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平成２５年第１５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９月１２日（木） 

２ 場 所      宝塚市役所  研修室 

３ 開会時間  午後１時３０分 

４ 閉会時間  午後２時１６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 

  青少年センター所長   高田 功一 

  教育企画課副課長    橋詰 まゆ美 

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 

   

10 その他 

  （協議事項） 教育委員会事務執行等評価における意見及び総評について 

（報告事項） 平成２５年度全国学力・学習状況調査の結果について【非公開事件】 
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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、第１５回宝塚市教育委員会の会議を始め

たいと思います。 

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

       本日の予定案件は、協議事項が１件、追加で報告事項が１件でございます。

進行について、事務局からお願いいたします。どうぞ。 

酒井室長   本日は、議決事項以外の案件としまして、協議事項が１件、それと追加で

報告事項が１件ございます。 

       協議事項といたしましては、教育委員会事務執行等評価における意見及び

総評についてでございます。今回追加いたしました報告案件としまして、平

成２５年度全国学力学習状況調査の結果についてでございます。以上２件で

ございます。 

       なお、報告事項につきましては、学力調査の結果に関する事項でございま

して、資料中に学校名等がございますので、その結果等は非公開という扱い

をいたしたく、その旨ご了解いただいて非公開でご審議いただきますようお

願いします。 

       審議の順番としては、この順番でお願いいたします。以上です。 

小野委員長  それでは、ただいま事務局からございましたように、まず協議事項ですね、

これを協議したいと思いますので、教育委員会事務執行等評価における意見

及び総評について。関係課より説明をお願いいたします。 

橋詰副課長  平成２４年度に執行した事務が対象の平成２５年度教育委員会事務執行等

評価における教育委員及び外部評価者の意見及び教育委員評価につきまして

ご協議いただくものです。 

       資料の２ページから１０ページでございますが、こちらが教育委員と外部

評価者からヒアリング実施時にいただきました施策ごとのご意見をまとめた

ものとなっております。 

       そのまとめにつきましては、前回の８月２３日の協議会で協議いただきま

したが、もう少しダイレクトに表現するということと、外部評価者の意見を

入れるべきだというご意見をいただきました。下線が入っている部分が、今

回ご指摘のあった部分の訂正、追加と、窪田先生のご意見を入れたものとな

っております。 

       次に、７ページ、８ページが、教育委員の総評としてまとめていただいた

ものです。９ページからは、窪田先生のコメントを添付させていただいてお

ります。説明は以上でございます。よろしくご協議のほどお願いします。 

小野委員長  今説明がありましたように、これは前に一度協議会で見たものに関して、

窪田先生の意見を加えてくださった部分と、あとは、私達も見せていただい

て、一部修正をお願いした部分。というのは、この下線の部分ですね。あと

は総評のところと、窪田先生が書いてくださった部分です。これは、もう事

前に目を通しておられると思いますので、何かご意見がございましたら、ど
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うぞ。 

井上教育長  ７ページなんですけどね。これ、この前初めて見たんですけれども、ここ

で、まず総評の「（教育委員）」というのが、これはどういう意味かというこ

とが１点と、それから、７番、８ページですね。この７番の言われているこ

とは、前から委員長も言われているからよくわかっているんですけども、こ

こで書かれている「外部評価からも言われましたが」という表現が、この「外

部評価者からも言われました」という、外部評価者は、このことについては

今回は指摘していないし、どこで言われたのかわからないですね。というふ

うなことになると、これはどうなのかなと。 

       それと、もう１点は、前から委員長が提案されている、重点施策だとか、

そういったことを、ここで言われようとしているなとは思いますが、振興計

画そのものが、もともと教育委員会そのものが認めた計画でもあるわけです

ね、過去に。その計画を受けて、我々は今継続してやっているんですけども、

そういった意味でいうと、ここでそういうことを別に言わなくても、それは、

今委員さんも替わられまして、そういう中で重点項目などを議論をしている

ということは、それはいいんですけども、あんまりその辺は、批判というか、

そういったことについては別にここで指摘しなくてもいいのではという気は、

私はします。 

小野委員長  わかりました。最初の総評のところの、「教育委員」というと、それはどれ

ですか。この７ページの一番上ですか。「総評（教育委員）」というところで

すか。 

井上教育長  はい。 

小野委員長  これは、総評に関しては窪田先生も９ページ以降にまとめてくださってい

ますからね。したがって、これは我々教育委員の総評という意味です。 

井上教育長  教育委員となると、これはもう教育委員会ということですね。あくまでも、

これは委員個人個人の意見ではなく教育委員会の合議として出されるんです

か、どうなんですかという意味です。 

小野委員長  つまり「教育委員会」のほうがいいだろうということですか。 

井上教育長  そういう意味から思っているんですけどね。 

       教育委員というと、誰かわからないですね、はっきりいって。 

小野委員長  私は、今回はいわゆるあの場に外部も入れて全部で６人評価者がいて、そ

れで、その中の教育委員のほうの主なコメントがこれだったのかなと。それ

で、外部評価者側からのコメントが、後に添付されている分、というつもり

だったんです。 

       もともと事務局の皆さんも、これをそもそもまとめるときから、まとめ方

が教育委員と外部評価者と分けてまとめようとしてましたよね。それはちょ

っとおかしいと。まとめるのも一緒にあそこでやっていたんだから、同じ部

分に書くべきじゃないのかと。それでこれを一緒にしてもらったわけです。

評価のところは、教育委員も個々に述べたりしていたので、という思いがあ

りまして、ちょっとこういうふうに分けたほうがわかりやすいのかなと思っ
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たわけです。 

井上教育長  確かに２ページでも、「教育委員と外部評価の委員会事務局に対する」と書

いてあるんですね。これの位置づけももう一つどうなのかなと思っているだ

けで、「委員会」とすべきなのかなとも思ったりもするんです。ここで協議を

して、大体委員が合意をしたというふうなことなのかなと思っていただけな

んですけども。 

小野委員長  だから、ここも「教育委員会」でも間違いないかもしれませんね。確かに

「教育委員」とすると。 

井上委員   誰だという気になりますからね。教育委員会でいいのではないですか。 

小野委員長  では、「教育委員会」に改めますか、ここは。それで全く私は問題ないと思

います。 

       わかりました。じゃあこれは「教育委員会」に改めようと。７ページもそ

うですね。 

       それから、確かに８ページの一番最後のところは、実はヒアリングが終わ

った後に私が窪田先生から問われました。僕は前から、これの重点化である

とか、見直しみたいなところを先生に相談していたので、窪田先生からどう

するんですかと聞かれました。窪田先生は前から、いずれ５年したら見直し

をするわけですから、そのときにきちんとなさったらいいですよねと。もち

ろん、その前にやってもいいですよとは、このときにも言ってはいたんです

けどもね。それをここに入れたのですがね。 

       確かに、ですから皆さんには聞こえていないから、少し唐突な感じがする

かもしれませんね。 

井上教育長  そうなると、教育委員会でやっぱり出すからには、教育委員会としての議

論をやっぱりしないといけないのかなと思っています。あくまでも、振興計

画を決定したのも教育委員会だから私は言っているんですけどね。あれ自身

が、教育委員会が認めた計画で、今それに沿ってやってきていますのでね。 

小野委員長  ただ、それは教育長ね、お言葉ですけども、脇舛委員も相当あれには批判

的だったわけです。 

井上教育長  いや、だからそれは個人の話です。脇舛委員個人の。委員会として議論し

てやっぱりやらないと。これは文章で外へ出すから言ってるんですけどね、

私は。小野委員長の考えとかそういうものは、もう既にずっと聞いてきてい

ますから。 

小野委員長  いやいや、これは、私は、どうせ今回中間では見直しはするんだろうと。

恐らくね。それはわかりませんよ。ですから、単にそれをここに述べている

んですけどもね。慎重に議論して、機会があったら見直しをすべきじゃない

のかなと。ですから、それは確かに、ここにいる皆さんの合意ではないと言

われたらそうかもしれませんけどもね。 

井上教育長  いや、これそのものは合意されているということだと思っていますけども、

あえて出さないといけないのかなという気が私自身はしたから、どうなんで

すか、ということです。 
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井上委員   いや、４９の施策中、１４の施策の抽出については、みんな合意していま

すよ。それについてはね。そうですよね。 

川名委員   全部やると網羅的になるということで、ことしは１４。来年は、また別の

施策をやると。 

小野委員長  だから、問題はこの後半の部分をおっしゃっているんだと思うんですけど

もね。 

井上教育長 「１４の施策を抽出して」という部分は、これは別に問題ないです。そこか

ら以降です。 

小野委員長  必ずしも入れなくても、僕はいいですけどもね。 

井上委員   だから、１４の施策を抽出してのヒアリングであった、まででいいんでは

ないですか。 

小野委員長  それは、もう冒頭にも出ていますからね。 

井上委員   ではもう要りませんか。 

井上教育長  いや、これはただ思いが、委員長のやっぱり重点化したいという思いがね。 

小野委員長  いや、重点というよりも、これは、どちらかといったら見直しのほうを言

いたかったんですけどもね。ある期間が来たときに、見直しをすべきだなと。

それをちょっと忘れずに言っておきたいなと。それで、記載したんですけど

も。窪田先生から話しかけられて、そこで少しお話をしたということもあり

ましたのでね。 

井上教育長  それは、５年のことを言っておられるんですね。 

小野委員長  そういうことです。だから、来年ぐらいから見直しして。 

井上教育長  だから、来年ぐらいから作業しないと間に合わないということですね。そ

れなら、もう具体的にそれをはっきりと書いたほうがいいですね。 

小野委員長  ですから、この「当基本計画の見直しに際しては、教育委員会においても

検討を重ねながら」、という部分が、言いたいんです。最初の「４９施策の中

の重複感、それからくくりに関する違和感」、それは私が前から言っていると

ころですが、確かに皆さんそのように感じるかどうかは分からないんですけ

ど、ここで言いたいのは、「基本計画の見直しに際しては」というところなん

です。 

井上教育長  基本計画は前期・後期みたいな形になっていましたか。あれはどういう表

現になっていましたか。５年間経ったらどうするとなっていますか。 

小野委員長  前期・後期じゃないですけどね。あれは表がありましたね。 

和田部長   見直しは作成してから５年後ですね。平成２７年度に見直すという形にな

っています。 

小野委員長  それで見直しをすると。全然しなくてもいいんですけどもね。 

和田部長   ですから、見直しを平成２６年度に入った後に、平成２７年度にかけてや

って、２８年度から次の見直した後の計画で、ということになります。平成

２７年度までの５年間と、平成２８年度からの５年間ということです。 

井上教育長  ここに、もう「当基本計画の平成２７年度からの見直し」と、追加して書

いた方が誤解がないかなと思います。 
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種谷委員   それをもうちょっと書いたらいいんですね。 

小野委員長  わかりました、じゃあ、そこはもう少し丁寧に書きましょうか。 

井上教育長  いや、もう年度を入れるぐらいでいいかと思います。私はその２点だけで

す。 

小野委員長  ほかに何かございませんか。はい、どうぞ。 

田川室長   済みません、失礼します。 

       前回のヒアリングの際に、少し委員の方々とお話しさせていただいて説明

をさせていただいていたんですけども、若干ここの表現の中で、事務事業評

価と施策のほうが、ちょっとリンクがなかなか難しいというところで誤解と

いうか、ちょっと表現に差が出ているところがありますので、青少年センタ

ーのほうから説明をさせていただきたいと思います。 

小野委員長  どうぞ。 

高田所長   済みません。失礼します。 

       ２ページの方向性１、子どもの「生きる力」を育む、の意見のところの文

章で、下から３行目、「また、環境浄化事業の『白ポスト』の設置・回収につ

いては、回収に人件費が多くかかっていることから、回収方法や利用の少な

い場所の設置を見直すなど、工夫が必要であると考えます」というところな

んですけども、環境浄化事業、青少年センターの５事業の中の一つとして、

昨年度、人件費約６１０万円というふうに事務事業評価の中でなっておりま

す。これに関しましては、昨年度、青少年センターの正規職員２名、それか

ら再任用の職員３名の割合を５事業に機械的に割り振って入力したためであ

って、このような人件費の算出となってしまいました。だから５名分の、こ

こで０．９％の人件費がこの白ポストの回収ということになってしまってお

ります。 

       現状は、月２回ほどのパトロールの活動の中での回収作業でありますので、

次年度の入力時には十分考慮して入力いたしますので、コストの削減という

か、正しい数値を入力することができます。ですから、この表現をできれば

削除していただきたいなと思うんです。 

       ここの方向性の基本方針の中に、この白ポストのことが果たして入ってて

いいのかどうかというのも、ちょっと意見の中ではありましたので。 

小野委員長  いや、これはあのときの議論で、こういう指摘があったから入っていると

思うんですよね。今おっしゃっているのは、「回収に人件費が多くかかること

から」と、ここが実際にはどうも違うと、そうおっしゃっているわけですね。

ほとんどかかっていないと。だから、人件費が多いから見直すなど工夫をし

たらどうですかというのはそれに当たらない。そういうことですね。 

高田所長   はい。 

井上教育長  これは、要は青少年に悪影響を与えるような本とか、そういうようなもの

をここへ入れるんですね。 

高田所長   そうです。 

井上教育長  これを減らせと言うと、何かちょっと変な感じもします。 
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小野委員長  あのときは、費用対効果の話になっていましたね。 

井上教育長  そんなにかかってないんですね、要は。 

高田所長   そうなんです。 

井上委員   ほとんどかかっていない。 

高田所長   この事業をして、ここに人が何％かかっているというのを、ほとんど示せ

ないぐらい人件費としてはかかっていません。 

井上教育長  表が悪いということですね。 

小野委員長  それは、だからちょっとうまく表現を、これからしていただくことを考え

てもらって、これは、たしか窪田先生がご指摘したんじゃないかと思うんで

す。ですから、我々はじゃあこれを削るのは賛成で、窪田先生にはまたきち

んとお伝えするということで、お願いしますね。 

高田所長   はい、お願いします。 

小野委員長  じゃあそういうことで、これは削除ということでよろしいですね。 

委員     （異議なし） 

小野委員長  ほかにございますでしょうか。 

委員     （なし） 

小野委員長  ありませんでしたら、ちょっと私のほうから２点ほど。 

       この前、ここでやるときに、最後にどなたかが、この事務評価というのは、

この事務局の仕事の評価なんです。みたいなことをおっしゃって、私も、へ

え、そうなのかと、こう感じた記憶があるんですが、それでちょっとその道

のプロに確認をしまして、この２７条のところに、「教育委員会が毎年その権

限に属する事務」とありますが、これは教育に関すること全て入っています

と。したがって、学校で行われている、当然予算は学校でほとんど消化され

ているわけですよね。ですから、学校で行われている教育活動の全てが入る

ので、必ずしも事務局の皆さんの仕事の評価ではありませんということです

から、あのときの会議にも、もう少し具体的な学校でやっている活動内容が

わかったほうが我々理解しやすいなという意見もあったと思うんですけども、

そういうことで誤解のないようにお願いしたいんだということです。必ずし

も、事務事業評価といっても、事務局の皆さんの仕事の評価ではない。当然、

教育全般に関する、我々のこの教育委員会の権限に属する事務全てに関する

評価ということが１点です。 

       それから２点目は、最初にここでどういうメンバーで議論しようかという

ときに、教育委員会だけで議論しても、そこに学識経験を有する者も入って

いるという理解でいいんじゃないかと、こう私も思ったんですが、第２項の、

「教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関して学

識経験を有する者の知見の活用を図るものとする」というのは、ここに外部

の者という意味が含まれているのだそうです。僕は、何で、じゃあ「外部の」

と書かないんだとお尋ねしましたら、法律というのはできるだけ短い文章で

表現するものであって、したがって、外部の委員はやはり入れないといけな

い。 
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種谷委員   そこは多分違うと思うんです。 

小野委員長  違うんですか。私、文部科学省に聞いたんですけどね。 

種谷委員   文科省の、多分回答した人もあんまりわかっていなかったと思うんですけ

ど、文科省の通達に外部委員を登用せよということは書いていなくて、「点検

及び評価の客観性を確保するためのものであることを踏まえれば、例えば点

検及び評価の方法や結果について学識経験者から意見を聴取する機会を設け

るなど、各教育委員会の判断で適切に対応すること」と通達で言っているの

で、そっちのほうが正しいと思います。その人、多分間違っています。 

       だから、入れなくてもいいと思うんですけど。 

小野委員長  入れなくてもいいんですか。 

種谷委員   だから、それぞれの判断で適切に対応すればいいと思うんですが、結果的

には、入れたらいいとは思うんですけど。 

小野委員長  いや、僕が聞いたときは、いや、これはちゃんと外部と読むんですと、こ

う聞いたのですがね。 

種谷委員   いや、だから文科省の役人さんは法律家じゃないから。 

小野委員長  そうですね。 

種谷委員   あんまり裏とってないと思います、多分。全部の通達を把握しているわけ

じゃないと思うんで。 

小野委員長  あとは、やっぱり窪田先生は、今回は教育委員会がメインで、外部が１名

だったんですけども、これはここにも書かれていますが非常に珍しい進め方

だとおっしゃっていました。それは、また文科省の人に聞きましたら、これ

は当然教育委員会がメインでやることですから、教育委員が主体で、外部の

人が１名とか、それは大変立派なことですと。これはそういうお墨つきをい

ただきました。 

川名委員   教育委員５人のうち、４人は外部なわけですよね、もともとがね。ですか

ら、それで。 

小野委員長  だけど、ここは「教育委員会は」と主語がありますからね。だから一応。 

川名委員   でも構成は、もう外部が４人もいるわけですから、そこに、さらにプラス

評価の専門家が加わっている今年のやり方というのは、なかなか合理的で、

時間的な事務局の皆さんの負担も、それから我々のほうも考えて、なかなか

これはいい方向じゃないのかと、そのように思いましたけれど。 

小野委員長  少し勉強させてもらったんで、今ちょっと種谷委員のご意見なども、ある

ようですけども。今回の我々の進め方はよかったんじゃないかなという思い

がします。ちょっと余分なことですけど、そういうことです。 

       それでは、一応協議事項は以上で終わりといたしまして、引き続いて報告

事項です。 

       （傍聴者なしのため会議続行） 

井上課長   失礼いたします。 

       平成２５年度の全国学力・学習状況調査が４月２４日に行われました。今

年度は悉皆でございまして、小学校・中学校、全校実施いたしました。その
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結果につきまして、８月２８日に教育委員会あて及び小・中学校のほうに結

果のほうが届きましたので、本日データを起こしまして、資料としてご報告

のため配布させてもらっております。分析については今後行っていくという

ことで、本日概要だけ報告のほうをさせていただきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。 

       まず資料の２ページでございますけれども、１．調査の概要です。本市の

調査実施校数等でございますけれども、小学校６年生、小学校２４校ござい

まして、受けた人数２，１６１人です。中学校は３年生対象でございまして、

１２校、全校実施しました。１，７７３人が受けました。 

       この数ですけれども、悉皆というのは４年ぶりでして、前回は平成２１年

度に悉皆調査を行っております。昨年度は、小学校３校、それから中学校６

校の計９校が抽出で選ばれて、調査を実施しておりました。 

       ２番、調査内容ですけれども、ア、教科に関する調査です。国語、算数及

び数学ですけれども、知識に関する問題、「知識」と書いていますが、これが

「Ａ問題」、それから活用に関する問題「活用」、これが「Ｂ問題」です。の

計２種類行っております。それから教科外ですが、質問紙のほうの調査をし

ております。これは、児童・生徒用の質問紙がございまして、それと、学校

用の質問紙もございます。計２種類でございます。 

        

        【 非公開案件の審議あり 】 

 

小野委員長  わかりました。また丁寧に見て、いろいろ質問するかもしれません。よろ

しくお願いします。 

井上課長   よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

小野委員長  それでは、報告事項を終わります。 

酒井室長   ありがとうございました。本日の予定の案件は以上でございます。 

小野委員長  そうですか。それでは、以上をもちまして第１５回教育委員会の会議を終

わりたいと思います。 

 ─────────── 閉会 午後 ２時１６分 ───────────── 

 

 


