよさそうですね。 

和田部長   スポーツ基本法３１条に、市または教委とありますので、市に移管すれば、

市長部局でできるのではないかと思います。 
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種谷委員   そうですね。だから、それ以外は移管したけど結局教育委員会が委嘱しな

いといけないということですね。 

小野委員長  これを見ている限り、ここにも書いてありますけれど、市長部局のどこに

移って、どういう、メリットがあるんですか。市長がいろんな部署に分かれ

てるよりも、物事を一緒に進めやすいなということなんですかね。余り、こ

れを見ていると、市長部局のどこにどう移って、どんなメリットが出てくる

のかなと私は思います。 

井上教育長  この話は、議会でも質問に出ました。というのは、今の教育委員会は、子

どもの教育を中心に進めるべきではないか。子どもの教育に関していろいろ

な問題が出てきているときに、社会教育やスポーツや文化に力を入れるより

も、一点集中のような形でやるほうが、より成果が上がるのではと。 

       そして、市長部局から検討の打診があったのは、組織として考えたときに、

スポーツや文化は、市長部局でやった方が、例えば施設の整備などは早く進

むということからです。人員の増や予算など、教育委員会よりも速やかに対

応しやすいというふうなことがあります。 

川名委員   検討しないといけないですしね。 

井上教育長  いろいろ調整をしないといけません。私も市長部局にいるときには、教育

委員会は遅いなというふうな思いをしたことがありましたが、市長部局もス

ピードは問題と考えています。市長部局へ、スポーツ、文化関係、社会教育

部門を移す検討をしてくださいという意見がありました。 

       私が教育委員会に来て、このことについてはどうなったんですかというこ

とを聞くと、過去に教育委員会へ一度、協議会へ上げたみたいですけれど、

まだ早いというふうなことで、十分、検討もなされてないという段階です。

だから、我々としては、議会からの質問もありますし、市長部局の意向もあ

るので、ここで整理をして、答えを出して返さないといけないと考えていま

す。 

川名委員   それは、１つの考え方としては、いろいろ大変なところがあるわけですか

ら、もう、学校を中心にして、子どものことに特化して、専念しなさいとい

う、それはそれでいいかも知れません。 

種谷委員   これ、一応、条文の書きぶりでは、議会で議決する前に、教育委員会の意

見を聞かなければならないとなっているんですけれど、今は議会から、そう

いう意見を聞かれている時なんですか。 

井上教育長  いえ、それはまだです。 

種谷委員   それの、前段階ですか。 

井上教育長  そうですね。以前議会で質問があったということです。 

種谷委員   それと、仮に、議会のほうが、こちらに諮問みたいなものを出してくると

いうことがあるんですか。それについて議決をしたいので、意見を出してく

ださいみたいなものが後々あり得るということですか。 

井上教育長  条例を改正しないといけませんね。そのときに、市議会が決定するに当た

って、教育委員会に意見が聞かれると思います。 
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種谷委員   先だって意見を聞かなきゃいけないと書いていますね。それは何か、書面

で諮問みたいな感じで受け取るんですか。 

和田部長   書面だと思いますけれども、それが行われたことが今までないので。様式

があると思います。 

種谷委員   今まではないんですか。なるほど。 

川名委員   私たちの考えをまとめておけばいいということですよね。聞かれたときの

ために。 

種谷委員   議会は無理強いしてやることはないと思うけれども、そういう状況にある

ということですね。 

小野委員長  さっき教育長が言ったように、議員の方が、いろいろ学校とかそういう状

況を見て、学校教育に専念したらどうかというのは、僕も、意見は分からな

いでもないんですが、さっき言ったように、ここにも書いてありますけれど

も、やっぱり、学校教育と社会教育の、教育上の連携のところは、地域で支

援するとかそういうことは教育で必要だと思います。ですから、スポーツと

か、あるいは公民館みたいな、そういうところは、こういうことをやったら、

公民館はいろいろな使い方ができて、実際に、僕も余り分かっているわけで

はありませんが、見ていると、地域の方がずいぶん集まってやってますよね。

いろいろな同好会的なね。そういうのは、市長部局なんかでできるのかなと、

思ったりするんですけれど。個人的な意見ですが。 

種谷委員   それで、要は書面で意見書を出さなくていいのかなというのが、ちょっと。 

小野委員長  要はここでとりあえず、皆さんの意見を聞いて。それで、もし、こういう

方向へ行こうと結論が出るならば、それに越したことはないでしょうし、で

すから、まずやるべきは率直に議論をすることだと思います。こういう提案

が出てきたのは、この前、見ましたけれど、その前まで出たことがないです

よね。こういう話は。口頭ではありましたが、そのときに、田辺委員長が、

まだ、全くだめだと。あの方は社会教育の代表ということでしたからね。 

井上教育長  時期的には、組織を改定する場合は、１２月の市議会で、提案するのです。

だから、１２月の議会で提案するということは、やっぱり９月ぐらい、１０

月ぐらいまでには、まとめておかないと間に合わないなと思います。それぐ

らいまでですね、検討する期間は。 

種谷委員   いいですよというときは、別に大して問題はないと思いますが、委員長が

おっしゃられるような、例えば、ここは残したりというのがあれば、それは

きっちり、こちらとしての意見を検討をして、書面として残しておくべきで

はないかなと思います。 

小野委員長  それはそうでしょうね。 

井上教育長  社会教育の教育部門というのをどうするかという点を言われているのかと

思います。それはどこで受けるんだとかね。それは、教育委員会でなければ

できないかどうかというようなことを議論すればいいと思います。 

小野委員長  教育長、大変、申しわけない。 

僕は、我々も含めて、学校応援団とかね、そういうところの議論をもっと



平成 25 年第 10 回会議録 

 - 19 - 

もっと、本当はやらないといけなかったんじゃないかと。今でも、学校によ

って、大変進んでいるところもある。そういう進んでいるところの皆さんを、

一回集めてもらって、どうしたらほかの学校もできますかみたいなね、そう

いう議論の場を、ぜひ僕は持ちたいなという気がすごくするんですよね。だ

がそういう場というのは、残念ながら今まで余りなくて、僕は一回だけ学校

応援団の集まりなんかに行きましたけれど、あのような活動をもっと広げな

いといけない。 

       それから、学校教育は学校教育で、みんなの先生というか、そんなことを

やっていますね。あれと学校応援団、地域の皆さんにボランティアなんかで

やってもらっているものというのは、一体、どういう関係があるのかと。お

金も、どうも「みんなの先生」というのは、ある程度費用が出る。学校応援

団のほうは、その辺はどうなのかみたいな疑問もあって、教育長がおっしゃ

ったように、議論はしてないんですけれども、僕はそういうところをもっと

もっと、我々が議論をしないといけないのではないかなという気が、すごく

しているんですよ。 

       だから、今までは社会教育のことが余り議論されてないから要らないんじ

ゃなくて、むしろ、そういうことを積極的に、先ほどの重点テーマの２つ目

に、そういうことを挙げたんですけれども、そういうことをやっぱり進めて

いくべきだなと。社会教育のそこの部分は何としても残しておくべきだなと、

そう思うんですけれど。 

井上教育長  反論するわけじゃないですけれど、学校応援団というのは、後からできた

制度で、文科省が作った制度です。社会教育部門がやってきましたけれど、

市単独で「みんなの先生」という、特色ある学校づくりを、既に宝塚市でや

っていたわけです。地域の人が来られて、学校で教えようと。そういうこと

を既にしていたにもかかわらず、新しい制度ができて、どうしてもつくって

くれと言われて、何校か無理につくったみたいな格好です。 

小野委員長  でしたら、どうしてこの「みんなの先生」でもって、応援団としなかった

んですか。 

井上教育長  そのときに私がいれば指摘していますが、とにかくやらないといけないか

ら、正直に言ってそれが縦割りです。社会教育部と学校教育部が同じ教育委

員会の中にいるんだから話をすれば、そういう問題は解決しておったかもわ

からないけれども。後から出来た制度なんです。 

小野委員長  だから、無理やり社会教育に落とし込んだわけですね。 

井上教育長  だから、社会教育は何校かできるところはやっていますけれど、それ以上、

広がらないのは、もう既にやっていて忙しいので、広がらないという問題が

あるんですね。だから、一遍、全部整理しないと議論するにもできないんで

す。 

井上委員   各校持っていますので、一概には。 

小野委員長  僕の近くの学校を見ていると、そこで「みんなの先生」ということで、ど

ういうことをやっているかっていったら、特別に聞こえてこないんですが。 
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井上委員   だから、「みんなの先生」とは言ってないかもわからないんですけれども、

やっていることはやっています、みんな。 

安井部長   一つは、どこの学校も共通して、学校応援団と「みんなの先生」とがリン

クする部分として、図書ボランティアの方々がどこの学校にも何人か、いら

っしゃいます。その図書ボランティアというのは、学校応援団の一つの事業

として位置づけて、そちらへの謝金を、本当に少ない額なんですけれど、こ

れは学校応援団と、たからっ子いきいき事業があるんですけれども、そこか

らお払いしているというようなことで、そこは共働してやっている部分は、

あるんです。 

小野委員長  なるほどね。 

井上教育長  社会教育部門の問題について、もう少し、個別にそれぞれ説明していくよ

うにしないと、なかなか、きょう決めてくれって言っても決められないです

ね。 

川名委員   そんなに教育委員会の中でも縦割りであれば、よそに移っても同じみたい

な感じもありますね。もっと、何か緊密に連携して、一緒になってやってい

たんだったら、移ったらまずいということもあるんでしょうけれど、割合、

そうでもなさそうですから、それならば思い切って出して、また、新たな連

携を、できたらやったほうがすっきりするかもしれませんね。どっちが子ど

もや地域のためにいいのかということを考えて、余り、時間が無いんですよ

ね。９月でしたよね。 

種谷委員   どれを出すかというのは、１１ページを見ればいいんですか。これを全部

出したいということですか。 

井上教育長  極端に言えば文化財以外は全部、出せますからね。 

種谷委員   そうですね。それで、委員長がおっしゃられていた、ここは残したいと思

われるところに関係するものをちょっと調べておいていただけたらいいとい

うことですね。 

井上教育長  社会教育課のところですね。 

種谷委員   それで、何か気になられているところをおっしゃったら、事務局にその実

態を調べていただいたら、やっぱりそこはだめだよねとか、出していいよね

とかいうのを、実態を。 

小野委員長  いや、僕は、ここに書いてありますように学校教育と社会教育の連携の部

分が弱まるということを心配しているんです。 

種谷委員   だから、その連携が弱まると書いてあっても、何が弱まるかわからないで

す、これでは。 

川名委員   今まで弱まるというより、連携が余りなかったわけだから。ごめんなさい、

はっきり言っていますけど。 

井ノ上部長  私、去年まちづくりのほうの市民協働を所管していましたので、結構、生

涯学習というのは、人づくりとかまちづくり、みんなで育てるというような、

ものすごく重要なものだと思っております。その中で社会教育委員を１０年

以上やった人たちとのおつき合いもしてきましたけれども、地域のそういう



平成 25 年第 10 回会議録 

 - 21 - 

ところを出発点として、地域にかかわって、まちづくりにかかわってきた人

たちもいらっしゃるし、独自で子どもを応援しないとということで、まさに

井上教育委員のように、どちらの立場でもいらっしゃるかも知れませんが、

そういう立場でやっていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。 

だから、例えば、人と人のつながりを築きます。これについては社会教育

においても、やろうとしています。ただ、市長部局のほうでも、なかなか進

まない部分もありますけれど、やろうとしています。そういう重なる部分が

あるということが、実際、教育委員会に来てみて感じるところです。これは、

統合するほうがいいのではないかという部分もあるのが、正直なところです。 

川名委員   本当にそうですね。私も高齢化の問題で、よく地域に取材に行くんですけ

れど、やっぱりこれからは「住民力」をいかに、いろんなところに使うかと

いうのは大きな課題ですよね。学校だけではなく、学校はもちろんですけれ

ど、もっと小さい子育ての保育所ぐらいのところもそうだし、学童の、放課

後どうするかもそうだし、また、高齢化の問題もありますね。そういうとこ

ろでやっぱり、地域の力を使っていって、住民にも働いてもらわないといけ

ないかなと。思い切って、そういう新しい、まちづくり部門みたいなのがあ

りますよね、そういったところに、そのことはそこでみたいにやったほうが、

むしろ、子どものことをやるときは教育委員会と連携し、高齢者の問題をや

るときは高齢福祉課とやるみたいに、そのまちづくりを担う人々を要請する

ところは、１カ所のほうがいいかもしれない、そこがいろんなところと連携

していって。 

井ノ上部長  ただし、忘れてはいけないのは、教育委員長が言われたように、社会教育

の大切さというか、一番言いたいのは、職員同士の話だと思いますが、市長

部局だから学校を応援しないとか、それは全く違います。市民は一生懸命学

校を応援しようとしているわけだから、やっぱり、もっともっと連携を保っ

て、学校教育部門を、みんなで応援するというスタンスは絶対に守っていか

なければならない、それは思います。 

川名委員   組織を変えると、そういう一つのきっかけみたいに、また、新しい効果が

もしかしたらあるかも知れないですね。 

井ノ上部長  社会教育委員を１１年やられた藤井さんという方がいらっしゃるんですが、

その人はもう７０歳ぐらいの方なんですが、ある時にお会いしまして、その

人は公園で地域づくりをして、そして、子どもたちを見守って、いろんなこ

とをしたいという思いをお持ちでした。その思いを、どうして持たれたんで

すかと聞いたら、社会教育委員をやってきて、議論もしたり、勉強をしてき

たけれど、やっと実践できるようになりましたとのことでした。その中で、

ものすごく思いを語ってくれました。今回、こういう話が出ているんだけど

と言ったら、また、それは十分、議論してくださいねということで、社会教

育の大切さもわかっている人で、だけど、生涯教育は実践してきた。公民館

の学習というのは、生涯学習の基礎しか学べないけど、本当は実践なんです。

実践で成果を出して初めて社会教育の成果だと言えるから、十分議論をすれ
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ばいいですねとおっしゃってました。 

小野委員長  今のまさに、実践が本当に大切だと思います。教育委員会にあって、学校

教育と一緒の舞台にあったほうが、その地域が本当に学校を支えようという

意識がしやすいと思うのです。そのことは、別に教育委員会、学校教育と同

じ場所になくたって、できないことはないだろうという意見もあるかもしれ

ませんが、僕はやっぱり、本当にさっき言いましたように、すばらしい実践

のあるところというのは、必ず、地域と学校がものすごく結びつきが強いん

ですよね。だから、教育委員会で一緒にやった方が、うまくいくんじゃない

のかなという思いが強いのです。 

川名委員   必ずしも、社会教育と関わってないような形で支えているところもたくさ

んありますよ。独自の、別に学校教育で音頭をとられてやっているわけでは

なく、教育委員会とは全く関係なくやっているというところがたくさんある

ので。 

小野委員長  この前に読んだ本では、埼玉県の鶴ヶ島市というところは、社会教育部長

が教育長になったという経緯があって、まちづくりも、本当に学校を中心と

したまちづくりのようなものを実現したことが書いてありました。それは一

つの例ですが、そういうのを読んだりして、何とかそれと同じようなことが

できないかなと思ったりしました。 

       別に、今、ここですぐに結論を出すことではないでしょうし、本当に、今

回、例えば私が言ったところを残そうと思ったら、どこの部分が残って、あ

とは全部、市長部局に行くのかということもあるし、あるいは、全部市長部

局に行ったって、それができるんじゃないのかと。そういう考えもあるとい

うことですね。 

種谷委員   だから、委員長が気になっておられるところをちょっと、どういうふうに

すればよいのか、調べておいていただいて。それで、やっぱりここを残した

いとかおっしゃっていただいたらいいんじゃないでしょうか。 

小野委員長  ここにも書いてありますよね。「社会教育が地域住民、家庭、学校の連携を

強め、協力し合う礎となるよう取り組む」と。 

井上教育長  正直、今の時期は子どもの教育というのを本当にどうするかっていうのを、

ちょっと真剣に考えないといけません。 

小野委員長  それは全くそうですね。 

井上教育長  本当に検討する時期が来ています。 

小野委員長  それは、私も同じですよ。 

川名委員   私は、一部分だけを残すようなことは、多分行政としてはすごくやりづら

い。そこだけが残っても、余り効果がなく、やっぱり、いろいろ有機的にか

かわって動いていくから、ちょっとせっかく残っても、十分にその力を発揮

してもらえるかどうかという、人数が余り少な過ぎる、予算も余り少な過ぎ

る、その状態で残っても、どうなんだろうということが、心配はないですか

ね。 

井上教育長  議会で質問が出たときに、教育委員会の中でも議論してもらいますと答弁
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しています。合わせて、教育委員さんにも、例えば、三田市はもう、一つの

部になっているから、そういったところへ行って、実際に話を聞いてもらえ

るような機会をつくりますというような答弁もしました。だから、そういう

機会を作っていきたいと思います。 

小野委員長  それと、あともう一つは、ほかの市も、例えば、芦屋とか西宮とか、こう

いうことで議論をしたことがあるのかどうか。全く議論してないのか、ある

いは、議論して、方向性を決めているのか。別に、よそをまねるというんじ

ゃないですが、それを１回ちょっと調べてほしいですね。 

小野委員長  じゃあ、これは、とりあえずきょうはこれだけでよろしいですか。 

酒井室長   ありがとうございました。次は、これも、前回からの継続でございますけ

れど、平成２５年度の事務執行評価の実施方法及び日程ということで、今回、

新たに２名の委員さんが就任されていますので、いきなり執行評価の重点項

目を洗い出して、評価してもらうというのは、ちょっと無理があるなという

話もあったかと思いますので、概略でございますけれど、一通り、事業の内

容をレクチャーさせていただく時間を設けた上で、重点項目の洗い出しをし

ていくというようなことで、日程をとらせていただいた内容を今回、提案さ

せていただいております。 

       ２ページでございますけれど、６月１４日までに各担当課へシート作成を

依頼しておりまして、その内容が固まりました上で、教育長ヒアリングをし

まして、固まった内容を６月２４日に、川名委員と種谷委員にレクチャーさ

せていただきたいというふうに思っています。それを受けまして、６月２８

日に、各委員に対して最終形のものをお渡しさせていただく予定にしていま

す。それを各委員さんに見ていただいた上で、その次の７月８日の教育委員

会の席上で、重点項目を決定していただくと。それを受けて、７月２３日か

ら８月２０日の間の一日間、これは外部の先生を１名加えました上で、合同

でヒアリングをしていくということを考えています。そのヒアリングを踏ま

えまして、８月２３日の教育委員会で、最終的なまとめをして、最終９月 

１２日の教育委員会で決定をしていただき、それを議会に提出していくと。

こういった流れで進めていきたいという、最終の提案でございます。これで

よろしければ、こんな感じで進めていきたいと思います。 

小野委員長  これ、実は、窪田先生から、私にもメールで少しお話があって、お聞きに

なっているかもしれませんけれども、どうも窪田先生はこの市の評価は全部、

ヒアリングを行う、抽出じゃなくて、みたいな感じのことをおっしゃってる

のかなと。だから僕は、できたら、念のため、このヒアリングを１日じゃな

くて、予備日として、今までトータル４日やったんでしょう。確か、去年は

ね。３日と１日でね。だから、少なくとも２日ぐらい、場合によってはでき

るようにしておいて、窪田先生に丁寧に聞いてもらうような、ということを

やっておいたほうが先生ご気分を害されないんじゃないかなということで、

このヒアリングのところを、一日で終わればいいんですけれど、できたら予

備日をもう一日、つくっておくというのがいいんじゃないかなと思うんです
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よ。 

種谷委員   ヒアリングの日にちはこれから決めるんですね。 

酒井室長   ヒアリングの日程は、また、調整させていただこうと思っています。 

小野委員長  それはまた、別途でいいんですね。きょうじゃなくて。 

酒井室長   はい。 

種谷委員   窪田先生のご予定も合わせなきゃいけないということですよね。 

酒井室長   それは、そうですね。 

種谷委員   少なくとも、この５人はヒアリングをやるんですよね。だから、この５人

の候補日をいくつかとっておいて、お伝えするほうがいいんじゃないですか。 

酒井室長   照会をさせていただきますので、それで調整させていただきます。 

       今、委員長がおっしゃった、全てのヒアリングということと、今、重点項

目を決めてヒアリングをやろうということですので、それはここのすり合わ

せの部分ですね、どうするか考えさせていただきたいと思います。重点項目

だけではということであれば、他も全部ヒアリングするという形になるのか。 

小野委員長  だけど、僕は、教育委員会のこちらの評価は、重点テーマだけでいいと思

うんです。ただ、先生は予算のほうを、どうも気にしていらっしゃるみたい

なんですね、市のほうの。市の評価は、選択的じゃだめなんじゃないかとい

う感じで。私は何度も言うように、教育委員会のほうの評価は重点テーマだ

けでいいんじゃないかと思いますけれど。 

種谷委員   これは、一人は外部を入れたほうがいいという流れですね。 

井上教育長  教育委員の方々は、本当に重点だけでいいのであれば、外部評価の先生に

は、３日間ほどかけてやってもらったらいいのではないですか。 

小野委員長  市のほうを、ですか。 

井上教育長  そうでしょう。外部評価の役割を果たさないといけない。それは、全て評

価しないといけないと言われていて、こちらの教育委員の評価は、重点的な

項目をやればいいという判断だったら、２日間余分にやってもらったらいい

と思います。ただ、それをやる場合には、外部の評価を先にしてもらうのか、

後にしてもらうのかを決めておかないと、去年は先にしてもらって教育委員

の方からおかしいじゃないかとクレームがついたんです。逆に、教育委員の

方が先に評価をしたものを、外部評価で変えられるのも問題かとは思います

が。教育委員会自身が外部評価みたいなものではないかとも思っています。 

川名委員   そうですよね。 

井上教育長  私自身はそういう気がしていて、委員の皆さんほとんどが民間の方ですか

ら。 

小野委員長  僕もそうは思うんですけれども。 

井上教育長  だけど、もう仕方ないので、そういうやり方で、続けてやってもらう日を

設定したらいいと思います。 

種谷委員   要は、点検をしないといけないんですよね。多分、法律で評価をしないと

いけないと決められているんですね。 

小野委員長  そうです。評価をしないといけない。 
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種谷委員   それを議会に提出して、公表しないといけない。それで、重点じゃないと

ころも、窪田先生は市の評価の関係でなさらないといけないということです

ね。 

小野委員長  感じはね。 

種谷委員   今の流れからして。それだったら、先にやっておいてもらって、それも見

て、重点のところだけ教育委員で見て、意見のすり合わせをやって出したら

いいんじゃないですか。 

小野委員長  僕は、事務局の皆さんが先生に３日、我々にも何日かという、それを何と

か省きたいなと思ったわけですよ。 

種谷委員   それはね。でも、どうせやらないといけないんですね。 

小野委員長  窪田先生が去年、ヒアリングを一緒にやってもいいですよと、先生がそう

おっしゃってくれたんです。一緒にやりましょうと。明石市かどこかは一緒

にやっています。ヒアリングをね。だから、一緒でもいいんじゃないかなみ

たいことを恐らく言われたと思うんです。だから、いいじゃないですか。ヒ

アリングが減れば。窪田先生もそれでいいですよと言ってくれた上で。 

       私はいいんだけど、事務局の皆さんが、４日も朝から晩までなんていうの

は、何とか省きたい。大変、申しわけないけれど、そこまでやる価値は余り

感じられませんので。 

井上教育長  それは、価値がないというのではなくて、価値があるような仕組みにしな

いといけないんです。もっとこの評価を受けとめ、学校教育がよくなる、子

どもがよくなるようにしないといけないんですよ。 

小野委員長  それにはだから、４９もの政策を評価しても、ということですよ。 

井上教育長  ４９であれば少ないほうです。市長部局は、いくつの事業を評価している

と思いますか。市全部の事業はすごい数になります。だから、一遍にできな

いから３年に一回、外部評価をするようにしています。 

小野委員長  そうすると、教育長、この評価と３年に一遍のそれは、どう考えたらいい

んですか。 

井上教育長  当然、教育についても事務事業評価のほうは、３年に一回の評価でしょう。 

小野委員長  ことしも、その３分の１は評価するんですか。 

井上教育長  市長部局の方の評価はそうですね。 

和田部長   事務事業の評価シートは全部、出しますけれども、ヒアリングは、３分の

１だけ行うということです。 

小野委員長  じゃあ窪田先生も、いいんじゃないですか。３分の１で。 

和田部長   ただ、職員が行う評価というのは、おそらく明石市も全部やっていると思

います。 

小野委員長  全部やっているわけですね、それはね。 

和田部長   その全部の評価の中から重点項目を選ばれて、教育委員さんと一緒にヒア

リングされているということかと思います。窪田先生、ひょっとすると、重

点項目以外は、職員は評価をしないというふうに考えておられるのかも知れ

ません。 
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井上教育長  それは、事務局のほうでは窪田先生と詰めておきなさい。少なくとも委員

長が詰める話じゃないですから。事務局で詰めておいて下さい。 

酒井室長   委員長、それは確認させてもらいます。 

小野委員長  それでは、最後の報告ですね。担当課からのご説明をお願いします。 

橘課長    宝塚市体罰防止対策推進会議の開催についてということで、内容をご説明

いたします。 

       宝塚市立学校園における体罰の発生の防止を図るため、学校長代表、教員

代表、市教育委員会職員を委員とした「宝塚市体罰防止対策推進会議」を組

織し、学校園現場での体罰の防止について検討します。第１回目の会議を５

月２７日（月）に開催して意見交換を行い、教職員向けのリーフレット作成

に向けた検討を行ってまいります。 

       次のページを開けていただきますと、設置要綱がございまして、設置の目

的、それから、どういうことをするかということで、第２条のほうで、検討

した内容を、教育委員会に報告するということをさせていただいております

ので、そこで検討した内容をまた、教育委員会のほうに報告したいと思って

おります。 

       この委員については、小学校長会、特別支援学校長を含んで、その中から

１人、中学学校長会から１人、教諭２人、学校教育部長、管理部長の６人の

委員で構成されております。委員の任期については、１年間ということを考

えております。それから、この事務局については、学校教育課で行いますけ

れども、関係している学校教育課、それから、体罰が起こったときの処分案

件を扱う職員課の職員も事務局として、この会のほうには、意見を言いませ

んけれども、説明のために参加する予定でございます。 

       次のページを開けていただきますと、「体罰ゼロの指導へ」ということで、

「Ｖｏｌ．４、子どもたちの心に寄り添う対応を」という、こういうリーフ

レットを、これまでから作成しておりまして、このＶｏｌ．４ができたのが、

２００８年のことです。それで、この間は、それぞれの学校、教育委員会で

取り組みをしてまいりましたが、この体罰の防止対策推進会議というものを

復活させまして、こういったものを発信していくということが大事なことで

はないかと思っておりますので、このようにさせていただきたいという報告

でございます。以上でございます。 

小野委員長  何かご質問は。 

井上委員   橘課長が今、言われたんですが、体罰防止対策推進会議の決定事項を、教

育委員会に報告するということなんですが、それは、教育委員会に追認をし

てくれということなんですか。 

橘課長    最終的に、こういうものがまとまりましたという報告だけではなくて、途

中経過の段階でも報告をし、ご意見をいただいて、それをまた、この推進会

議の中で意見として反映させていきたいとは考えております。 

井上委員   そうしたら、この推進会議の前に、教育委員会でこの話が出るんですね。 

橘課長    一応、第１回目は２７日ということで、その前で報告をさせていただいて
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おりますけれども、次回の開催については、まだ、未定でございますので、

それが決まりましたら、その直近、またはそのもう１回前のところで、報告

させていただき、ご意見をいただくということを考えております。 

小野委員長  これは、ことしの１月３１日に、要綱制定とありますけれども、これ、教

育委員会にかかったことはありますか。 

橘課長    教育委員会の協議会のときには、こういったものをするという報告はさせ

ていただいたり、そのような形にさせていただいておりますが、教育委員会

の議案としては、要綱制定のときは報告してございません。 

井上委員   これはもともとあったんでしょう。 

橘課長    以前からありましたけれど、この要綱上で、委員の構成メンバーが非常に

たくさんいまして、その日程を調整するだけでも大変だということがありま

した。実際に話し合うことが大事だということを思っておりますので、今回

は少し、委員数をしぼりまして、小回りがきくような形でやりたいというこ

とを考えております。 

小野委員長  ２つありまして、一つは、この前、教育委員会連合会で、ある弁護士さん

が、体罰の話をしてくださいまして、たくさんの方も一緒に聞いていると思

いますけれども、あのときに、スクールソーシャルワーカーの方が、もとも

と体罰をせざるを得ないような生徒というのは、生徒のほう自身にもいろい

ろ問題みたいなものがあって、それをちゃんとある程度、スクールソーシャ

ルワーカーのような人が受けとめて、それで、どういう対応をするかのプラ

ンニングみたいなことがあったと思いますけれども、僕、それを聞いて、非

常に感心したんですよ。ですから、ぜひ、やっぱりこういうことは、スクー

ルソーシャルワーカーを入れたほうがいいんじゃないかなというのが、意見

なんです。この前の弁護士さんは、スクールソーシャルワーカーのスーパー

バイザーをやっていまして、大変に臨場感のある話をしていました。ですか

ら、僕もああいうのを聞いていると、スクールソーシャルワーカーの方に協

力をしてもらったほうがいいんじゃないかなという気が、私はするんですけ

れども。 

       それから、あともう一つは、このリーフレットというのは、本当に現場の

先生方も、やっぱりこういうのが新たに配布されることを期待しているんで

しょうね。現場の先生方も、本当にこういうものが欲しいなと。だから、上

のほうで考えてということじゃなくて、という気がしたんですが、それはど

うですか。 

橘課長    今、どれ位の期待がといいますと、それは、はっきりとは言えませんが、

やはり学校現場に注意喚起を促すということは、教育委員会の大事な役目で

はないかと思っておりますので、これを配ったときに、こんなものを配られ

ても、という思いを持たれないようなものをつくって、やっぱり大事なもの

を配られたという思いを持ってもらえるものを何とか考えて、活用いただけ

るものを作成していきたいと考えています。 

小野委員長  わかりました。 
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安井部長   去年まで校長をしていまして、いろいろ体罰の禁止でありますとか、いじ

めの早期発見とか、というのは校長から話をします。その際に、こういうリ

ーフレットがあれば、本当に先生方に対して、具体的な話もできるし、ああ

そうかというようなところ、校長としても話しやすいですので、本当に有効

であると考えています。 

井上委員   このリーフレットのチェックリストなんですけれども、それをただするだ

けじゃなしに、先生方が集まって、当然、検討もされるわけですよね。出し

っ放しじゃないですよね。それはわかりませんか。現段階では。 

安井部長   現在のものを配ったときには、私も教育委員会にいたかなと思うんですけ

れども、このチェックリストを絶対してください、やったかどうか報告を求

めます、というようなところまではしてはございませんでした。ですから、

有効にこれを活用してくださいというような形で配付したかと思います。 

井上委員   具体的にあった内容なんですか、チェックリストは。例えば、用便に行か

せないとか、マジックで書いたとか。 

安井部長   このチェックリストの内容については、多分、何かの参考文献から引用し

たものだとは思います。本市でこういう事象が実際にあったというようなと

ころについては、それはリンクしないとは思います。 

井上教育長  中身はまた、この検討推進会議の委員で新たに検討してもらったらいいと

思います。これを出した時期が、かなり古いですから。一つは、こういう現

場の人が入って、体罰はいけないということをきちっと認識してもらって、

また、これを配付してもらうことで、みんなで意識づけてもらうということ

を、教育委員会の中でやってもらうことがいいなと、このように思っていま

す。だから、報告になりますが、事務局ではこういうことを考えて進もうと

していますから、認めていただきたいと思っていますので、よろしくお願い

します。 

小野委員長  スクールソーシャルワーカーを入れる件は、いかがでしょうか。種谷委員

はどう思われますか。この前の講演をお聞きになって。 

種谷委員   宝塚市ではどんな感じで、スクールソーシャルワーカーが活躍しているん

ですか。 

井上教育長  スクールソーシャルワーカーは、体罰やいじめやいろんなケースに現実に

かかわっています。具体的なケースに当たる仕事が多くて、忙しいと思いま

す。宝塚市のスクールソーシャルワーカーの評価は、各市に比べても、非常

に高い評価です。 

川名委員   この前いただいた資料でも、ものすごく充実していると思いましたので。 

田川室長   今は５名にお願いしていますが、虐待事案への対応が多くございますので、

そちらの対応が中心になっているかと思います。ただ、今おっしゃるように、

体罰、いじめ等の事案にも虐待の被害が隠れている場合もございますので、

そういう場合には連携して、対応するようにしております。 

小野委員長  僕は、本当に、講演を聞いて、スクールソーシャルワーカーというのは、

本当にすごいことをやっているんだなと思いました。あの弁護士の方は特に、
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スーパーバイザーということでのあれかもしれませんけれども。だから、せ

っかくやるなら、ぜひ、そういった人を入れたほうがいいんじゃないかなと

いう気がしたんですけれどね。 

井上教育長  意見を聞くことが有効であれば、もらえるようにできますね。 

橘課長    委員としての位置づけは今回ありませんけれども、事務局として、必要な

ことは当然、スクールソーシャルワーカーにもお伺いしながら、参考にして

いきたいと思いますし、また、この設置要綱の中で、必要なことは意見を求

めることができるというようなことがありますので、参考意見として、聞か

せてもらいたいというようなことになりましたら来ていただくことも可能で

す。 

井上委員   ぜひ、対策防止推進会議というのを、広報か何かでアピールしていただい

たら。そうしたらまた、市民の方からの情報も上がってくると思いますので。 

小野委員長  それから、最後に、また蛇足かもしれないけれども、さっき言った講演会、

すばらしい内容だったので、種谷委員にお願いをして、これは教育長にもお

話ししましたけれど、夏の研修会か何かで、ぜひその管理職の方とか、教師

の方に、ぜひあれの内容を話していただきたいなと。教育委員会の出前授業

のような形で、それをちょっとお願いします。考えておいていただけません

かね。研修の一環でね。大変、参考になりましたから。 

井上教育長  教育研究課のほうで、夏に研修事業がありますね。その中の一つのテーマ

として、体罰のことを、講師をお願いしました。やって下さると言って下さ

ったので。 

種谷委員   あの内容は、学校の先生にとっては普通で、当然のように認識されている

と思います。 

安井部長   私は、ぜひ校長がまず、聞くべき話だなという印象を受けました。 

井上教育長  私もそう思いますね。 

安井部長   校長が、ああそうかと言って、何か考えることができると思いますね。 

井上教育長  だからまず、校園長会でやってもらったらいいかなと思います。 

小野委員長  例えば、生徒指導の先生も、僕はやっぱり、皆さんは当然と思っているか

もしれないけれど、絶対、キレたらいけないとか、ここにも書いてあります

けど、複数で対応しようみたいなことですね。 

小野委員長  以上ですかね。ほかにございませんか。 

酒井室長   本日の予定は以上でございます。 

小野委員長  それでは、本日の教育委員会は、以上で終わりたいと思います。 

 ─────────── 閉会 午後 ３時３０分 ───────────── 

 

 

 


