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平成２５年第１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１月２３日（水） 

２ 場 所      宝塚市役所  ２－４・５会議室 

３ 開会時間  午後２時００分 

４ 閉会時間  午後４時０２分 

５ 出席した委員の氏名 

  田辺 眞人委員長、舛 詇子委員、井上 輝久委員、小野 武委員 

  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 北芝 芳己 学校教育課長 橘 俊一 

学校教育部長 高野 進 教育研究課長 高田 親治 

社会教育部長 齊所 澄雄 学事課副課長 高田 輝夫 

管理室長 和田 和久 教育研究課係長 小林 秀昭 

教育支援室長 宇多田 茂 教育研究課係長 筒井 啓介 

職員課長 田中 誠 建築営繕課長 福田 芳巳 

施設課長 中村 尚雄 建築営繕課事務職員 片岡 博史 

学事課長 上木 英一郎   

 

８ 会議の書記     

  教育企画課副課長    橋詰 まゆ美 

  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１号 工事請負契約（市立長尾幼稚園園舎新築（建築）工事）の締結につ

いて意見を申し出ることについて    

10 その他 

  ○ 美座小学校給食室における火災の発生について 

  ○ 平成２５年度全国学力・学習状況調査（きめ細かい調査）への参加について 

○ 平成２４年度宝塚市中学校学習理解度調査について 
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 会議の概要 

 ─────────── 開会 午後 ２時００分 ───────────── 

田辺委員長  それでは平成２５年第１回宝塚市教育委員会の会議を開催いたします。 

       本日の署名委員は井上委員ですので、お願いいたします。 

       本日は付議案件１件、議決事項以外の案件３件ということでございますの

で、進行についてのご意見を事務局からお聞きしたいと思います。 

和田室長   本日の付議案件は１件、議決事項以外の案件が３件でございます。付議案

件は議案第１号 工事請負契約（市立長尾幼稚園園舎新築（建築）工事）の

締結について意見を申し出ることについて、また議決事項以外の案件は管理

部学事課から美座小学校給食室における火災の発生について、学校教育部教

育研究課から平成２５年度全国学力・学習状況調査（きめ細かい調査）への

参加について、及び平成２４年度宝塚市中学校学習理解度調査についてでご

ざいます。この順番でご審議いただきますようお願いいたします。 

田辺委員長  事務局からのご提案のとおりの順番で審議するということで、よろしいで

しょうか。 

委員    （異議なし） 

田辺委員長  それでは、傍聴の方はいらっしゃいませんので、早速審議に入りたいと思

います。 

       議案第１号 工事請負契約（市立長尾幼稚園園舎新築（建築）工事）の締

結について意見を申し出ることについてお諮りをいたしますので、担当課の

ご説明をお願いいたします。 

中村課長   議案第１号 工事請負契約（市立長尾幼稚園園舎新築（建築）工事）の締

結について意見を申し出ることについて提案理由及び内容をご説明申し上げ

ます。 

       本件は市立長尾幼稚園園舎新築(建築)工事の工事請負契約を締結すること

について、平成２５年３月市議会に議案を上程するに当たり地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第２９条の規定により市長に意見を申し出るもの

でございます。 

       長尾幼稚園につきましては、現有園舎が昭和３７年度建築と、老朽化が著

しく、現在の施設では耐震性能等十分な安全性を確保できない状態です。ま

た、就園希望者の増加により保育室が不足しており、平成１５年度から継続

して仮設園舎による運用を行っています。これらのことから施設の更新が必

要であると判断し、園舎新築工事を施工しようとするものです。 

       園舎等は現在の幼稚園施設の北側、山手台東１丁目地内に移転、新築する

もので、鉄筋コンクリート造２階建で、１階に保育室４室及び遊戯室、職員

室、玄関、倉庫、トイレ、２階に保育室３室、会議室、ホール、トイレを設

置し、延べ床面積１，２７６．１８平方メートルとなります。また、園舎棟

のほか飼育小屋、自転車置き場、体育倉庫、園芸倉庫及び手洗い場の新設を

行うことし、工期は平成２５年１２月２７日までに完了する予定です。 

なお、工事請負契約は本年１月９日に一般競争入札が実施され、落札金額
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２億１，８８０万円、消費税あわせて２億２，９７４万円で、市内売布４丁

目１２番３号、株式会社売布建設としようとするものです。説明は以上でご

ざいます。 

田辺委員長  ありがとうございました。審議に入りたいと思いますが、ご質問、ご意見

ありますでしょうか。 

小野委員   以前の説明のときに道路の問題がいろいろ言われてましたよね。あれは地

域の住民の方はある程度納得してくれてるんでしょうか。 

北芝部長   地元の自治会等に説明を１１月に行いまして、その後１２月でございます

けれども、山手台自治会のほうから教育委員会のほうに対しまして移転に反

対するという考え方の署名が届けられました。これは１１月１０日の説明会

をした段階で一定の市のほうの考え方も説明して、山本山手コミュニティ全

体の説明会では一定、説明会はこれで終了するということで、あとは市のほ

うで安全対策について随分考慮して対策をとってくださいということでござ

いましたけれど、１２月に山手台自治会のほうからはそういった署名が届け

られました。この件に関しましては教育長も出席して対応いたしました。そ

の後自治会の方とも話をしまして、この１月２６日、土曜日でございますけ

ども、地元で再度説明を行って、その署名に対する回答もあわせて説明会で

理解を得る予定でございます。以上でございます。 

田辺委員長  いかがですか。 

小野委員   この前、僕が聞いたときは、工事期間中は確かに相当な車の出入りがあっ

たりして、そのときはもちろん監視員をつけたりすることで不便でも仕方な

いんだろうなと。そうすると自治会の皆さんが反対するというのは幼稚園が

でき上がったあとの交通に関しても心配なさってることなんですか。それと

もそれ以外の点で反対なんでしょうか。 

田辺委員長  いかがですか。 

中村課長   地元からの意見としましてはこの計画地の前に幹線道路がございまして、

そこに歩道があります。住民の方の心配事としては歩道を走る自転車等が結

構なスピードで通っておると、そうしたら通園をするときのそういう交通安

全面の確保は大丈夫なのか、そういう点を言われております。それともう一

つは幹線道路から敷地のほうに車が入る場合にここが少し下り坂でカーブに

なっておりますから、そういったところからの出入口について安全性はどう

なのかと、というような観点で言われております。それにつきましては先ほ

ど部長のほうも説明しましたように、歩道につきましては十分に、今までは

ここに幼稚園がなかったと、今回はそこに幼稚園ができるという事前の告知

と言いますか、ここにできるんだよというような形でいろんな看板だとかそ

ういうことは対応していこうと考えております。それからもう一つは敷地の

中に車が出入りするときの危険性ということになっておるんですが、基本的

には幼稚園と言いますのは徒歩で通園しておりまして、車での送り迎えとい

うことは基本的にはございません。ただ途中で体調を崩した子どもだとかが

出た場合については車が出入りするとか、そのときにつきましては出入口の
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ところにパトライトをつけるだとか、そういうふうにして注意喚起を今しよ

うという形で考えております。以上です。 

小野委員   自治会から反対されているのは大変残念なんですけども、これからもねば

り強く対応していただいて、今度は教育長は出席されるんですか。できるだ

け地域の皆さんにも歓迎される幼稚園になってほしいなとそう思います。 

北芝部長   先ほど私が申し上げました教育長が、出席しましたのは１２月に、署名を

持って来られた時に一緒に対応させていただきました。今度の１月２６日に

ついては私、そして施設課、その他関係職員で説明を行います。 

小野委員   わかりました。 

井上委員   具体的に住民からの要望というのはそれを実施できるものなんでしょうか。

例えばカーブミラーをつけるとか、そのような形の安全面では。それさえで

きれば了解してもらえるわけですよね。 

中村課長   先ほど申しましたようにパトライトだとか、カーブミラーだとか、注意喚

起の看板だとかそのようなことにつきましては今対応するという形で進めて

いこうと思っております。その件につきましても今まで地域の住民さんにも

そういう形では説明をしてきております。ですから、今回もそのことの説明

は十分に、分かっていただくためにしていこうということでは考えておりま

す。以上です。 

井上委員   これだけ説明してなぜ分かってもらえないんですか。 

北芝部長   特に山手台自治会の方々がおっしゃってますのは山手台の開発、特に山手

台の東４丁目、５丁目、東側ですけども、今造成が行われて、今後相当な数

の住居が予定されている。そうすると今現在も車の渋滞が激しい、特に山本

駅の方面に向かって車が下りてきます。そういった車の渋滞に拍車がかかっ

て、そのことが非常に歩行者にとっても危険であるというような考え方でご

ざいます。ですから、今の計画地じゃなくて他の所で建てられないかという

ようなこともおっしゃっておりますけども、これについては私どもも従来か

らこれについては市議会にも説明をして理解をいただいた上で、予算も継続

費として、２３年度からの継続費について認められておって、もちろん長尾

幼稚園の保護者にとってはできるだけ早く園を建て替えていただきたいとい

う強い要望がございます。そういった子どもたちのために、新しい環境とい

うことで建物を新築していきたいと思っております。ですから、道路の渋滞

のこととあわせて反対ということをおっしゃってるんですけども、私どもと

しましてはやはり今、課長が言いましたように十分な安全対策、もちろん保

護者の子どもを通園させる場合の安全面、もちろん重要でございますけども、

それ以外にも先ほど申し上げたいろんな対応策をとりまして徹底していきた

いと、このように説明していきたいと思います。 

井上委員   部長が言われたとおり地域住民の方は交通渋滞をすごく気にしておられま

すね。それは間違いないです。だからこの出入り口をもうちょっと考えても

らえないかというようなことをよく言われるんですけども、その辺できない

のであればはっきりとこういう事情でできませんということで説明されたほ
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うがいいんじゃないかと思うんです。 

北芝部長   今おっしゃっていただきました出入り口の件につきましては１２月の市議

会でも議員から質問がございましたけども、その中で今の出入り口を変更す

るということについてはこれは困難ですということで説明いたしました。特

にこの出入り口についての安全対策についてはもちろん歩行者と車の出入り

については入り口をしっかりと分けて対応するということ。それから山手の

ほうから車が下りてくる場合に早く幼稚園があるということを知ってもらう。

そしてまた減速してもらう、そういったことの注意喚起をしっかりやってい

きたいと、このように思います。 

井上委員   署名された方、何名ぐらいおられるんですか。 

中村課長   確かな資料が手元にないんですけども、８００名ぐらいだったと思います。

１軒あたり子どももみんなでという形で署名されております。 

井上委員   ということは自治会ほぼ全員ですね。 

中村課長   割合にしましたら、そうなると思います。 

小野委員   さっき説明があったように幼稚園は原則徒歩で通園ですから、緊急のとき

は別にしても、通常渋滞はそんなあれですよね。工事期間中は渋滞はあると

しても。そういう考え方でいいですよね。 

北芝部長   そうでございます。私どもが説明しておる内容でございますけども、許可

を受けた通園のための車、例えば特別支援の子どもについての送り迎えとい

うケースも考えられますが、そういった場合の実際の登園時間帯は８時４５

分から９時までの間です。幼稚園は９時からでございますので。今一番渋滞

する時間帯というのはやはり７時半から８時ぐらいの間だと思います。です

から、特に渋滞のことと歩行者の安全面とを結びつけるということは、別の

観点で当然やっぱり歩行者が横断歩道をしっかり信号を守って渡ることであ

るとか、あういは乱横断しないことであるとか、そういった歩行者の注意喚

起というのがまず重要であって、そのことと渋滞のこととつながるというこ

とはちょっと疑問がございますけども、私のほうはそういった地域での安全

面についてはいろんな角度から対応を考えているということを説明しておる

ところでございます。以上です。 

井上教育長  今の話ですけど、実際に要望が出てきたのは山手台西の自治会でしたね。 

中村課長   住所としましては山手台西の方なんですけども、あそこは当初にできまし

たのが西のほうから開発されましたので、自治会名では山手台自治会という

形でされておられます。ですから、それと区別するということで東のほうは

山手台東自治会というような形です。ですから、今出てきておりますのは山

手台自治会という名前にはなっておりますが、住居表示としましては山手台

西の方ということです。 

井上教育長  先ほど、委員からご質問があったことですが、要望を持って来られたとき

にお会いしたときの最終的な向こう側の要望は場所を変えてほしい、この場

所からもっと上のほうに空いているところがあるだろうというような、それ

を阪急さんと話をして、決めていただいたらどうですかと、こういう危ない
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ところでしなくてもいいんじゃないかということでした。そのときに、これ

はもう既に今までずっと長い間かけてここで決定して、設計もして、建てよ

うという段階ですから、教育長に場所を変えろなんて言われてもなかなかそ

れはできません、一人でできるものではないということで説明をさせていた

だいたんです。要望を持って来られたものについて回答させていただくとい

うことしかできないです。そのときもそういうお話はしたんですけども、一

方で長尾幼稚園は非常に仮設園舎で、長い間ああいう状況で園児の皆さんに

は環境の悪い中でいるので、安全とか安心してやっぱり通っていただくため

には一刻も早く私としては新築したいんですと。だから今さら場所を変えろ

と言われてもなかなか難しいものがありますし、教育長どうですかと言われ

ても決められませんというふうにそのときにはお答えしております。だから

あとは最後に今度説明会をして、今回市議会へ議案として出しますから、そ

ういうことでの最終の説明といいますか、そういう感じになるかなと思いま

すけど、納得されないと思いますね。 

小野委員   そのときの先方の、場所をかえろということの一番の理由はやっぱり渋滞

問題なんですか。 

井上教育長  いろいろと言われるんですけども、要は場所を変えてほしいというのが最

後の願いかなと思いましたということで今申し上げています。渋滞であると

か、交通安全とか、いろんなことを言っておられると思うんです。でも願い

は上のほうに持っていってほしいと思うんです。 

井上委員   それとやっぱり事前の連絡がかなり遅いというんですか、遅れているとい

うか。この自治会だけが、特に後だったりとか。そのようなことはないです

か。 

井上教育長  そのことについてもお会いしたときに冒頭でそういうことで聞いてないと

いうことは、その辺については私どもの最初のスタートの段階から今までの

間に説明が不足していたことについてはおわびしますということで言いまし

て、これからは丁寧に説明しますということを言いましたけども、そういう

思いもあったように思います。ただ全ての人が説明がなかったことを怒って

られるかというと、そうでもないし、結局は場所を変えてほしい、という声

が強かったです。 

小野委員   自治会の人の中にも幼稚園児のいる方というのはいるんですかね。 

中村課長   現在通っておられる方も、数名なんですけどもおられます、その地区の中

に。 

小野委員   その人も反対の署名をしているんですか。 

中村課長   いや、それはされてないと思います。そこまで確認はしてないんですが、

幼稚園の保護者の方には幼稚園長のほうから説明していく中で、やっぱり早

く新しい園舎をつくってほしいという思いというのは十分こちらのほうにも

伝わっております。 

小野委員   わかりました。 

井上委員   新しい園舎の推進と言うんですか、そのような署名はないんですか。反対
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に。 

中村課長   残念ながら、それはないです。今回はこちらのほうから移転新築しようと

いうことで話を出しておりますから、署名というよりは、早くしてくれとい

うような要望になろうかと思うんですけども、そういう形で今、井上委員が

言われたような署名というようなことはないです。 

井上教育長  今度行ったときにちゃんと説明してほしいと言ってるんです。井上委員が

今言われたように、要望はないですが、現実に周辺の自治会の会長が市のほ

うに来られまして、早くしなさいと、むしろ、進めてくださいよという意見

を持って来られてるんです。先ほど言いましたようにその周辺のコミュニテ

ィのブロックで説明したときも、他の自治会は安全対策をきちんとしてもら

ったらよろしいよというふうな決定をしたりしておられますから、全てが反

対しているわけじゃないんです、周辺すべてが。もうむしろ早くやってほし

いと、私と同じように、子どものために早くしなさいと、止めていたらいけ

ないと、逆に市役所へ来られてますから、だから周辺全部が反対とという話

じゃないんですね。 

田辺委員長  ということはコミュニティの中で、今おっしゃったみたいに現実山手台西

の自治会が山手台自治会と称してられて反対ということですけども、それ以

外には、幾つ自治体がありますか。 

北芝部長   今教育長から申し上げましたとおり１１月１０日の山本山手自治区まちづ

くり協議会、こちらのほうでの説明をさせていただきました。まちづくり協

議会が窓口となって各自治会が参加されました。その自治会を申し上げます

と、平井山荘自治会、山本台自治会、切畑県営住宅自治会、山手台東自治会、

フルーレ宝塚県営自治会、そして先ほどから申しております宝塚山手台自治

会、ということで、６つの自治会が入ってございます。 

田辺委員長  その中の１つの自治会が反対しておられるということですね。 

北芝部長   そういうことでございます。それから先ほど１月２６日と申し上げました

けども、その前の日の２５日に自治会の会長と会の持ち方について打ち合わ

せをする予定でございます。以上でございます。 

舛委員  今言った自治会の人数は何人ぐらいですか。先ほど署名された方は８００

人ということをおっしゃいましたよね。全体では何人ぐらいいらっしゃるん

でしょうか。 

北芝部長   ちょっと自治会の会員数は掌握しておりません。 

舛委員   面積からいうとどれぐらいになるんでしょうか。 

田辺委員長  結局、舛委員のご質問としては、面積にせよ人口にせよ、その当該地区

の中で何割ぐらいの人が反対になってるかというのはどうですか。 

北芝部長   申しわけございません。ちょっと割合がどれぐらいかというのは今、はっ

きりと承知してございません。ただ非常にこの今言いました６つ自治会のエ

リアは広くございます。非常に広いエリアの中でまちづくり協議会ができて

おりますので、その中で特に山手台自治会は従前から山手台の開発で住んで

おられるところの自治会、また東側には山手台東自治会ができている、その
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２つの自治会の附近に先ほど申しました自治会があるという非常に広範囲な

まちづくり協議会の範囲であります。 

田辺委員長  大体まちづくり協議会の範囲ぐらいから園児が来るんですか。 

北芝部長   特に幼稚園は園区がございませんので、南側の山本東地域とか、山本台と

か、あるいは山手台ももちろんありますし、大体今申し上げた自治会の中に

は保護者の方が入っておられるというふうには理解しております。 

井上教育長  全体の人数はちょっと終わるまでに調べてください。自治会数は市民協働

推進課に調べてもらったら分かるので。やっぱり８００人という人数があっ

て、もう一方のほうの世帯数が分からないから、今一つ賛成している人はた

くさんいますと言いながら、反対した人数だけ分かって、その辺が説明不足

になってしまうので報告してほしいです。 

北芝部長   調べまして、会議の中で報告するようにしたいと思います。 

田辺委員長  前回からのお話ではむしろ関係している地域全体が反対してられるみたい

に我々は今まで思っておりましたので、その反対、賛成の割合をぜひお願い

します。 

       それ以外の件で今の議案について何かご質問ありますでしょうか。 

舛委員   園舎の特徴をお聞きしてよろしいでしょうか。 

中村課長   議案の４ページが位置図でございます。それから５ページに配置図を載せ

ております。６ページ、これが今回計画します幼稚園の１階の平面図です。

職員室の部分ですが、敷地への進入路が職員室で確認できるという位置にあ

ります。それと、遊戯室、それから１階部分としましては保育室を４室、中

央あたりにホールという表現をしております。玄関ホールとホールという分

け方をしておるんですが、このホールは今までの玄関に入ったところのホー

ルではなくて多目的にいろんな形で使えるようなホールを今回は計画をして

おります。 

       それから７ページ、これは今回２階建てでありますから、２階部分の平面

図になっております。これも中央に階段がありまして、その横にホールとい

うような表現をしております。このホールにつきましてもいろんな形で使え

るようなホールという設計をしております。２階にも３室、保育室を設けて

おります。それから一番端に、屋上と記載しております。その屋上部分に今

回の契約とは別途発注しまして、機械設備工事と電気設備工事というのを後

で発注するようにしております。その中で今話題にもなっております太陽光

発電を計画しております。今の計画で１０キロ発電できる設備を設けます。

これは今回の契約ではないんですが、別途発注して、同時に完成します。そ

れから参考としまして、園舎の完成図を用意しております。 

井上委員   これ園舎の裏の水路はふたをするんですか。 

中村課長   ちょっと誤解されやすい形になっておりますが、今、井上委員が言われた

５ページの配置図のところで水路となっておりますが、この水路と書いてい

る部分というのは平地の部分ですので、実際は、その園舎側の細い線が水路

になるんです。幅にしましたら２５センチから、３０センチまでの水路にな
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ります。済みません、誤解を招くような表現となっています。 

井上委員   そうすると平地は何センチあるんですか。こちらに入り口を持って来たら

と住民の方は言われているんですけどね。 

中村課長   今言われておるのは山側のほうということですか。 

井上委員   そうです。 

中村課長   配置図で園舎北側というのは山の斜面地になっております。そこに石積み

があって水路があるということで、ここでの段差がやはり大分ありますので、

そちら側へ出入り口を持っていくということは余り考えられないのかなとは

思っております。 

北芝部長   今、井上委員がおっしゃいましたのはこの４ページの地図のＷというふう

に調整池がございますけれども、こちらのほうの管理道、調整池の周りに管

理道があるんですけども、そのことをおっしゃってるんでしょうか。 

井上委員   こっち側からは入れないんですか。調整池のこっち側のほうから。 

北芝部長   実はそのことにつきましてこの間１２月議会でも質問があったんですけど

も、調整池ですけども、これは上下水道局が管理している、要するに水を調

整するための池でございます。その周りに管理道があるわけですけども、信

号が今このＷの左側のところにあるんですけど、山手台東１丁目の信号です

けども、その突きあたりのところから管理道がずっと周りを回ってるんです。

これは非常に幅の狭い、もちろん管理用のための道路でございます。ですか

ら、例えば車であるとかを、進入させるというような道路ではございません。

先ほど課長が言いました段差というのはこの東側の管理道の端から建設予定

地の地盤、ここに３メートルぐらいの段差があるんです。この管理道から見

ましたら下のほうに３メートルほど下がったところに建物の敷地があるとい

うような高低差があります。これについては先ほど言いましたように管理道

そのものがそういった車を通すような道路ではございません。そういったこ

ともありますし、仮に歩行者ということになりましても非常に高低差がある

ところへ道路をつけていくということが必要になってくるので、そういった

ことも非常に困難であるということから、今お示ししております位置で進入

口を設けるというふうに考えております。 

井上委員   先ほど交通渋滞の話が出てましたですけども、これ交通量は計られました

か。 

中村課長   私どもの道路政策部門のほうでそういう調査を行いましたので、それをも

って住民の方にも説明をいたしました。 

田辺委員長  もう一つこれちょっと確認したいんですが、さっきのこのＷというのは池

ですか。 

北芝部長   要するに雨水等が全部集まってきますからその調整池ということで、そこ

で一旦水をためるような形です。 

田辺委員長  通常は水はたまってないんですか。 

北芝部長   たまっているときもありますし、たまってないときもあります。 

田辺委員長  それでその横の左下側は通常の道路ですけども、このＷの周りのコの字方
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に書かれているところはこれは通行止めですか。 

北芝部長   管理用の道路でございますから、通常は人が入るようなことにはなってご

ざいません。 

田辺委員長  それからもう一つ、拡大したほうの図で先ほど井上委員もおっしゃったん

ですが、これも水路だったら危ないんではないかと思ったんですが、結局帯

状の平地がずっと敷地の北にあるということですか。 

中村課長   はい。帯状の平地があります。この地図で言いますと下側のところに側溝

があるんです。 

田辺委員長  水路と書いてあるのは側溝ですか。 

中村課長   はい。 

田辺委員長  それを側溝と書かず水路と書いてあるということは、水がいつもあるんで

すか。 

中村課長   いえ、雨が降ったときの表面排水を処理する部分という形で、常時そこに

水が流れているということではないんです。建物の裏側になりますので。 

田辺委員長  それから先ほど舛委員のご質問なんですけども、新しい園舎の特色はと

いうことで、この提案理由の文章では２階建てで保育室が合計７室、それか

ら遊戯室と職員室と会議室があるんですね。従来の長尾幼稚園は保育室、会

議室、遊戯室、職員室というのは数はどうなんですか。 

中村課長   従来は、保育室４室、それから遊戯室、職員室がありました。それからあ

と２室につきましては今仮設園舎を建てておりますので、保育室は合わせて

６室でございます。それが新築では７室になります。 

  遊戯室も今のものは７８平米程度なんですが、今回計画しますのは１７４

平米という形で、充実した遊戯室ができると思います。 

田辺委員長  ありがとうございます。 

舛委員   それと園庭は今の幼稚園のどのぐらいにあたるんでしょうか。 

中村課長   敷地面積でいきましたら今の幼稚園の敷地面積は２，５１６平米です。そ

れから今回計画いたしますのがのり面敷地も含めまして５，１５７平米で、

平地部分、のり面は省いて有効敷地面積については３，７５０平米になりま

す。 

舛委員   園児たちがいつも使う園庭は前に比べてどれぐらいなのか教えていただき

たいです。今までは狭かったですよね。 

中村課長   はい。 

田辺委員長  ３，７５０から２，５１６を引いていただいて、今度は園舎の面積の差を

もう一回そこから引いたらいいんじゃないんですか。 

舛委員   大ざっぱでいいです。 

中村課長   園庭そのものにつきましては、今回５ページの配置図で園芸倉庫と書いて

おりますこの部分というのはここに菜園部分も設けますから、園庭そのもの

はさほど差はないと思います。 

田辺委員長  それほど複雑な計算式ではないと思います。今のところ園舎の床面積は幾

らありますか。 
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中村課長   今の面積は４６４平米です。 

田辺委員長  今度の園舎はいくらになるんですか。 

中村課長   ８５０平米です。 

田辺委員長  そうしたら８５０から４６０引いたら、大体４００平米ほど建坪は増えま

すね。それで今の有効面積の２，５１６から今度の有効面積が３，７５０に

なるということは１，２３４平方メートルほど増えるいうことですね。そこ

から４００引いたら８００平方メートルほど増えるということですね。 

中村課長   はい。 

小野委員   それが全部園庭ではない可能性もありますね。運動会を行うような場所と、

そうでない場所がありますよね。 

田辺委員長  従来も結局そういう場所があるでしょうから、だいたい８００平方メート

ルほど増えるいうようなことですね。 

中村課長   そうですね。先ほどパーツの中にもありましたこの園舎の周りの蹴上がり

と書いているんですが、そこは芝生広場にする計画にはなっておるんですが、

舛委員が言われたような運動会を行うような園庭としてはそれほど面積は

変わりません。 

舛委員   だけどもここの芝生化するところ、これも子どもたちの遊び場になるから、

それだけ広くはなってるということですね。 

中村課長   はい、そうです。 

舛委員   わかりました。 

井上教育長  部屋はいくらありますかと言われて分からないと答えるのと一緒です。地

元説明に行っても聞かれるんで、どこに行っても聞かれたらやっぱりある程

度面積がいくらかぐらいは答えられないとだめですね。 

田辺委員長  その方がいいでしょうね。それだったら仕方がないかなというような説得

ができないといけないと思うんです。それでさっきの答えは出ましたか。 

北芝部長   済みません、実は戸数で把握してきたところでございまして、戸数で申し

上げてよろしいですか。 

田辺委員長  はい。 

北芝部長   戸数で６つの自治会全部あわせまして１，８９０でございます。山手台自

治会の戸数が約３３０でございますので、約６分の１ということになります。 

井上教育長  それでいいでしょう。世帯数にだいたい３人ぐらい住んでるというぐらい

の計算になるからね。 

田辺委員長  先ほどご説明を聞いてますと、交通渋滞と言っても時間帯が違うようです

し、それが反対をされているしっかりとした理由なのかどうか。どうも全体

の該当地区から考えると山手台の自治会がそちらに近いほうへ計画を変えて

ほしいというのが一番の理由なんですかね。 

北芝部長   確かに教育長も申し上げましたように山手台の開発が今進んでるんですけ

ども、その今開発しかけてるところ、おっしゃるように北側、山手側のほう

に移転、場所を設けられないかというようなことはおっしゃってます。 

田辺委員長  そうなってくると今度はもしそれをすると、この山手の東とか平井のほう
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の方はまた反対されるんではないでしょうかね。 

北芝部長   おっしゃるとおり山本駅周辺のほうからも子どもたちは来られてますから、

そういう意味では山手台の一番北側と言いますか、そちらの山手側になりま

すとやはり相当距離が離れるということから、やっぱり場所としては反対さ

れる方も当然出てくると思います。 

田辺委員長  だからその辺で今、賛成も何も声が出てませんけども、全体の戸数から言

ってもちょっとこの計画をよその場所へ移すというのに無理があるんではな

いですかね。 

北芝部長   私どもも１１月１０日に先ほど言いました山手山手まちづくり協議会全体

の説明会に出席したんですけども、そのときのお話を十分もう一度したいと

思います。そのときの全体の最後のまとめ方としては先ほど教育長が申し上

げましたように説明会としては、これ以上説明会を重ねるということでなし

に、あとは市のほうで安全対策をしっかりやっていってほしいということで

ございましたので、そのことは再度十分説明したいなとこのように思ってお

ります。 

井上委員   今の長尾幼稚園の跡地はどうなるんですか。 

北芝部長   今、具体的な更地になった場合の、もちろん建物について取り壊しの予定

も今まだ立ててございませんけども、今考えてございますのはやはりもとも

と長尾小学校の敷地を借りて仮設の園舎を建てているような状況でございま

すので、やはり長尾小学校の、例えばサブグラウンドというようなイメージ

で活用していきたい。小学校の用地として活用していきたいというふうには

考えてございます。 

井上委員   ぜひ、それを言ってください。長尾小学校の用地として活用する予定だと

いうことを強調していただいたら、大分違うと思います。 

舛委員   誠実に対応していただいて、気持ちよく工事が進められるようにしていた

だけたらありがたいと思います。 

田辺委員長  それでは、議案第１号 工事請負契約（市立長尾幼稚園園舎新築（建築）

工事）の締結について意見を申し出ることについては原案のとおり可決する

ということで異議はございませんか。 

委員    （異議なし） 

田辺委員長  それでは、議案第１号を原案のとおり可決いたします。 

       続きまして、議決事項以外の案件でございますが、美座小学校給食室にお

ける火災の発生について、担当課からのご説明をお願いいたします。 

上木課長   美座小学校給食室火災の発生についてご報告いたします。 

       概要でございますが、平成２５年１月１０日、木曜日、午前１０時１５分

ころ、美座小学校１階給食室から出火した火災事案につきまして、次のとお

りご報告いたします。資料をごらん願います。 

       資料の１ページでございます。 

       改めまして概要でございますが、平成２５年１月１０日木曜日、午前１０

時１５分ころ、宝塚市立美座小学校特別教室棟１階の給食室から出火したも
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のでございます。教職員による消火器等を使用した初期消火により、当日午

前１０時２４分に鎮火いたしました。次に１０時１５分の火災発生から１０

時２４分の鎮火までを時系列で示しております。 

       次に原因でございます。きな粉揚げパンの調理のため食用油１８リットル

が入ったガス回転釜にふたを閉めた状態で点火し加熱していたところ、食用

油が高温になり過ぎたことにより出火したものでございますが、出火原因と

いたしましては３人の給食調理員が食用油の入ったガス回転釜に火をつけた

ままその場を離れ、調理員控室でミーティングを行っていたことによるもの

でございます。またガス回転釜のふたを閉めていたことが温度上昇の速度を

早めたものと考えられます。なお当日の献立につきましては記載のとおりで

ございます。 

       次に被害の状況でございますが、まず児童及び教職員にけが等の被害はご

ざいませんでした。給食室のガス回転釜１基、換気ダクトの内側塗装、ガラ

ス３枚、電気コンセント等の焼損がございました。なお当日の給食の食材も

被害がありましたが、牛乳につきましては給食室から離れたところに保管し

ておりましたので被害はございませんでした。 

       次に２ページでございます。 

       対応でございます。まず初期消火でございます。火災を発見した給食調理

員が消火器２台を使用し消火にあたりました。次に火災警報器による警報音

で駆けつけた学校長はじめとする職員の消火器による消火活動により、火の

勢いが弱くなったときじゅうたんカバーをガス回転釜にかぶせて鎮火いたし

ました。 

       次に児童への対応でございます。１０時１６分ころ、火災報知機の警報が

鳴り、校長による校内放送での避難の呼びかけ応じ、各担任が児童全員を運

動場に避難させ、人数を確認、全員が安全に避難したことを確認いたしまし

た。次に児童の観察を行いましたところ特に異常を訴える児童はございませ

んでした。当日でございますが、後に述べます給食を提供された後、５校時

終了後、２時２５分に班下校いたしました。 

       保護者への対応でございますが、同日の午前１１時３０分ごろ、ＰＴＡ会

長に報告するとともに児童帰宅時のプリント配布により情報提供を行い、翌

日の１月１１日にＰＴＡ役員会において説明及び謝罪を行いました。 

       同様に地域の対応につきましても同日、コミュニティ代表者及び美座自治

会長等に電話で報告を行いました。 

       次に給食の対応でございますが、当日は被害がありませんでした牛乳と他

校、これは南ひばりガ丘中学校でございますが、そこで炊飯しました米飯と

ふりかけの簡易給食を提供いたしました。同日給食室の復旧を早急に進めま

して、翌日以降は通常どおりの給食を提供いたしました。 

       次に再発防止に向けた取り組みでございます。まず給食員、調理員に対す

る対応でございますが、同日の午後４時３０分に臨時の作業長・班長会議を

開催し、学事課から火災の経緯説明と安全管理についての指導を行いました。 
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       ３ページでございます。学校長に対してでございますが、１月１５日、火

曜日、午後５時半から臨時の校園長会を開催し、火災経緯の説明と学校の安

全管理の指導を行いました。 

       それに学校職場安全衛生委員会の意見聴取でございます。学校職場安全衛

生委員会を開催し、施設設備の整備をはじめとする職場環境に関する意見を

聴取する予定でございます。なおこの委員会につきましては１月２５日、金

曜日に開催する予定でございます。 

       次に（仮称）「学校給食安全管理マニュアル」の作成でございます。火災予

防や防火管理上の重要事項や調理器具の安全な使用方法などを取りまとめた

（仮称）「学校給食安全管理マニュアル」を作成し、各学校への周知徹底を図

ることとしています。 

       最後に研修の実施でございます。春季及び夏季の長期休業期間を利用しま

して、講習会や研修会を開催し、調理員の火災予防や危機管理の意識啓発に

努めることを予定しております。その際には下に掲載しております４点の視

点から意識啓発を図りたいと考えております。 

       次に４ページでございます。美座小学校給食室の見取り図を掲載しており

ます。 

       ５ページでございます。当日焼損した調理機器及び設備の写真を添付して

おります。 

       次に６ページでございます。１月１５日に開催しました臨時校園長会で配

布いたしました給食室における火災防止の徹底について教育長名で通知した

文書でございます。 

       ７ページでございます。これは参考でございますが、過去、昨年度に川西

市で発生しました給食室の火災に際して学校長へ注意喚起した文書、及び８

ページにつきましては平成２３年７月に発生しました宝塚市内の小学校での

火災事案についての同様の注意喚起をした文書を添付しております。説明は

以上でございます。 

田辺委員長  ご質問ありますでしょうか。 

井上委員   この３ページなんですが、これから学校給食安全管理マニュアルを作成す

るということなっているんですが、今までなかったんでしょうか。 

高田副課長  食中毒防止の視点からの衛生管理基準というものはあったんですが、こう

いった火災予防という視点からの管理マニュアルはございませんでしたので、

今回作成する予定としております。以上でございます。 

井上委員   しかし通常、火を使ってる場合は当然調理室に誰か調理員さんがいないと

いけないんじゃないですかね。そのような服務規程みたいなのはないんです

か。 

高田副課長  服務規程はないんですが、ただ研修会であったり、月に一回調理員の代表

者が集まる作業長・班長会議という会議がございまして、そういった場で衛

生管理とあわせてこういった火災予防については周知を図っているところで

ございます。 
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井上委員   でも子どもたちに事故もなくよかったと思っております。日ごろ避難訓練

等しているからだと思っております。 

小野委員   資料をずっと見て、今回火災が起こった一番の原因は何なんですか。これ

から大体読み取れますけど、こういう事故が起こったら必ず、皆さん反省は

してくれてると思うんです。そうするとこの原因は何だったんだろうかと。

それからふたがされたから温度が上がったと書いてありますけども、これも

だからふたをしていけなかったのかどうか。もちろんふたをしてなくても離

れたら火災になると思いますけども。どこにも今回に関する一番の原因とい

うのはどういうとこだったのか書いてないんではないですか。 

田辺委員長  これは１ページのところに、２番、原因というとこでありますね。 

小野委員   ああそうか。あとは初期消火での反省点というか、そういう点はないんで

すか。 

上木課長   初期消火に当たりましては学校長及び教頭、関係職員が迅速に当たりまし

て、初期消火という部分では適切な対応だったと思いますが、逆に管理職２

人ともが消火活動にあたったため、少し教育委員会はじめ連絡等の遅れが生

じたという部分が反省点ですが、そのあたりにつきましては今後反省材料と

いたしたいというふうに考えております。 

小野委員   油の火災というのは消火器で消火するのが正解なんですか。 

高田副課長  油火災でございますので、通常の火災とは違いまして、いわゆる消火剤で

はなしに泡の出る消火器を使用したほうが効果的であると聞いておりますの

で、その辺も今度は対応していきたいと考えております。 

小野委員   これはふつうの消火器を使ったわけですね。泡のあれじゃなくて。 

高田副課長  今回の消火活動なんですけども、給食室に設置されているのは２本消火器

がございます。それ以外に廊下にある消火器も使用して合計１３本の消火器

を使用して火を消しているんですが、油火災ですので、きちんと鎮火という

のはなかなか難しい状況でございます。今回はふたが閉まっていたというの

がございまして、それで少し布の大きな物、それを湿らせて上から覆いかぶ

せて消したというような状況になっております。消火器は消火剤です。泡の

タイプではなくて、粉の消火剤タイプの消火器を１３本使用して、それでぬ

れた布を最後かぶせて鎮火したというふうな状況でございます。 

小野委員   今回はたまたまふたがしてあったから、大丈夫だったんですか。油がある

ところで消火材をまいたら、飛び散るでしょう。 

高田副課長  決して粉末状の消火剤でも油火災が消せないわけではございませんでして、

先ほど課長が申しましたのは泡のタイプだとより油には効果的だということ

ですので、今現在設置されているものが油に不適合だということではござい

ません。 

小野委員   油に火をかけていて離れるというのは一番あれですよね、本当に。イロハ

のイみたいな。それと４ページの図のどこにあるんですか。ミーティングを

やられていた場所というのは。 

高田副課長  この４ページの図面ですね、黒い丸が出火した原因の釜なんですけども、
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この図面の一番下の右です。ちょうど６畳ぐらいの畳の部屋が見てとれると

思うんですけど、ここが調理員控室になっております。 

小野委員   ここにいたんですか。 

高田副課長  はい。 

小野委員   随分離れたところにいたわけですね。 

高田副課長  そうですね。 

舛委員   調理員の方にはどのような指導をなされたのでしょうか。 

担当課    先ほど概要を説明した中でもあったんですけども、当日、全校の代表者、

作業長・班長を集めて指導したんですけれども、そのときに先ほどもご指摘

いただいたように基本でありますので、他市でも余りそういったマニュアル

はないぐらい調理の中で基本中の基本の話ですが、それを再度周知徹底した

ということと、過去の火災事案、他市、全国的にこういった油火災というの

は年間数件発生しておりますので、そういったものを参考にしながら、事例

などを説明しながら周知徹底を図ったということと、該当校の調理員さんは

翌日給食開始に向けて調理室の清掃であるとか、翌日以降の準備で、その作

業長・班長会議のほうに出席できませんでしたので翌日の朝一番で私が現場

のほうに行きまして、同様の内容で周知を図ったところでございます。 

舛委員   それが具体的な指導なんでしょうか。例えば火元を離れるときですよね、

火元オーケーとかというふうなことを二人以上の人で確認をして、それから

その場を離れるというそういう、やっぱり具体的なことをきちっと指導しな

ければ徹底できないんじゃないかなというふうに思ったんですけども、いか

がでしょうか。 

上木課長  舛委員のご指摘いただきましたとおりでございまして、学校給食安全管理

マニュアルには声かけによる安全確認についても明記して注意喚起したいと

思います。 

高田副課長  調理員さんのほうへの周知内容の一つで複数人で必ず火元を確認すること

ということということとあわせて、それを確認した上で作業長・班長という

者を代表者として各校一人配置しておりますので、必ず全ての行程で最後に

火元の確認はその職員がすること、ということの応急的なルールであるんで

すけれども、そういったルール作りをしまして周知したところでございます。 

舛委員   火災発生当日、私たちは一報をいただきましたけれども、各学校にも事務

局からお知らせしたんでしょうか。 

高田副課長  具体的な内容で通知はしていないんですけれども、火災事案が発生しまし

たので急きょ、調理員さんは集まってくださいということで、各学校へファ

ックスをさせていただいたということです。 

舛委員   私たちに知らされたような内容のことは、各学校長には知らせていないと

いうことでしょうか。 

高田副課長  小中学校それぞれの代表校長には概要を説明をさせていただいたんですが、

詳細につきましては週が明けました１５日の火曜日に臨時の校長会を開催さ

せていただきまして、ここで詳細の説明をさせていただきました。 
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舛委員   その日のうちにわかる範囲で知らせることが危機管理の共有になると思い

ますし、信頼関係につながると思うので、そういう点をメールとか何かで一

斉に配信はできるわけですよね。そういうふなことでしていただけたらあり

がたいなというふうに思います。 

北芝部長   今おっしゃいましたことにつきましては十分留意して、今後の対応につい

て考えてまいります。今おっしゃったように校長先生方も実は先ほど代表校

長に連絡したという話があったんですが、そのときにもその校長先生がおっ

しゃるのには各学校長が改めて調理作業の手順と言いますか、本来どういう

ふうにすべきかということを各学校長が改めて認識する必要があるというこ

とから全体の校長会を開いてほしいという要請もございました。そういった

ことも考えますと、やはり今おっしゃったようにすぐにこういった事故があ

ったときに知らせるということを十分検討したいと思います。 

田辺委員長  ちょっと確かめたいんですが、この５ページの上にあるガスの回転釜とい

うことですけども、これで食用油を加熱するときに通常ふたは閉めないんで

すか。 

高田副課長  調理の基本なんですけども、こういった油ものについてはふたは閉めない

です。 

田辺委員長  やはり１ページ目の原因の、火を使った調理中に別室でミーティングをす

るというのはもってのほかだと思うんです。事務局の皆さんに言っても仕方

がないわけですけども、ここのところ議会でも調理員に関するいろいろ批判

があったりしてるときですから、特にやっぱり自粛を促すような指導をして

いただく必要があると思うんです。 

       それから３番目の、被害の状況のところで、この回転釜を購入したときの

金額が幾らだということが書いてありますが、ふつうはやっぱり被害であれ

ば後でわかった段階でも被害総額を明記する必要が報告書には要ると思いま

す。 

       それと、一番目の時系列のところでも、それから２ページ目の対応のとこ

ろでも（２）児童へ、（３）保護者へ、（４）地域へはあるんですが、教育委

員会事務局に関してどうなったかということが全然書かれておりませんから、

どの段階で報告があって、教育委員会としてはどういう指示を出したかとい

うのを対応のところかどこかで記録しておいていただく必要があると思いま

す。というふうなところで、今のご報告はよろしいですか。 

       それでは、この美座小学校の給食室における火災の発生については、ご報

告を受けたということでございます。 

       次に、平成２５年度全国学力・学習状況調査（きめ細かい調査）への参加

について、ということを議案にしたいと思いますので、担当課からご説明を

お願いいたします。 

高田課長   平成２５年度全国学力・学習状況調査（きめ細かい調査）について、文部

科学省の策定する実施要領に基づき本市市立小・中学校において実施します。 

       本調査は全国的な児童生徒の学力・学習状況を把握・分析し、教育施策の
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成果と課題を検証するため、また各学校においては本調査を児童生徒への教

育指導の充実や学習状況の改善等に役立てるために実施されるものです。 

       児童生徒に対する調査は本体調査と経年変化分析調査があり、本体調査は

平成２５年４月２４日水曜日に、小学校第６学年、中学校第３学年の原則全

児童生徒を対象として行われ、教科に関する調査としては国語、算数または

数学に関する調査を実施するほか、質問紙調査として学習意欲や学習方法、

学習環境に関する調査を実施いたします。これがいわゆる悉皆でやったり抽

出でやったりするという従来の調査でございます。 

       それに加えて、経年変化分析調査は、５月１３日月曜日から６月２８日金

曜日の間に、文部科学省が抽出した学校の小学校第６学年、中学校第３学年

の原則全児童生徒を対象として行われます。調査事項は教科に関する調査と

して国語、算数または数学のいずれか１教科と、教科に関する調査の問題に

かかわる質問紙調査です。なお、実施日については調査の対象となった学校

が実施可能な日に行うこととされています。 

       このほか家庭状況と児童生徒の学力等の関係について分析するため、保護

者に対する調査が実施されます。これも抽出ということになっております。

また、学校に対する質問調査、教育委員会に対する調査も実施されます。こ

れは全ての教育委員会等で実施されます。 

       調査結果につきましては調査の目的の達成に資するため文部科学省から各

教育委員会、学校に対して提供されますが、その取り扱いに関しては実施要

領において配慮事項が定められており、本市においてもこれを遵守し進めて

まいりたいと考えています。以上でございます。 

田辺委員長  ご質問はありますでしょうか。 

小野委員   昨年も抽出でやりましたよね。今回も経年変化分析調査というのは大体ど

のぐらい学校数というのはわかるんですか、抽出の割合は。 

高田課長   通常抽出調査というのは文部科学省は３割程度の学校を選んでおりまして、

ただし宝塚市の学校の３割に当たるかどうかというのはまた別物でありまし

て、昨年度も３割の中で小学校は２４校中３校、中学校１２校中６校抽出さ

れたということがありますので、必ずしも全体の割合と同じだけ宝塚市の学

校が選ばれるということではありませんので、どれだけの学校が選ばれるか

どうかということについてはもう少し時間かかります。 

小野委員   学校を選ぶとしたら、恐らく去年の学校とは別の学校が選ばれる可能性が

高い。それもわからないわけですね。 

高田課長   これにつきましても毎回選ばれる学校もございますし、全く選ばれない学

校もございまして、どういう形で選んでいるのかということについては、例

えば毎回選ばれる学校についてはどうなってるのかという声もありますけれ

ども、これについてはどういう方法でというのは私どものほうではちょっと

分かりかねます。 

小野委員   経年変化というのは本当は同じ学校のほうがわかりやすいのかなという気

がして聞いたんです。わかりました。 
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田辺委員長  他にご質問はありますでしょうか。 

委員    （なし） 

田辺委員長  それでは、次に平成２４年度宝塚市中学校学習理解度調査についてご報告

をお願いします。 

高田課長  平成２５年１月９日水曜日に、宝塚市内の全中学校第２学年生徒、約１，

８５０人、欠席者がおりますので結果が出てからでなければ私どものほうは

人数が把握できませんけども、約１，８５０人を対象として学習理解度調査

を実施しましたので、その問題冊子について資料提供いたします。 

       本調査は、学習指導要領に示されている目標及び内容に基づいた問題構成

として生徒の「教科の学力」を的確に把握すること、各学校が自校の結果を

分析することにより課題を明確にするとともに指導方法並びに家庭との連携

において工夫・改善を図ること、それらを市の教育行政施策に生かすことを

目的に昨年度より実施しており、調査教科は国語、社会、数学、理科、英語

の５教科です。 

       テストの解答は１月の下旬には委託業者より採点、分析がなされ、各学校

に対して学校の帳票及び生徒個票が送付される予定となっております。この

調査結果を基に教育委員会及び各学校において上記の調査目的が達成できる

よう取り組んでまいりたいと思っています。 

田辺委員長  ありがとうございます。いかがですか、ご質問ありますでしょうか。 

小野委員   大変細かな質問で申しわけないんですが、この問題を見まして英語の部分

なんですが、英語のところの例えば２ページとかあるいは３ページ、それか

ら５ページにしても、例えば５ページでいきましょうか。英語の５ページの

問題でいきますと、英文があるんですよね。その下に注がありまして、結構

細かい説明が付いてるんですよね。私が疑問に思ったのは、この説明は中学

２年生が習っていない点だから説明があるのか、それはどうなんでしょうか。

私も今までいろいろ試験を受けてる中で英語に関しては例えば特別な固有名

詞みたいなものは下に説明があったり、あるいはもちろん習っていない単語

なんかの場合にはまれにあるかもしれないけれども、ここのところの説明が

あるのはどういう問題なんだろうとちょっと疑問が沸きまして、それはどう

なんでしょうか。この説明というのは今の学習範囲を超えてるからあるのか、

それとも習ってる単語でも説明をしているのか。そこはどうなんでしょうか。 

田辺委員長  いかがですか。英語の先生でないとちょっとわからないところがあるかも

知れませんが。 

高田課長   私どものほうとしまして英語科において、英語科の先生のほうからこの問

題についての指摘があったというふうには聞いておりませんので、恐らく委

託業者がつくってきた問題をそのまま採用しているものだというふうに考え

ております。 

小野委員   これだと例えば「lunch」は２年生は習っていますよね。「sometimes」も。

これ僕も読んでいて、もし習っていないんだとしたら、これは委託業者が、

塾ではこの程度のことはやってて、学校では説明文を加えたのかなと思った
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り。そうじゃないと思いますけども。もし習っているんだとしたら、そこま

で説明する必要があるのかということで、この問題をつくるときに本当に先

生方が、当市の中学校の英語の先生がどういう形で入ってるのかなというと

ころが、最近の英語の試験はこんなものなんですと。へえ、そうかというあ

れかもしれませんけども、ちょっとそこよく検討していただきたいなという

印象を持ちました。よろしくお願いしたいと思います。 

高田課長   昨年度は各教科、市内から選ばれた５名の先生で問題作成について検討を

しておったところなんですけども、平成２４年度につきましては各校から各

教科１名ずつ１２名の先生方が問題作成に当たっているということで、その

分、より細かくされたというふうには認識していたところなんですけども。 

       昨年度の問題でも「chair」、イスだとか、「work」などが注で説明されて

ますので、恐らく同じような形で説明しているかと思います。 

田辺委員長  この問題は宝塚の先生方でつくられた問題ということですか。 

高田課長   業者のほうが本年度用ということで問題を持って来た中で、特にそこはま

だ習ってないということの指摘だとか、この問題はちょっと生徒に理解でき

にくいので設問をもう少し丁寧にしてほしいだとか、そういった修正を加え

ているということで、ひな形は業者のほうから提示していただいております。 

田辺委員長  そのひな形にこれだけの注釈がついているのかどうかですね。やっぱり私、

教育にかかわっている人間としてこれだけ注をつくらなければならない問題

は不適格な問題だと思うんです。これはちょっと一回チェックしていただい

て、もしも２年生の段階でわからない言葉がこれだけあるんでは２年生に出

題したらいけない文章だと思います。 

小野委員   全くそう思います。 

田辺委員長  その辺ちょっと検討だけいただいて。 

高田課長   結果を持って来たときにまた業者のほうにそのようにお伝えしておきます。 

小野委員   委員長がおっしゃったように、教えてないとしたらこれ問題が不適格です。

教えているのになおかつあれだとしたら、なぜここまで注を入れないといけ

ないのか。正しい、良い問題じゃないと思います。 

舛委員   それから事務局のほうででき上がってきたものを、指導主事がいますよね、

英語の。そういう方が見てきちっと点検して、修正を加えるなり何なりある

と思うんです。そういうことをされていないのかどうか、そこがちょっとす

ごく不思議に思ったんですけど。これ中学校長にお願いしてるから、中学校

長がやったらいいんだというふうな認識なんでしょうか。 

高田課長   たまたま英語科については点検できるという形の指導主事がいますけども、

全教科についてということになると、全教科の指導主事が事務局にはいない

状況で、なかなか点検はできておるということではなくて、その分各学校の

各教科の担当の先生方に見てもらっているというのが現実でして、この問題

冊子が教育委員会に送られてきたときにこの問題は不適切だから変えてくれ

という形の態勢は取れないところだと思っております。 

舛先生   校長先生、教頭先生は関わっておられないんですね。 
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高田課長   いえ、管理職も関わっております。 

舛委員   最終的な点検は、管理職は見ているということなんでしょうか。 

高田課長   はい、そういうことでございます。 

舛委員   でも、予算は教育委員会が出していますので、やっぱりそのことは責任を

持ってやっていただきたいなというふうに思います。 

小野委員   せっかくやるんだから、お金がかかってますし。いつもふさわしい問題を

出すのはちょっと大変かもしれませんけども、僕が読んだあれではこれどこ

まで本当か分からないですけども、秋田県は教育がすごく熱心ですよね。あ

そこはやっぱり毎年試験をやっているんですけども、あそこは先生方が問題

をつくってる。こういうことを何かで読んだんですけども。我々はこれ今、

業者にお願いしてるわけでしょ。そういうところも本当に、秋田の例が本当

かどうかもあるんですけども、やっぱり教育に対する本気度というか、ちょ

っとそういうところもせっかくやるんだからやっぱり一生懸命やらないとい

けないなという気がちょっとするんですけども。 

田辺委員長  いかがですか。それでは、今出ましたようなご意見、検討していただいて、

今回もそうですけど、次回十分検討していただくようにお願いしたいと思い

ます。 

       予定の案件は以上ですけれども、ほかに何かありますでしょうか。 

和田室長   本日は以上でございます。 

田辺委員長  それでは、本日の教育委員会を閉会いたします。どうもありがとうござい

ました。 

 ─────────── 閉会 午後 ４時０２分 ───────────── 

 

 


