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平成２５年第１３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７月２５日（木） 

２ 場 所      宝塚市立教育総合センター 研修室１ 

３ 開会時間  午後１時３０分 

４ 閉会時間  午後２時０５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 

  学校教育課長      橘  俊一 

  幼児・特別支援教育担当課長    谷川 妙美 

教育研究課長      井上 淑子 

教育企画課副課長    橋詰 まゆ美  

学校教育課副課長    日下部 靖 

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３６号 平成２６年度使用宝塚市公立学校教科用図書及び学校教育法附則

第９条に規定する教科用図書（特別支援学校・学級用一般図書）

の採択について 

10 その他 

  ○ （協議事項） 宝塚市教育委員会事務決裁規則の見直しについて 

  ○ （報告事項） 損害賠償の額の決定について【 個人に対する損害賠償に関する

案件のため、会議録は非公開 】 
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 会議の概要 

 ─────────── 開会 午後 １時３０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１３回宝塚市教育委員会

の会議を開催したいと思います。 

       本日の署名委員は種谷委員でございますので、よろしくお願いいたします。 

       本日は付議案件が１件、議決事項以外の案件が２件でございます。進行に

ついて事務局のほうからお願いいたします。 

酒井室長   本日は、付議案件が１件、議決事項以外の案件が２件でございます。付議

案件としましては、議案第３６号 平成２６年度使用宝塚市公立学校教科用

図書及び学校教育法附則第９条に規定する教科用図書（特別支援学校・学級

用一般図書）の採択について、以上１件でございます。 

また、議決事項以外の案件としましては、協議事項としまして、「宝塚市

教育委員会事務決裁規則の見直しについて」、報告事項としまして、「損害賠

償の額の決定について」、以上２件でございます。この順にご審議をお願いし

ます。 

小野委員長  それでは、事務局の提案がございましたので、それに従って審議をしたい

と思います。 

       議案第３６号 平成２６年度使用宝塚市公立学校教科用図書及び学校教育

法附則第９条に規定する教科用図書（特別支援学校・学級用一般図書）の採

択について、事務局のほうからご説明よろしくお願いいたします。 

井上課長   議案第３６号 平成２６年度使用宝塚市公立学校教科用図書及び学校教育

法附則第９条に規定する教科用図書（特別支援学校・学級用一般図書）の採

択について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。 

       本件は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１３条の

規定等に基づき、平成２６年度使用宝塚市公立学校教科用図書及び学校教育

法附則第９条に規定する教科用図書を採択するものでございます。 

       小学校教科用図書につきましては、「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」の１により、平成２６年度使用小学校教科用図書

一覧（別紙１）のとおり、平成２２年度に採択していただきました教科用図

書と同一のものを採択することとしております。 

       中学校教科用図書につきましては、同基本方針の２により、平成２６年度

使用中学校教科用図書一覧（別紙２）のとおり、平成２３年度に採択してい

ただきました教科用図書と同一のものを採択することとしております。 

       特別支援学校及び特別支援学級用の教科用図書の採択につきましては、同

基本方針の３により、学校教育法附則第９条に規定する教科用図書（特別支

援学校・学級用一般図書）の一覧（別紙３）に基づき、児童生徒一人ひとり

の障がいの種類や程度、症状に応じた一般図書を採択しようとするものでご

ざいます。 

       採択に当たりましては、平成２５年５月２３日の教育委員会で決定いただ

きました「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」
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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」に基づき、宝塚市公立学校教科用図書採択協議会において、適正・公

正な手続のもと、専門的かつ綿密な教科書研究を行っていただきました。ま

た、教育関係者や保護者・市民の意見が反映されるよう、開かれた教科書採

択を推進してまいりました。 

       宝塚市公立学校教科用図書採択協議会からは、学校教育法附則第９条に規

定する教科用図書の綿密かつ十分な調査研究の結果を平成２５年７月１６日

に答申していただきました。 

       この答申に基づき、本議案を作成いたしましたので、本市の児童生徒にと

りましてふさわしいものを教科用図書として採択いただきますよう、お願い

申し上げます。 

       若干の補足説明をさせていただきます。 

       約１カ月にわたる調査研究の結果について、第２回の採択協議会に報告さ

れたことをご報告させていただきます。宝塚市の障がいを持った児童生徒の

教科用図書といたしまして、昨年度採択されましたものの中から８冊を削除

し、２２冊が新たに追加されました。８冊の削除の理由は、全て廃版になっ

ており、来年度の供給が不可能であるということです。新たな２２冊につき

ましては、別紙３の○印のついているものでございます。文部科学省の一般

図書一覧には３２８冊、県の学校教育法附則第９条の規定による教科用図書

調査研究用資料には１７４冊の附則第９条図書が掲載されております。それ

以外の図書も調査研究の対象として取り上げ、調査員全員で、綿密に調査し

た結果、宝塚市の児童生徒の障がいの状態や発達段階に応じ、適切な教科用

図書として、この１９４冊で十分対応できるものとし採択されております。 

       それでは、新たに採択された本を少し紹介させていただきます。 

       議案書６ページの通番号８０番、「きくきくドリル ＢＯＯＫ１」です。聞

く力を高めるためのさまざまなパターンの聞きとり問題が盛り込まれており、

楽しみながら学ぶことができるということで、この本が選ばれております。

実際にＣＤを聞きながら、耳からの情報を使って問題を解くということで、

集中力を高めるということでございます。再生させていただきます。 

       （試聴） 

       ドリルの方にはセミやカラスなどの絵が描いてありまして、鳴き声を聞い

て、答えを選ぶということになります。 

       （試聴） 

       ドリルには、木琴、金づち、電話、寺の鐘というような形で絵があります

ので、音を聞いて正解を見つけるというふうな教材でございます。イラスト

がありますので、文字が書けない子どもでも聞く力を高めていくということ

が期待できます。 

       では、次の８６番、「かんじのぼうけん きへん」です。この本は、きへん

の漢字がこの１冊の本の中に、大きく分かれておりまして、子どもが見てわ

かりやすいということと、子どもによっては、この視覚が一度に目に入って
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しまう場合がありますので、まずきへんを認識する、そして逆のほうを認識

するということで、文字が覚えやすいということがあります。この他に、さ

んずいへん、にんべん、てへんの計４冊を新たに加えました。 

       次に、１０１番、福音館の科学シリーズ「ただいまお仕事中、大きくなっ

たらどんな仕事をしてみたい？」というものになります。身近な職業につい

てイラストが入っていて、仕事・職業というものを学習するのに、わかりや

すくなっております。中学校２年生のトライやるウイークの事前学習として

も使用したいということで、この本が選定されています。様々な仕事をされ

ている方がおられる中で、私達は生きているというふうなことの学びにもつ

ながっていくと考えています。 

       次に、１０４番、公文の小学ドリル、「さんすう１年生、すう・りょう・ず

けい」です。こちらはドリル形式のものでございまして、現場の先生から大

変ニーズが高く、教科用図書として選出してほしいという希望に添い、採択

しています。２年前から、国のほうも県のほうも、このようなドリル形式の

ものも採択可能ということで選定してくださっております。同じステップで

何回も反復練習しながら、学ぶというというところがよいところです。 

       １３７番、「お手本のうたつき！どうよううたのえほん」です。ボタンを押

すことで、歌つきのものとカラオケのものとありまして、どちらでも歌える

ということです。 

       （試聴） 

       リズムに合わせて体をゆすったり、子どもが興味深く、楽しく学んでいけ

るかなというふうに考えています。 

       最後に１７２番、英語カードですが、これは絵がとても鮮明でわかりやす

くて、食べ物の中で身近なものを特に選んで学ぶものです。これにもＣＤが

ついておりまして、楽しみながら学習していける教材です。 

       （試聴） 

小野委員長  これは小学校、中学校どちら用なんですか。両方に使いますか。 

井上課長   子どもに合わせて用います。中学校が多いかもしれません。英語学習に興

味を持てるといった理由で、採択されています。 

       （試聴） 

       昨年度から新たに採択されました分につきましても、実際に活用されてい

るかということについて、調査員の調査も行われております。説明は以上で

ございます。 

小野委員長  残りの２２冊も同じように調査されたということですね。わかりました。

ありがとうございました。 

       それでは、今のご説明に関して何かご質問ございますでしょうか。 

井上委員   障がいのある児童生徒は、何名おられるんですか。 

井上課長   現在は２７４名の児童生徒がいらっしゃいます。 

井上委員   大変結構な選定をしておられますが、実際、児童、子どもあるいは担任が

これを見て、これがいいなというような意見を聞く場というのはないんでし
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ょうか。 

井上課長   採択していただいた本につきましては、各校に送付されまして、それを担

任が見て、自分が受け持っているクラスの子どもに一番合ったものを選びま

す。同時にいつも学校現場からもこの様な本があればいいといった意見も頂

いております。 

小野委員長  採択委員の方にも実際の先生はいらっしゃいますよね。 

井上委員   採択してしまうともうこれは決定になりますよね。そうではなく採択前に

本を見せる等はないのですか。 

井上課長   今回の採択については、昨年度の意見を反映した上での採択となっていま

す。 

種谷委員   これは各小学校の、例えばなかよし学級で使われるもので、それは今日い

ただいた資料の中から担任の先生が気に入ったものをピックアップして使わ

れるという仕組みになっているのですか。 

井上課長   例えば、国語を支援学級で学ばせる時は、その子どものレベルに合ったも

のを支援学級の担任の先生が選んで、これを国語の時間には使います、とか、

そういったことになります。 

小野委員長  だから、先生がそれぞれ選ぶので当然たくさんあるわけですね。教科用図

書はそれぞれ１種類だけ選ぶわけですが、こちらの方は、個人の能力に応じ

て選ぶということですね。わかりました。 

小野委員長  ほかに何か、ございませんでしょうか。よろしいですか。 

委員    （なし） 

小野委員長  それでは、議案第３６号 平成２６年度使用宝塚市公立学校教科用図書及

び学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択については、原案どお

り可決いたします。どうもありがとうございました。 

       それでは続きまして、その他の事項で、まず協議事項でございます。宝塚

市教育委員会事務決裁規則の見直しについて、関係課の説明をお願いしたい

と思います。 

橋詰副課長  宝塚市教育委員会事務決裁規則の見直しについてでございます。宝塚市教

育委員会が設置する附属機関等の委員の委嘱及び解職については、宝塚市教

育委員会事務決裁規則の規定により、教育委員会の会議の議決事項となって

おりますが、７月８日に開催された教育委員会の会議におけるご意見を踏ま

え、当該規定等の見直しについてご協議いただきます。 

       前回、７月８日の教育委員会におきまして、審議会等の委員の委嘱、解職

の案件を、例えば教育委員会の会議に諮らずに教育長の専決で処理すること

等につきまして、ご意見をいただきました。これにつきまして、根拠、また

他市の状況等につきまして整理いたしましたので説明いたします。 

       まず、現在審議会等の委員の委嘱等を教育委員会の議決事項としている理

由でございますが、これにつきましては、宝塚市教育委員会事務決裁規則第

４条、これは教育委員会の所管する事務のうち、教育委員会の会議に諮って

決定するものを列挙している規定でございますが、そのうちの第１０号とし
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まして、社会教育委員、公民館運営審議会委員及びその他法律または条例に

基づき設置する附属機関の委員その他委員会の指定する委員等を委嘱もしく

は任命または解職することとあり、これが根拠となっております。 

       この規定により、教育委員会の会議に諮り、委嘱している審議会等の委員

としましては、社会教育委員、公民館運営審議会委員のほか、ここに書いて

いるとおりの、２ページに記載しておりますが、審議会等となっております。 

       次に、３ページに記載しておりますが、教育委員会の議決事項にかかる法

律等の規定についてですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 

２６条第１項におきまして、「教育委員会は、教育委員会規則で定めるところ

により、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、または臨時に代理

させることができる」と規定されており、同時に第２項において、「前項の規

定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない」と

されており、例えば、教育の基本的方針の決定や教育委員会規則の制定、学

校等の設置などは教育長に委任できない事務であり、教育委員会の議決によ

り決定しなければならないとされています。 

       これに関しましては、３ページの②本市の状況、③参考（他市の状況）の

部分でございますが、阪神地域の６市につきましては、教育委員会の権限に

属する事務の一部を、規則により教育長へ委任しており、委任事務以外の事

務を教育委員会の議決事項としております。本市に関しましても、教育委員

会の議決事項を規則により定めているところですが、本市は教育委員会の議

決事項以外の部分は、教育長の専決により決定することとしており、他市の

ように、教育長への事務の委任は行われておりません。 

       審議会等の委嘱につきまして、他市の状況ですが、現在のところ、全ての

市において教育委員会の議決事項とされております。ただし、どの審議会委

員を議決事項としているかについては、各市とも一致しておらず、例えば尼

崎市は社会教育委員、公民館・スポーツの各委員は議決事項としていますが、

それ以外の審議会については教育長までの決裁により決定されるというよう

に、特定の審議会のみ議決事項としている市や、現在、本市が行っているよ

うに、法律や条例により設置されている附属機関は全て議決事項としている

市など、各市によって対応が異なっております。 

       結論としまして、４ページでございますが、審議会等の委員の委嘱・解職

案件につきましては、教育委員会事務決裁規則を改正することにより、議決

事項から外すことが可能と考えられます。以上でございます。 

小野委員長  これは、そういうことが可能ですよということで、あとはここで議論をし

て決めてくださいという趣旨なんですね。こうしたほうがいいですよという

ことではありませんね、別に。 

和田部長   どのような区分をされても、さっきの尼崎のように２つだけは議決事項に

して、その他は教育長の専決というように、いろいろあると思います。 

小野委員長  これはここでにわかに決定を下すのは、なかなか難しいですね。 

川名委員   でも、前回このように調べていただく前提になったのは、私たちが余り結
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局よくわからない中で、また、あて職のような方がほとんどですので、せっ

かく月に二度開かれている会議の中でやるのではなく、すごく悪い人事が行

われるというわけでもないので、むしろこのことはお任せして、もっと違う

ことに時間を割いたらどうかというところから始まってるので、できればも

う今、決めて、今いろいろ調べていただいてありがとうございます。結局こ

れを変えれば、オーケーということがわかりましたので、私としてはそのよ

うな方向で全てお任せをした方がと思います。つまり、何か実のある議論が

できるんならいいわけですけど、わからないわけですよね。それと、ほとん

どあて職ということもあるので。だから、適切な人が選ばれているんだと思

うので、規則を変えてそのようにしていただければいいかなと思います。 

小野委員長  ということは、他の市は例えばこれとこれは議決で決めてるみたいなこと

をしてますけども、そういうことじゃなくて全てお任せがいいんではないか

なというご意見ですね。 

川名委員   はい。何かを残すというのも。 

小野委員長  それはまた、これだけ残そうというのも、難しいことですからね。 

井上委員   私も、上がってくる人選については、この委員会で議論しても変更はでき

ませんよね。 

和田部長   通常、相手方の団体に了解を得た上で推薦をいただいて、議案上程をして

おります。 

小野委員長  今まで気になってたのは、何度もここでも聞きましたけど、１０年以上委

員をやっているとか、そういう方が何人かいらっしゃいました。それはだか

ら、委員の資格の部分なんですかね。再任は何年までにするとか。だから、

一律にすべて決めてしまっていいかどうかということもあるんですけども、

やっぱり私はできるだけいろんな方にやっていただくというところは、何か

ここで担保できないかなと思うんですけど。 

和田部長   審議会の運営に関する指針というのを、市のほうで決めておりまして、そ

の中で例えば１人の方がいろんな審議会の委員に就任される場合があります

けども、それは３つまでという決まりがあります。それと、委員を再任する

場合は、その在任期間は引き続き１０年を超えないというのがありますので、

それに基づいて選任しております。 

小野委員長  １０年までは良いんですか。 

和田部長   はい、そういうふうになっております。 

小野委員長  １０年ぐらいなんですね、一番長い方でも。 

和田部長   そうです。通常１０年が最高で、やむを得ない場合で、どうしても超えて

いる例外的なものが市の中にはあると思います。 

小野委員長  １２年ぐらいやっておられる方があったような記憶がありましたが。わか

りました。じゃあ、一応そういう点で私が気になる点に関しても、一応市の

指針では歯どめがかかっていることになっているということですね。 

種谷委員   済みません、確認なんですけれども、地教行法第２６条の第２項の４号で、

教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任
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命その他の人事に関することは教育長に委任することができないと、一応な

ってるんですが、委任ではなくて専決ということを今回するということなん

で、またちょっと直接は関係ないのかもしれないんですけど、審議会の委員

は、ここの部分には当たらないという理解でいいんですか。 

和田部長   この部分は、教育委員会の職員という意味ですので、審議会の委員とはま

た別です。 

種谷委員   教育機関ではないということでいいんですね。 

和田部長   はい。 

種谷委員   はい、わかりました。 

小野委員長  それでは、皆さんのご意見が大体そういうことのようですから、教育委員

会の議決事項ということからは外して、教育長の専決でお願いをするという

ことでよろしゅうございますか。 

委員    （異議なし） 

小野委員長  では、今後そういうふうに進めてください。 

和田部長   次回の教育委員会に規則の改正と、職務権限規程の改正を上げさせていた

だきます。 

小野委員長  よろしくお願いします。それでは次に、報告事項でございますけれども、

損害賠償の額の決定について、関係部署のほうからご説明をお願いします。 

橘課長    損害賠償の額の決定について、ご説明申し上げます。 

      学校管理下における事故に係る損害賠償の額の決定について、地方自治法第

１８０条第１項の規定による市議会の規定に基づき、平成２５年７月３日付

で市長により別紙のとおり専決処分されましたので、報告いたします。なお、

本件につきましては、９月市議会で報告をされることになっております。 

 

       【 個人に対する損害賠償に関する案件のため、会議録は非公開 】 

 

小野委員長  ありがとうございます。いかがでしょうか。よろしいですか。 

委員    （なし） 

小野委員長  それでは、特にないようでしたら、これに関しては、ご説明いただいたと

おりということです。ありがとうございました。 

       以上で、予定の案件は全て終了しました。他に何かありますか。 

酒井室長   本日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、本日の教育委員会の会議を終わりに

したいと思います。どうもありがとうございました。 

 ─────────── 閉会 午後 ２時０５分 ───────────── 

 

 


