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平成２５年第３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２月２７日（水） 

２ 場 所      宝塚市役所  ２－３会議室 

３ 開会時間  午後２時０２分 

４ 閉会時間  午後４時１７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 

  田辺 眞人委員長（議案第７号において除斥） 

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 中央図書館長 坊  則正 

学校教育部長 高野 進 職員課副課長 田邊 哲朗 

社会教育部長 齊所 澄雄 中央図書館副館長 森  丈実 

管理室長 和田 和久 西図書館長 西田 薫 

学校教育室長 田川 隆司 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 

教育研究課長 高田 親治 中央図書館係長 田野 理恵子 

 

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６号 平成２５年度宝塚市公立学校校長及び教頭人事異動の事前協議につ     

いて【非公開案件】 

○ 議案第７号 宝塚市教育委員会委員の辞職の同意について【非公開案件】 

10 その他 

○ 平成２４年度全国学力・学習状況調査について【非公開案件】 

○ 平成２４年度実施、中学校学習理解度調査の結果について【非公開案件】 

○ 宝塚市子どもの読書活動推進計画（第２期）について 

○ 公平審理の裁決があったことについて【非公開案件】 
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 会議の概要 

 ─────────── 開会 午後 ２時０２分 ───────────── 

田辺委員長  それでは、平成２５年第３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教育長ですので、よろしくお願いいたします。 

       本日の進行について、事務局のご意見をお伺いしたいと思います。 

和田室長   本日は予定の付議案件が１件、議決事項以外の案件が３件でございますが、

議決事項以外の案件を１件追加させていただきたいと思います。付議案件は

議案第６号 平成２５年度宝塚市公立学校校長及び教頭人事異動の事前協議

についてでございます。また、議決事項以外の案件は学校教育部教育研究課

から平成２４年度全国学力・学習状況調査について及び平成２４年度実施、

中学校学習理解度調査の結果について、社会教育部中央図書館から宝塚市子

どもの読書活動推進計画（第２期）について。追加します案件が管理部職員

課から公平審理の裁決があったことについて。以上の４件です。このうち議

案第６号は人事異動に関する案件のため、また教育研究課の案件２件は学力

調査の結果に関する報告であるため、また職員課の案件は人事に関する案件

のため、それぞれ非公開でのご審議をお願いいたします。このため審議の順

番としましては、最初に中央図書館の案件を審議いただき、次に非公開で教

育研究課の案件２件を、その次に非公開で職員課の案件を審議いただき、最

後に非公開で議案第６号を審議いただきますようお願いいたします。 

田辺委員長  ありがとうございました。事務局から議案等の審議についてのご提案でご

ざいますけれども、議決事項以外の案件が１件追加になり、付議案件１件、

議決事項以外の案件が４件ということでございます。今のようなご提案です

ので、最初に中央図書館の案件を公開で審議した後、非公開で教育研究課の

案件２件、職員課の案件１件、最後に議案第６号を審議するという順番でよ

ろしいでしょうか。 

委員    （異議なし） 

田辺委員長  それでは、そういうふうに進めていきたいと思います。 

       まず第１件目でございますが、宝塚市子どもの読書活動推進計画（第２期）

について、担当課からのご説明をお願いいたします。 

齊所部長   それでは、報告事項でございます。宝塚市子どもの読書活動推進計画（第

２期）でございます。ご承知のとおり宝塚市におきましては平成２０年４月

に策定いたしました「宝塚市子どもの読書活動推進計画」が本年度で一応終

了になるわけでございます。このため同計画の第２期、これを計画してござ

います。先般、昨年の１０月２６日、この教育委員会におきまして委員の皆

様方にご報告、説明させていただきまして、いろいろとご意見をいただきま

した。その後２４年度の１１月から１カ月にわたりまして、パブリックコメ

ントを募集いたしました。市民の方々からいろんなご意見をいただいており

ます。それらを受けまして今回計画案を修正いたしました。今後この計画に

基づきながら着実に推進していこうと、そういう考えでございます。 

       それでは、修正部分を含めまして担当のほうからご説明をさせていただき
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ます。 

田野係長   まず本日、資料を差しかえさせていただいたことについてご説明させてい

ただきます。先日配付したものと内容は全く同じなのですが、本編の構成に

合わせまして、資料で示しておりますページ数を修正をさせていただいてお

ります。 

       では、内容について説明いたします。パブリックコメントでは子どもの読

書活動について貴重なご意見を多数いただきました。計画案の策定の経緯や

全般に関すること、また学校司書の配置に関すること、学校図書館の図書ボ

ランティアに関すること、学校図書館の環境改善に関すること、市立図書館

の読み聞かせに関すること、また市立図書館の病院への団体貸し出しに関す

ること、それから市立図書館と学校との連携に関すること、市立図書館ボラ

ンティアの活動の支援に関することについてご意見をいただきました。パブ

リックコメント実施後に修正した部分は別紙２としまして資料の一番最後の

ところに記載しております。本日配付しております計画は、パブリックコメ

ント、図書館協議会でのご意見、教育委員会で出たご意見を踏まえて作成し

ております。 

       教育委員会でのご指摘のうち、次の点について計画に反映させていただき

ました。まず最初に、書き方が羅列的でわかりにくい、また基本方針と計画

の関連性がわかりにくいというご意見をいただいておりましたが、本編１３

ページの第４章から目標と取り組みという項目がございますが、二重線で囲

った部分について計画の目指すところがわかりやすくなるように各項目に副

題をつけてございます。例えば家庭における読書活動の推進という項目につ

いては親子のつながり、読書初めの一歩、家庭での読書をつくります、とい

うような形でそれぞれの項目についてわかりやすい言葉で、説明をしており

ます。 

       続いて、学校図書館や学校での読書活動の推進について教育委員の皆様か

らたくさんのご意見をいただきました。その点についてはパブリックコメン

トでも多くのご意見をいただきましたので、一部修正しております。同じ 

１６ページの小中学校の部分で追加した項目があります。小中学校の１番、

学校図書館の利用促進の、２番目のところ学校教員と学校図書館司書、図書

ボランティアとの連携を充実し、来館しやすい学校図書館づくりを目指しま

す。そういう項目を追加し、学校図書館の充実をあらためて挙げています。

学校では従来より日々の授業の中で読書活動の推進に関するさまざまな取り

組みを進めていますが、学校司書の配置により学校図書館を活用した取り組

みのさらなる充実が期待できると思います。 

       次に学校と市立図書館等の連携につきましても教育委員の皆様、パブリッ

クコメントでのたくさんのご意見をいただきました。学校と市立図書館の連

携は従来より積極的に行ってきたところで、計画案にも当初から記載してお

り、特に修正は加えていませんが、学校教育課をはじめ現場の学校司書、図

書ボランティアと連携を密にし、さまざまな連携を進めていきたいと思って
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おります。 

       この計画の策定についての過程で市立図書館、学校教育課、健康推進課、

子ども家庭支援センター、保育課、青少年課、それから小学校、中学校とい

う横のつながりができたことが子どもの読書活動の推進において非常に貴重

な点であると考えています。また、地域や学校で活動しているボランティア

の方々とのつながりも深まってきております。今後はこの計画を基に、より

具体的な実施計画を策定し、計画の進捗状況の把握に努めながら各課が連携

して子どもの読書活動の推進を図っていきたいと考えております。以上です。 

田辺委員長  ということでございますが、ご質問、ご意見はありますでしょうか。 

小野委員   今、ご説明ありましたけど、これ確かあれですね、前回の教育委員会のと

きよりも結構変わってますね。 

田野係長   そうですね。 

小野委員   比較して見てはないんですけど、前はもう少しこの点を変えたほうがいい

んじゃないかと言ったような点が今回はなくなっていますね。大変見やすく

なってるし。パブリックコメントでかえた点はそうありませんね、これ。 

田野係長   そうですね。 

小野委員   これだけですよね。だから教育委員会が終わって、パブリックコメントに

出す前にいろいろ修正をしてくれたわけですね。このスケジュールを見ると。

そういうことですね。 

田野係長   特に写真をたくさんつけさせていただいて、わかりやすく、楽しそうに見

せることができたらと考えました。 

小野委員   大変わかりやすくなってます。それから、もう一点よろしいですか。この

パブリックコメントを見てますと、随分地域的に偏った、売布の方が多かっ

たり、そういう感じがしたんですけども、あれですかね、例えば司書の方が

お書きになってるのかなと思うんですが。 

田野係長   図書ボランティアの方が活発にどの学校も活動されているんですけども、

特にご意見をいただきました。 

小野委員   随分地域の偏りがあるなと思いました。わかりました。 

田辺委員長  よろしいですか。それでは、ご質問もご意見も以上ということです。前回

のいろいろな意見からかなり手を加えていただいたということですので、こ

の件は報告ということですから以上で終了したいと思います。ありがとうご

ざいました。 

坊館長    委員長、これは一応カラーで作成させていただきたいと思っております。 

舛委員   表紙だけカラーですか。 

坊館長    全部といいますか、写真の部分はカラーでさせてもらいます。 

井上委員   すごく見やすくなりましたね。 

田辺委員長  前回とは違い、絶賛されています。ありがとうございました。 

  それでは、次は教育研究課の案件の件でございますけれども、非公開とい

うことですので、関係者以外の方のご退出をお願いしたいと思います。 

      （関係者以外退出） 
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田辺委員長  それでは、平成２４年度全国学力・学習状況調査についてお聞きしたいと

思いますので、担当課のご説明をお願いします。 

高田課長   平成２４年度全国学力・学習状況調査の結果についてご報告をいたします。 

 

       【 非公開での報告事項あり 】 

 

田辺委員長  それでは、本件についてはこれで終了ということにいたしまして、次にも

う一件教育研究課の案件でございます。担当課からのご説明をお願いします。 

高田課長   平成２４年度実施の中学校学習理解度調査の結果についてご報告いたしま

す。 

       本調査は平成２５年１月９日、宝塚市立中学校１２校の２年生を対象に国

語・社会・数学・理科・英語の５教科について実施したものです。 

       各教科の結果について報告します。 

 

       【 非公開での報告事項あり 】 

 

田辺委員長  ということで、よろしいでしょうか。 

       それでは、本件は以上で終了ということにして、先ほどの職員課の案件に

入りたいと思いますので、関係者以外の方はご退出お願いします。 

      （関係者以外退出） 

田辺委員長  それでは、公平審理の裁決があったことについてです。担当課からのご説

明をお願いいたします。 

田邊副課長  それでは、職員課から報告させていただきます。 

 

      【 非公開での報告事項あり 】 

        

田辺委員長  わかりました。ということで、この件はよろしいですかね。 

       それでは、次に議案第６号の審議に入りますので、これも関係者以外の方

はご退出お願いします。 

      （関係者以外退出） 

田辺委員長  それでは、議案第６号 平成２５年度宝塚市公立学校校長及び教頭人事異

動の事前協議についてお諮りをいたします。ご説明お願いします。 

和田室長   それでは、議案第６号 平成２５年度宝塚市公立学校校長及び教頭人事異

動の事前協議についてご説明申し上げます。 

       本件は平成２５年度の宝塚市公立学校校長及び教頭に係る人事異動につい

て、県教育委員会に内申するため、宝塚市教育委員会事務決裁規則第４条、

これは委員会の議決事務、これの第９号の規定により当会議において議決に

より決裁をいただくものです。具体的な異動計画についてはただいま配布さ

せていただきました別紙のとおりでございます。 
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       【 非公開案件の審議あり 】 

 

田辺委員長  それでは、議案第６号 平成２５年度宝塚市公立学校校長及び教頭人事異

動の事前協議について、原案のとおりに可決するということで、異議ござい

ませんか。 

委員    （異議なし） 

田辺委員長  それでは、議案第６号を原案どおり可決ということにいたします。 

和田室長   追加の議案の審議をお願いしたいと思います。追加いたします議案は議案

第７号となりますが、宝塚市教育委員会委員の辞職の同意についてでござい

ます。なお、本件につきましても非公開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  それでは、事務局から議案第７号の説明をお願いいたします。 

和田室長   議案第７号 宝塚市教育委員会委員の辞職の同意について、提案理由及び

内容をご説明申し上げます。 

       本件は宝塚市教育委員会委員、田辺眞人委員から宝塚市長に対し平成２５

年３月３１日付をもって辞職の申し出があったので、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第１０条の規定により同意しようとするものです。説明

は以上でございます。 

       なお、本件につきましては委員長が当事者となられますので、田辺委員長

には一旦、退出願いたいと思います。会議の進行については委員長のほうか

ら職務代行者の舛委員のほうにお願いしたいと思います。 

田辺委員長  それでは、私の一身上に関する案件でございますので、会議の進行を委員

長職務代行者の舛委員にお願いしたいと思います。 

      （委員長退出） 

舛委員   それでは、審議に入りたいと思います。ご意見いかがでしょうか。 

 

       【 非公開案件の審議あり 】 

 

舛委員   それでは、議案第７号について、同意いたしたいと思います。 

       それでは、田辺委員長の入室をお願いいたします。 

      （委員長入室） 

舛委員   ただいま議案第７号につきまして審議をいたしました。辞職の同意をして

おりますことをご報告したいと思います。 

       それでは、議案第７号の審議が終了しましたので、引き続いての会議の進

行は委員長からお願いいたします。 

田辺委員長  それでは、予定、追加の案件はこれで終了ですが、ほかに何か事務局から

お聞きすることはありませんでしょうか。 

和田室長   以上で、特にございません。 

田辺委員長  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閉会いたします。どうもありがとう
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ございました。 

 ─────────── 閉会 午後 ４時１７分 ───────────── 

 

 


