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平成２５年第８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４月２４日（水） 

２ 場 所      宝塚市役所  ２－４・５会議室 

３ 開会時間  午後１時５９分 

４ 閉会時間  午後３時１１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 

  学校教育室長      五十嵐 孝 

  教育支援室長      田川 隆司 

  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 

  スポーツ振興課長    岡本 勝幸 

  青少年センター所長   高田 功一 

  スポーツ振興課副課長  寺田 実 

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１９号 宝塚市公立学校教科用図書採択協議会委員の委嘱について 

○ 議案第２０号 宝塚市青少年センター運営協議会委員の解職について 

  ○ 議案第２１号 宝塚市青少年センター運営協議会委員の委嘱について 

  ○ 議案第２２号 公の施設（宝塚市立売布北グラウンド）の指定管理者の指定につ

いて意見を申し出ることについて【 非公開案件 】 

○ 議案第２３号 宝塚市公立学校教科用図書採択にかかる基本方針等の策定及び教

科用図書の調査研究の諮問について 
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 会議の概要 

 ─────────── 開会 午後 １時５９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８回宝塚市教育委員会の会

議を開催いたします。 

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

       本日の予定案件は付議案件が５件でございます。進行について事務局から

ご意見お願いいたします。 

橋詰副課長  本日の付議案件は５件でございます。議案第１９号 宝塚市公立学校教科

用図書採択協議会委員の委嘱について、議案第２０号 宝塚市青少年センタ

ー運営協議会委員の解職について、議案第２１号 宝塚市青少年センター運

営協議会委員の委嘱について、議案第２２号 公の施設（宝塚市立売布北グ

ラウンド）の指定管理者の指定について意見を申し出ることについて、議案

第２３号 宝塚市公立学校教科用図書採択にかかる基本方針等の策定及び教

科用図書の調査研究の諮問についてでございます。このうち議案第１９号に

つきましては教科用図書採択協議会の委員に関する案件であり、当該委員に

つきましては教科書採択に当たり、その静ひつな採択環境を確保する観点か

ら運営上の採択業務が終了するまでの間は公開しないこととするため、非公

開で審議をお願いいたします。また、議案第２２号につきましては指定管理

者の指定に関する案件であり、審議内容によっては団体の内部管理情報に及

ぶ可能性があることから非公開での審議をお願いします。なお、議案第２０

号と議案第２１号は同一の協議会委員の解職と委嘱に関する案件ですので、

一括で審議いただきますようお願いします。 

       審議の順番としましては、最初に議案第２０号と議案第２１号を一括で審

議いただき、次に議案第２２号を非公開で審議いただき、その次に議案第 

１９号を非公開で審議いただき、最後に議案第２３号を公開で審議いただきま

すようお願いいたします。 

小野委員長  今、事務局のほうから議案の審議の順番等ございましたけれども、今の事

務局の案どおりいきたいと思いますけど、よろしいでしょうか。 

委員    (異議なし) 

小野委員長  それではまず、議案第２０号 宝塚市青少年センター運営協議会委員の解

職について、及び議案２１号 宝塚市青少年センター運営協議会委員の委嘱

についてお諮りしたいと思います。事務局のほうからご説明お願いいたしま

す。 

高田所長   議案第２０号 宝塚市青少年センター運営協議会委員の解職について、及

び議案第２１号 宝塚市青少年センター運営協議会委員の委嘱について、提

案理由及び内容をご説明申し上げます。 

       まず、議案第２０号についてですが、本件は補導委員として委員を委嘱し

ていました宝塚市青少年補導委員連絡協議会副会長、増田政枝さんから辞職

の申し出がありましたので、委員の解職をしようとするものでございます。 

       次に議案第２１号についてですが、本件は増田政枝さんの解職に伴い、新
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たに宝塚市青少年補導委員連絡協議会から推薦いただきました同会副会長の

小垣佳子さんに委員を委嘱しようとするものです。なお、その任期は発令の

日から前任者の在任期間である平成２６年４月３０日まででございます。説

明は以上でございます。 

小野委員長  何かご質問等はございますでしょうか。 

川名委員   本人の希望で辞職できるものですが、もし差し支えなければ理由などを教

えていただきたいと思います。 

高田所長   補導委員の委嘱の任期が本年度改選になりまして、補導委員さん全員、今

回また任期が新たに２年、２７年度までということになりました。それに伴

い増田政枝さんが青少年補導委員連絡協議会の副会長からその職を退かれま

したので、新たに副会長になられました小垣佳子さんを委員のほうに推薦い

ただいたという形になります。 

川名委員   あて職なんですね。わかりました。 

小野委員長  これは年齢は逆転しているんですが、協議会のほうの関係で、別にそれは

問題ないわけですね。 

高田所長   はい。 

小野委員長  それから１点、私から質問があるんですが、この青少年センター運営協議

会というのはどういうことが一番求められている内容なんでしょうか。 

高田所長   執行機関の附属機関として青少年センターの適切な運営を図るために置か

れている附属機関なんですけども、年度の計画案、それから計画実施案の検

討とか、それに対しての助言をいただく会になっております。 

小野委員長  協議内容というのは当然、青少年センターは逐一把握しているんでしょう

けども、我々教育委員会の場なんかには余りこういうところで議論して、こ

んな意見がありましたというのは今まで報告があったようには記憶していな

いんですけども。それはいかがなんでしょうか。例えば私なんかも大変興味

があるなと、この青少年センター運営協議会委員の方たちがどのような議論

をしてるのかなと。これまではないにしても、今後ぜひそのところを、でき

たらどういう議論があったのかというのを我々に教えていただけるとありが

たいなと思います。 

高田所長   わかりました。 

小野委員長  ほかの恐らく委員さんも同じじゃないかと思うんですけども。 

種谷委員   済みません、もっと初歩的なことを知りたいんですけど、青少年センター

というのは主にどういうことをなさっているんですか。 

高田所長   所管としては青少年補導委員連絡協議会、補連協の事務局をやってまして、

補導委員さんの管轄、それと啓発事業、登下校のパトロール、それから白ポ

ストの回収、あと今年度から生徒指導連絡協議会というのも青少年センター

の所管の一部に加わりました。小学校、中学校の生徒指導関係に関して全部

受け持つということで、各学校を回ったりという形もしてます。それと定例

ケース会議、年１０回、虐待、ネグレクトに関する定例ケース会議を開いて

おります。また、スクールソーシャルワーカーというのを５名配置しており
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まして、各小学校７校、モデル校として行ってもらってます。主にそういう

ふうな相談活動、それから青少年補導活動、青少年健全育成、非行防止啓発

活動等を行っております。 

小野委員長  また別な機会を見つけて、新しい委員の方にぜひ説明する場を持つという

ことが必要ですね。僕も委員になってから自分なりに勉強しましたが、やっ

ぱりぜひ１回、委員さんの都合のいい日を見つけて、説明する場があったら

いいと思います。 

       ほかに何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

       それでは、議案第２０号 宝塚市青少年センター運営協議会委員の解職に

ついて、それから議案第２１号 宝塚市青少年センター運営協議会委員の委

嘱についてを原案のとおり可決したいと思います。 

       それでは、続きまして議案第２２号は非公開ということですので、関係者

以外の方の退出をお願いしたいと思います。 

      （関係者以外退出） 

小野委員長  それでは、議案第２２号 公の施設（宝塚市立売布北グラウンド）の指定

管理者の指定について意見を申し出ることについてに関して、担当課の説明

をお願いいたします。 

岡本課長   議案第２２号 公の施設（宝塚市立売布北グラウンド）の指定管理者の指

定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、平成２５年度中に宝塚市立売布北グラウンドを市民へ供用開始す

るため、宝塚市立スポーツ施設条例第１８条に基づく指定管理者の指定を行

うことについて、市長に意見を申し出るものです。 

       指定管理者の選定方法は、平成２５年度中に供用を開始する必要性から宝

塚市立スポーツ施設条例第１８条第１項に規定する特別の事由として緊急に

指定管理者を指定する必要があると認め、非公募とし、平成２５年４月１日

付けで公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社から指定管理者指定申請書を受

理しました。指定管理者の選定にあたっては知識経験者及びスポーツ団体関

係者で構成される宝塚市立売布北グラウンド指定管理者選定委員会を設置し

て、選定を実施いたしました。選定の方法は応募の際の申請書、事業計画書、

収支計画書などの書類審査と、応募団体の代表者に対する面接及びプレゼン

テーション審査を実施し、①として、市民の平等な利用が確保されること。

②施設の効用を最大限に発揮でき、市民サービスの向上を図れること。③施

設等の適切な維持管理を行い、経費の縮減が図れること。④事業計画に沿っ

た管理を安定して行うための能力及び財政基盤があること等を評価基準とし

て審査を行いました。その結果、スポーツ振興公社が宝塚市立売布北グラウ

ンドの指定管理者として適切であると判断されたため、指定管理者候補とし

て選定しようとするものです。 

       公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社は昭和６２年の設立以来、２５年に

わたって宝塚市立スポーツセンターをはじめ市立のスポーツ施設を管理運営
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してきた豊富な経験と実績があり、また平成１８年度からは指定管理者とし

ても経営改善を行いながらスポーツ施設を適切に管理し、市民の利用に供し

ており、今回の宝塚市立売布北グラウンドに対する提案等においても引き続

き市民サービスの向上と経費の削減及び今後の意欲的なスポーツ振興への取

り組みが期待できると評価されたので、指定管理者候補とするにふさわしい

団体であると認められ、選定に至っております。 

       あと、参考といたしまして、議案書のほうの８ページに宝塚市立売布北グ

ラウンドの指定管理者の選定経過と今後の予定について、ご説明を申し上げ

ます。 

       候補者並びに事業計画書の提出等につきましては先ほどご説明させていた

だいたとおりでございます。審査といたしましては、宝塚市立売布北グラウ

ンドの指定管理者選定委員会の実施状況、（１）のところでございますが、こ

れを平成２５年４月９日、宝塚市役所で開催いたしております。選定委員は

知識経験者２名、スポーツ団体関係者２名の委員で審議いただいております。 

       選定の基準でございますが、先ほども申し上げましたが、利用者の平等な

利用が確保できるか、あと申しわけございません、②と③のスポーツセンタ

ーという部分なんですが、これは売布北グラウンドということで、ちょっと

記載のほうを誤っておりますので、訂正のほうよろしくお願いいたします。

それで②として、売布北グラウンドの効用を最大限に発揮するとともに、管

理経費の縮減が図られるか。③として、売布北グラウンドの管理を安定して

行う能力を有しているか。あと④として、事業計画に沿った管理を安定して

行うための能力及び財政基盤があるか。⑤として、管理運営についてのその

他の提案がすぐれているかについて、設置目的が達成できるかどうかをご検

討いただき、判断していただきました。 

       あと、選定結果として４名の委員さん全員が指定管理者として適切である

というような判断をいただいております。 

       あと、４といたしまして今後の予定でございますが、２５年６月の定例市

議会に宝塚市立売布北グラウンドの指定管理者指定について議会に議案を上

程させていただき、市議会の議決後、指定管理者の告示及び通知を行います。

それで９月に指定管理者と協定書を締結し、同月に売布北グラウンドの供用

開始をしたいと今、予定として考えております。 

       あと、お手元のほうに売布北グラウンドについてという形で、位置図等を

配布させていただいてると思いますが、それで施設の概要等を説明させてい

ただいております。 

       名称につきましては宝塚市立売布北グラウンドです。所在地でございます

が、宝塚市切畑字長尾山１２番の１１３７、約２万５，０００平米ございま

す。大体場所としましてはこちらのほう、地図をつけさせていただいており

ますが、阪急の売布神社駅から徒歩で１０分から１５分ほど山手のほうへ登

っていただいたところ、旧の三井物産グラウンドの跡地でございます。 

       供用開始につきましては、これちょっと資料のほうがふ古い分になってお
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りますが、一応２５年度中ということですが、今のところ２５年９月供用開

始という予定をしております。 

       次に（４）としまして、施設でございますが、施設は野球場が１面とテニ

スコートが６面、あと駐車場が３５台、２カ所と申しますのは管理棟の横に

５台と、それからちょっと上ったところで３０台の駐車場を確保しておりま

す。あと管理棟が１棟、管理棟の概要といたしましては木造の１階建て、建

築面積は約１６８平米で、床面積が約１６５平米となっております。その管

理課の施設の内容は主に事務室、シャワー等の施設になっております。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、審議に入りたいと思いますが、何か

ございますか。 

 

【 非公開案件の審議あり 】 

 

小野委員長  そういうことですね。わかりました。ありがとうございます。 

       それでは、議案第２２号 公の施設（宝塚市立売布北グラウンド）の指定

管理者の指定について意見を申し出ることについて、とりあえず原案どおり

で可決したいと思いますが、今いろいろ意見がありましたように、次の公募

のチャンスに向けて、このスポーツ公社にも最大限の努力をしていただくと

いうことを我々のほうも力になりながら進めていかないといけないと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

       それでは、議案第１９号 宝塚市公立学校教科用図書採択協議会委員の委

嘱について、これに関しても非公開ということですから、関係者以外の退出

をお願いします。 

      （関係者以外退出） 

小野委員長  それでは説明をお願いします。 

井上課長   議案第１９号 宝塚市公立学校教科用図書採択協議会委員の委嘱について、

提案理由及び内容をご説明申し上げます。 

       本件は、平成２６年度使用宝塚市公立学校教科用図書の採択を実施するに

当たり、宝塚市公立学校教科用図書採択協議会規程第３条の規定により採択

協議会委員を委嘱するものです。 

       内訳は、知識経験者２人、保護者３人、市内公立学校長３人、市内公立学

校教頭２人、市内公立学校教諭３人の計１３人でございます。 

       まず、知識経験者でありますが、福永恒泰さんは県立高校の英語科教諭と

して長くご活躍された後、現在は神戸親和女子大学発達教育学部教授として

教員養成に携っておられます。また、本市の教科用図書採択協議会では平成

２２年度より３年間、委員長を務めていただきました。教科書研究を行う上

で、豊かな教職経験と大学での専門的研究の視点から貴重なご意見がいただ

けるものと考えております。 

       山西里夫さんは、小学校教諭時代には同和教育や社会科教育等の実践に努
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められ、その後教育行政や小学校長をご経験されました。また、社会教育指

導員として子育て支援の充実にもご尽力されました。本市の教科用図書採択

協議会では平成２２年度より３年間、副委員長を務めていただきました。豊

かな教職経験と行政経験をもとに、的確な教科書採択についてのご意見がい

ただけるものと考えております。 

       次に保護者代表でありますが、檜垣彰子さんは、今春高校１年生となった

子どもの保護者で、宝塚市ＰＴＡ協譲会の役員や宝梅中学校のＰＴＡ会長を

ご経験され、現在は社会教育委員として活動されているほか、学校図書ボラ

ンティアとしてもご活躍されています。 

       岡本康代さんは、特別支援学校と小学校に通う子どもの保護者で、現在「手

をつなぐ育成会」の会員として活動されており、知的障がい児者への偏見を

なくすため、広く市民への研修活動や啓発活動に取り組んでおられます。ま

た、児童・生徒の学習環境の整備にも取り組んでおられます。 

       山本久美子さんは、現在「宝塚市肢体不自由児者父母の会」の役員として、

保護者の願いをまとめ、学校と肢体不自由児をもつ保護者のかけ橋として活

動されています。公立小学校の特別支援学級に子どもを通わせておられ、学

校教育への関心も強い方です。 

       以上の３名の方々からは、保護者の視点に立ったご意見がいただけるもの

と考えております。 

       次に公立学校の校長でありますが、荻野勝彦市立宝梅中学校長は、教諭時

代には社会科の教諭として、わかりやすい授業づくりに取り組み、教材開発

や教材の理解を深める指導に努めました。また、教育委員会事務局職員課長

や学校教育部長を歴任し、現在は中学校長会長として宝塚市の教育の推進に

努めております。 

       岸上千鶴市立光明小学校長は、平成１９年から２年間宝塚市立教育総合セ

ンター所長を務めていました。現在は小学校長会長として、市内小学校に通

う児童のため宝塚市の教育推進に邁進しています。 

       上根功市立養護学校長は、教諭時代には生徒一人ひとりの心に寄り添った

生徒指導に努めました。また、教育委員会事務局職員課や学校現場において

精力的に活躍してきました。 

       次に公立学校の教頭でありますが、林敏郎市立西谷中学校教頭は、以前に

は宝塚市立養護学校の教頭として、障がいを持った児童・生徒にかかわり、

特別支援教育に尽力しておりました。 

       田上裕一市立安倉小学校教頭は、教諭時代には通常学級担任をし、児童一

人ひとりを大切にする教育実践を重ねて来ました。特別支援学級に在籍する

児童を通常学級の中で学級の一員として温かく見守る教育に努めました。 

       次に公立学校の教諭でありますが、岡脇肇市立南ひばりガ丘中学校教諭は、

数学を担当しており、基礎・基本の学力の定着を目指して、指導方法のくふ

うや教材の研究に熱心に取り組んでいます。 

       河井直弘市立売布小学校教諭は、現在６年生を担任され、学校の中核とな
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って熱心な教育活動に努めています。また、教育実習や新任教員の指導を担

当するなど若手教員の育成にも力を注いでいます。 

       小牧順子市立養護学校教諭は、小学部において学校行事計画を担当するな

ど小学部全体を把握する立場で業務に取り組んでおります。 

       説明は以上でございますが、若干の補足説明をさせていただきます。 

       教科書採択でございますが、学校教育法第３４条等の規定により小学校、

中学校、高等学校、中高教育学校、特別支援学校においては文部科学大臣の

検定を経た教科用図書、または文部科学省が著作の名義を有する教科用図書

を使用しなければならないとされております。教科書検定制度のもとで同じ

教科、科目でも複数社、複数種類の教科書が発行されているため、その中か

ら１種類の特定の教科書を選定する必要が生じてまいります。このための選

定が教科書採択でございます。また、特別支援学校並びに特別支援学級にお

いて使用される教科用図書、いわゆる一般図書につきましては、検定教科書

以外の図書その他の教材で適切なものを使用することができるとされており、

今年度の教科書採択はこの一般図書のみ採択替えになります。以上のことに

より、今年度の教科書採択協議会委員の選定に至りましては、特別支援教育

に専門性のある方のご意見がいただけることを考慮しております。 

教科用図書の選定に当たりましては公正かつ適正な採択がなされるよう教

科書採択協議会を設置いたします。採択協議会委員につきましては、教科書

発行社の宣伝行為等、外部からの影響に採択結果が左右されないよう、名前

の公開は採択終了後に行います。 

採択までの流れですが、採択協議会委員の委嘱式が行われた後、本日ご審

議いただきます基本方針案を教育委員会より諮問します。それを受けまして、

採択協議会において採択基本方針を協議いただき、教育委員会に答申してい

ただきます。次回の教育委員会の会議で答申を審議していただきまして、決

定した後、実際に教科書を調査していただく調査員を採択協議会より委嘱し

ていただきます。調査員による１カ月にわたる調査研究を経た後、調査結果

を採択協議会に報告していただきます。報告をもとに採択協議会において結

果をまとめ、教育委員会のほうへ答申していただく運びになっております。

この後、答申内容を教育委員会でご審議いただきまして、採択の結果を８月

末に県へ報告いたします。流れはこのようになっております。説明は以上で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

小野委員長  ありがとうございました。これから質疑に入りたいと思いますけども、何

かございますか。 

井上委員   この採択協議会委員を委嘱する人たちの、これは最終案ですか。それであ

れば、この人選というのはどのような形でされたんですか。最初からこの人

たちで挙がってきてるんですか。それとも複数おられたんでしょうか。私た

ち全然その辺が見えてこないんです。議案をいただくまで。委員さんの名前

とかそんなのは全くわかってない。だからそれをどのような形でこの人たち

を選ばれたかを教えていただきたいです。 
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井上課長   特に知識経験者の方におきましては、昨年会長、副会長を務めていただき

ましたので、今年度も残っていただくという方向で、事務局からお願いして

おります。それと、昨年からの流れもありまして、保護者の視点に立ったご

意見が幅広くいただきたいというふうなことも考慮いたしまして、今年度は

特別支援関係の一般図書の採択替えでございますので、実際に障がいのある

子どもさんの保護者の方を２名、手をつなぐ育成会、それから肢体不自由児

者父母の会のほうに依頼いたしまして、その中から責任をもって１名推薦を

していただいた方を、上げております。また、小学校、中学校の校長につき

ましては中学校長会、小学校長会のほうに依頼いたしまして、１名代表の方

をということで推薦いただきました。教頭につきましては今年度の教頭研修

の特別支援教育のほうに携わる関係者にお願いしております。これまで現役

のときに障がいをもった子どもたちに、通常学級の中で幅広くかかわってき

たということをベースに人選をお願いいたしまして、小学校長会、それから

中学校長会のほうから、報告いただきました。それぞれ複数で挙がってきて

いるというわけではございませんで、責任を持って１名推薦をお願いしたと

いうことでございます。 

井上委員   そしたら全部推薦ということですね。 

井上課長   はい、そうです。 

井上委員   これは公募がなじまなかったんでしょうか、保護者のほうは。 

井上課長   公募の件に関しましては若干吟味もいたしましたけれども、前回もござい

ましたように、片寄ったご意見等の方が来られるということもあるんですけ

れども、この教科書採択協議会につきましては本当に氏名を公表しないで行

われる作業となっております。ですので、氏名が公に出されるということに

つきましては、こちらとしましては若干なじまないということで、公募は見

送らせていただきました。 

小野委員長  というのは、前回のこの委員の構成を決めるときに井上委員のほうから公

募という考えはないんですかという質問があって、あのときは、今回決める

のは公募とか何かじゃなくて、保護者３名にしようとか、それを決めるため

の審議だから、ちょっとそういう議論ではありませんねということだったん

ですね。ですから、確かにあの後、さらに公募をみたいなことをやるのかど

うかみたいな議論があるのかもしれないなと、そう恐らく井上委員もお思い

になって聞かれたと思うんですけども、やっぱり確かにおっしゃるとおりこ

れはそんな理由ですね、この委員の方は余り広く知らしめると、いろんな人

からのコンタクトというか、それがあるからなじまないわけですね。その余

り公募ということに関しては。となると、だから恐らく他市においても公募

みたいなことではやっていないんでしょうね。それはわかりますか、ほかの

市で例えば公募でというのは、わかりませんか。 

田川室長   データとしては集めておりませんけれども、他市でも同様の形で進めてお

ると聞いております。 

小野委員長  指名ですね。そうですね。わかりました。 
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井上委員   この養護学校の先生方はかなり挙がってるんですけども、特別支援学級の

先生が入ってないんですが、これはどういう意味でしょうか。 

井上課長   教諭の河井直弘先生につきましては以前に特別支援学級のほうの担任をし

ておった経緯もございます。通常学級の担任として、在籍する特別支援学級

の子どもたちと関わった経験者も中に入れておりますと同時に、特別支援学

級を担任した者も入っているということでございます。 

井上委員   もう１点ですけども、知識経験者の中にこの特別支援関係の先生がおられ

ないんですが、どうなんでしょうか。 

井上課長   例えば山西里夫さんなんですけれども、現役時代も小学校で教職をされ、

学校長としても活躍されておりましたので、そういった形で現場の特別支援

を要する子どもたちのこともよくご存知かなということが１点と、それから

社会教育支援員として市内の育成会のほうにもよく足を運ばれておりまして、

育成会のほうにも特別支援を要する子どもたちもたくさん入っている中、そ

ういった保護者の思いであるとか、そこで過ごす子どもたちのこともよくご

存知だと思っております。 

井上委員   育成会、そんなにたくさん入ってますか、特別支援学級の生徒は。 

井上課長   預かっております。数字的なところで人数はわからないんですが。 

種谷委員   西山小の育成会には、いらっしゃいますね。 

井上委員   そうですか。でもそんなにいないでしょ。 

五十嵐室長  私は昨年まで中山桜台小におりましたが、中山桜台小学校では特別支援学

級５名おるうちの４名が育成会にいました。 

井上委員   そうですか、私の間違いですね。わかりました。 

種谷委員   今回は特別支援の関係の教科書ということなので、結論的には私は別にこ

のメンバーでいいと思うんですけれども、前回も多分問題になったかと思う

んですけれども、どういう形で保護者という３人を決めるかということはち

ょっとまた、今度来年度とかになるんですか。そのときにもう１回、ちゃん

とどういうような形で決めるのかというのは、今のご意見もありましたので、

検討したほうがいいんじゃないかなと思います。その上でどうやって決めて、

どうやって選定するのかというのは、ちょっとルールづくりというか、した

ほうがいいんじゃないかと思うのですか。今回は結論的には私はいいと思い

ます。 

小野委員長  今おっしゃるのはあれですね、選定するときに保護者３名、それじゃどう

いう方を選んだらいいかなということを事前によく協議しようということで

すね。いいと思いますね。 

川名委員   今回は言ってみたら、この団体があるので、頼みやすい、選びやすいと思

いますね、小学校や中学校の教科書になるとちょっとそれが難しいので、慎

重に考えないといけないですね。 

種谷委員   ただなじまないかもしれませんから、結局最終的にいろいろ検討した結果、

公募は余りなじまないということを納得できれば、公募しないという選択肢

ももちろんあるとは思うけど、一度協議をしたらどうかなと思います。 
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井上委員   そうでないと、これ挙がってくると、もう認めないといけないようなもの

でしょ、言ったら。だめですということができないでしょ、早く言えば。 

小野委員長  今、種谷委員がおっしゃったように、事前にどういう人でしようかと、公

募も１回協議してもいいんですけども、僕はやっぱり先ほどの説明からする

と、公募はなじまないのかなという気もちょっとするんですけども、それも

含めて１回ちゃんと協議をやりましょう。ほかよろしいですか。 

井上委員   私は反対です、公募が入ってないので。 

小野委員長  そうですか。 

       この議案に関しては議案第１９号 宝塚市公立学校教科用図書採択協議会

委員の委嘱については原案どおり可決いたしたいと思います。 

       それでは続きまして、議案第２３号に入りたいと思いますけども、これは

公開ですので、傍聴する方がいましたら、どうぞ。 

事務局    傍聴者はありません。 

小野委員長  いいですか。それでは、議案第２３号 宝塚市公立学校教科用図書採択に

かかる基本方針等の策定及び教科用図書の調査研究の諮問についてに関して

審議をいたしたいと思います。担当課より説明をお願いいたします。 

井上課長   議案第２３号 宝塚市公立学校教科用図書採択にかかる基本方針等の策定

及び教科用図書の調査研究の諮問について、提案理由及び内容をご説明申し

上げます。 

       本件は、平成２６年度使用宝塚市公立学校教科用図書を採択するに当たり、

その適正化を図るため宝塚市公立学校教科用図書採択協議会に対して、３つ

の事項について諮問するものです。 

       諮問事項１の「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

方針について」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

１４条の「政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択

する」という規定に基づいて、宝塚市における公立学校教科用図書の採択の

基本方針を策定するために諮問するものです。 

       諮問事項２の「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

図書の採択方針について」は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関

する法律施行令第１４条により、学校教育法附則第９条に規定する教科用図

書、すなわち特別支援学校、特別支援学級の児童生徒が使用する教科書につ

いては採択する期間が規定されておりません。したがって、児童生徒一人ひ

とりの障がいの種類や程度、症状に応じるように毎年採択がえを行うことが

できますので、宝塚市における学校教育法附則第９条に規定する教科用図書

の採択方針を決定するために諮問するものです。 

       諮問事項１の「採択の基本方針」及び諮問事項２の「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」につきましては、別紙のとおり教育委

員会案を採択協議会に対して提示し、案に対する意見について、平成２５年

５月１４日までに採択協議会から答申をいただく予定です。 

       その後、教育委員会にて答申内容をご審議いただき、採択の基本方針及び
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採択方針が決定されました後に、採択協議会において諮問事項３の「学校教

育法附則第９条に規定する教科用図書の調査研究」を進めていただき、平成

２５年７月２６日までに調査研究結果の答申をいただく予定です。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。質疑に入りたいと思いますが、何かございます

か。よろしいでしょうか。 

委員    （なし） 

小野委員長  それでは、特にご意見がないようですので、議案第２３号 宝塚市公立学

校教科用図書採択にかかる基本方針等の策定及び教科用図書の調査研究の諮

問についてに関しては原案どおり可決したいと思います。 

       以上で、本日の審議は全て終わりましたけども、ほかに何かございません

でしょうか。 

橋詰副課長  特にございません。 

小野委員長  どうもありがとうございました。これで、本日の会議を終わりたいと思い

ます。 

 ─────────── 閉会 午後 ３時１１分 ───────────── 

 

 


