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平成２６年第２１回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 
 １ 開催日   平成２６年１１月１８日（火） ２ 場 所 宝塚市役所 ３－３会議室 ３ 開会時間  午後１時２９分 ４ 閉会時間  午後２時０９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     大西  章  管理室長       西本  学  学校教育室長     五十嵐 孝  教育支援室長     田川 隆司  生涯学習室長     岡本 勝幸 
 

職員課長       田邊 哲朗 施設課長       中村 尚雄 学事課長       高田 輝夫  学校教育課長     井上 秀清  教育研究課長     井上 淑子  教育企画課副課長   森田 国治  学事課事務職員    三浦 庸平 
 ８ 会議の書記  教育企画課係長    鈴木 陽子  教育企画課事務職員  小松 謙太 ９ 議題  ○議案第４１号 平成２６年度教育委員会所管一般会計補正予算（第４号）（案）の提出について意見を申し出ることについて  ○議案第４２号 教育財産（市立宝塚第一中学校敷地）の取得の申出について  ○議案第４３号 平成２７年度宝塚市立幼稚園２年保育の園児の定員の変更について  ○議案第４４号 宝塚市いじめ防止基本方針の策定について 

10 その他  ○「平成２６年度全国学力・学習状況調査結果から」保護者向けリーフレット及び宝塚市家庭学習の手引き「TAKARAっ子 スタディ・ナビ」について 
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 会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時２９分 ───────────── 小野委員長  それでは、平成２６年第２１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、井上教育長でございます、よろしくお願いします。  本日の予定案件は、議案が４件、議決事項以外の案件が１件でございます。進行について、事務局からお願いします。 西本室長   本日は、議案が４件、議決事項以外の案件が１件でございます。  議案第４１号 平成２６年度教育委員会所管一般会計補正予算（第４号）（案）の提出について意見を申し出ることについて、議案第４２号 教育財産（市立宝塚第一中学校敷地）の取得の申し出について、議案第４３号 平成２７年度宝塚市立幼稚園２年保育の園児の定員の変更について、議案第４４号 宝塚市いじめ防止基本方針の策定について、報告事項といたしまして、「平成２６年度全国学力・学習状況調査結果から」保護者向けリーフレット及び宝塚市家庭学習の手引き「ＴＡＫＡＲＡっ子 スタディ・ナビ」についてでございます。  以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 小野委員長  はい、わかりました。  それでは議案の順番に沿って審議をしたいと思います。  まず、議案第４１号 平成２６年度教育委員会所管一般会計補正予算（第４号）の提出について意見を申し出ることについて、この議案の説明をお願いいたします。はい、どうぞ。 森田副課長  では、議案第４１号 平成２６年度教育委員会所管一般会計補正予算（第４号）（案）の提出について意見を申し出ることについて、内容をご説明申し上げます。  本件は、平成２６年度一般会計補正予算（第４号）（案）のうち、教育委員会関係予算に関しまして、平成２６年１２月定例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、市長に次の予算案をもって意見を申し出るものでございます。  平成２６年度教育委員会所管一般会計補正予算（第４号）（案）につきましては、歳入予算に３９万７，０００円を増額し、総額を９億５，３６７万円といたします。また、歳出予算に８８２万５，０００円を減額し、総額を４０億３，３０４万２，０００円といたします。  概要につきましては、資料の２ページに歳入の補正額、３ページに歳出の補正額を載せております。  こちらですが、まず、歳入の減額の主なものといたしましては、教職員住宅の貸付料、こちらは教職員住宅を９月末で廃止したことにより、その歳入、家賃収入を減額したものであります。  あと、主な歳入といたしましては、次の２行目の多子世帯保育料軽減事業費補助金、こちらは、県の補助金がこの時期に明らかになりますので１２月
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の補正で増額対応とさせていただきます。  歳出で主なものといたしましては、３ページの一番上ですが、中学校施設開放事業、学校施設管理委託料、こちらが３６７万円の減額、こちらにつきましては、入札の差金の分を減額するものです。  次の事業の教職員総務事業、アルバイト賃金７５４万４，０００円の増額、こちらはアルバイト賃金の不足分を増額補正したものです。  あとは、５行目の小学校施設整備事業、仮校舎等借り上げ料、こちらは、耐震化の施設工事に伴いまして必要額を補正するものです。  今度は３ページの下から５行目、中央公民館管理運営事業、こちらは６１７万７，０００円の減額、これは中央公民館管理運営に当たりまして、窓口等の業務委託の分を減額するものです。  主なものといたしましては、以上となります。  以上です。 小野委員長  はい、ありがとうございました。  何か、ございませんか。  大変、細かな話ですけど、この５ページ目、一番上の１９番に学校支援地域本部で、県の補助金確定でこれ３万２，０００円ですか、これ県の補助金たった３万２，０００円なんですか。 大西部長   当初はですね、次年度どの程度、県が補助金をいただけるだろうということが分からない中で計画をしまして、それに合う歳出執行額を考えてたんですけども、本年度になりまして県のほうからの補助金の確保が決定しましたので、当初予定している分から３万２，０００円削る、あわせて歳出を３万２，０００円削るということです。 小野委員長  県からどのぐらいもらえているんですか。 岡本室長   補正後の確定額で５５万４，０００円。当初が５８万６，０００円ということです。 小野委員長  わかりました。これ当初なくなるかもしれないというのがありましたよね。一応もらえたんですね。わかりました。  ほかに、何かございませんか。よろしいですか。 委員   （異議なし） 小野委員長  それでは、議案第４１号 平成２６年度教育委員会所管一般会計補正予算（第４号）（案）の提出について意見を申し出ることについては、原案どおり可決したいと思います。  続きまして、議案第４２号 教育財産（市立宝塚第一中学校敷地）の取得の申し出について、関係部署よりご説明お願いいたします。はい、どうぞ。 中村課長   委員長、説明をする前に少し資料を配りたいのですが。 小野委員長  どうぞ、よろしくお願いします。 中村課長   それでは、説明をいたします。  議案第４２号 教育財産（市立宝塚第一中学校敷地）の取得の申し出について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。 
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 現在、宝塚市と社団法人宝塚ゴルフ倶楽部との間で、双方の所有する土地の交換に係る協議が進行中で、近日中に交換契約が締結される見込みです。本件は、本契約により宝塚市が取得することとなる土地の一部及び同法人からの寄附により取得見込みである土地に関して、現在、宝塚市立宝塚第一中学校に至る通路として専用的に使用していることから、教育委員会が維持管理をするため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２８条第２項の規定により、当該土地の取得について市長に申し出るものです。  なお、取得する土地の所在地は、宝塚市鹿塩字高丸１番７５７、取得予定面積は、２，３８１．０６平米でございます。  少し、先ほどお配りをいたしました資料について、ご説明したいと思います。  今回の取得部分については、宝塚第一中学校開校時、昭和４２年より、宝塚ゴルフ倶楽部と共有の通路として使用しておりました。先ほど、お配りしましたＡ３の大きいページがあるんですが、そこにマーカーをつけております。その部分が宝塚第一中学校と今回、宝塚ゴルフ倶楽部との共有をしておった部分になります。  もう１つ、Ａ４サイズの資料をつけていると思います。そこにも１つマーカーをつけております。その部分が先ほどの大きい地図の部分の拡大した位置でございます。通路として共有して使用しておりました。約２５年ほど前に宝塚ゴルフの門が閉鎖をされました。それ以後は、宝塚第一中学校のみ使用していた専用の通路という形になっておりました。  ただ、その分につきましては、宝塚ゴルフ倶楽部の所有地ということで現在まで至っておりました。  この間に現在、宝塚ゴルフ場の中にあります水路、それから里道等の払い下げの協議というのが並行して宝塚市とゴルフ倶楽部とで進んでおりました。今回、里道、水路の払い下げ、それから第一中学校の進入部分もあわせて効果的な解決を図ろうということで、全体的な協議がずっと進んでおりました。その協議が今回、整うこととなったという経緯からこの度、取得を申し出るものであります。  その分につきましては、宝塚ゴルフ場の中にある宝塚ゴルフ倶楽部の中にあります土地、それから宝塚市の持っている土地というような部分を面積の交換ではなくて等価交換という形で交換をしております。  資料の中につけております議案資料のほうで、１４ページをお開きください。  この１４ページに乙が交換に供する土地ということで、一覧表をつけております。この乙といいますのは、宝塚ゴルフ倶楽部の分なんですが、そこで少し黒い網がけをしておるんですけども、１カ所、字高丸１番７５７の内、今回この１筆といいますのは、その資料の１８ページ、証明書があるんですが、そこに２，３８０平米という数字を記しております。それがこの１筆になります。 
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 今回、後からお配りをしましたＡ４サイズの資料で宝塚第一中学校の全体の配置図が載っている部分なんですけども、そこに網がけをしております部分といいますのが、先ほど言いました２，３８０平米の土地であります。宝塚ゴルフ倶楽部と宝塚市の等価交換で行う部分については、そのうちの先ほどの１４ページの資料で３９７．３７平米というのがその等価交換にあたる面積であります。  それ、先ほどの２，３８１平米との差分、１，９８３．６９平米といいますのが、宝塚ゴルフ倶楽部のほうから宝塚市のほうに寄附を受ける部分、面積となっております。  今回、あわせまして等価交換にしたい面積と寄附を受ける面積、合計で２，３８１．１平米を取得の申し出をするということになります。  説明、以上でございます。 小野委員長  今のあった１，９００幾らはそれまさにゴルフ場から寄附してくれるということは、ただで、ということですか。今までは等価交換で所有していたんですよね。だけど、そこの部分は寄附ということですか。 中村課長   実は、先ほど説明を申し上げたゴルフ場の中のリードするような払い下げの話と、当初は別に並行した形で進んでおった部分で、その時代には宝塚ゴルフさんのほうから当然、寄附をしても構わないよというようなところから協議が出発をしておりました。  今回、ゴルフ場の中のそういう里道、水路の関係の整備の中でゴルフ場についても等価交換の中に、その部分を第一中学校の前の部分を含めて協議をしていこうと、その中でもゴルフ場が持っていた土地のほうが面積が広かったので、その部分につきましては寄附をしましょうという経緯がございます。 小野委員長  わかりました。はい、ありがとうございます。  何か、ご質問ございませんか。 種谷委員   ちなみに、今までは何か賃料みたいなのは払われていたのですか。 小野委員長  はい、どうぞ。 中村課長   先ほど、少し説明をさせていただいたかとは思うのですが、開校当時から宝塚ゴルフ倶楽部さんと宝塚第一中学校が供用で使っておって、賃料というのは払ってないんです。ですから、両方がそういう形で共用してたというふうになっています。 小野委員長  共用っていうことは、ここに門があったから、そのときにはここを通ってゴルフ場に行く人もいたと、そういうことですね。 中村課長   はい。 種谷委員   奥じゃないですか奥。 小野委員長  色つけてるところの一番端にあったんでしょ。 種谷委員   端というか、上のほうじゃないですか。 中村課長   先ほど、後でお配りをしました資料のＡ４サイズのほうの小さい図面があるんですけども、その地図の左手のほうに、左を向きましたら右手、地図の上のですね、上のほうに少し四角い部分があると思います。マーカーでぬい
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たところの、それが鉄塔になるのですが、その部分、横のあたりぐらいからゴルフ場、仁川方面からゴルフ場のほうに抜ける道ということで。その方法を今は閉鎖しておるという。 種谷委員   そこから、ゴルフ倶楽部に行くルートがあったんですか、昔は。 中村課長   そういう利用をしたいということで、当時は供用という形を選んだという。ゴルフさんの昔からの話になってきますから、確たるところははっきりしないところもあるんですが、そういう利用されてたというのが今の土地です。 井上委員   わかりました。これ税金はどこが払ってたんですか。 中村課長   宝塚ゴルフ場になります。 井上委員   宝塚ゴルフ場が払ってた。意味ないですよね。持っていても、これだったら。 中村課長   現在は、今、皆様ご存じのとおり、そこはもう道路形態という形で第一中学校に入る専用道路という形にはなっております。 井上教育長  もう一回確認で聞いてよろしいですか。  前から聞いてますけどこれ、こういう手続というのは今まで一切してないのですか、教育委員会は。例えば市長に、実際に学校できてから何年もたって、この分については取得してくださいという申し出はしたことないのですか。今回初めてですか。 中村課長   そういうところは確認を。 井上教育長  いえいえ、確認、そんなこと言ってたらいけないでしょう。これはそのための手続を今ここで決めるのですよね。 中村課長   はい。 井上教育長  こういうことを今まで教育委員会で放置してたのですか。何で改めてこれをしてるのかと思って。これをもらうことは別にいいですよ、いいですけどうちの手続、内部の手続としてこういうことを教育委員会が改めて市長部局へ申し出しないといけないのかと思う。何でしないといけないのか。 小野委員長  最近、それが成立したってことじゃないの。 井上教育長  現実にはもう学校になっているわけでしょ。学校の入り口でしょ、実際はもう学校ですよね、学校できたときに、道路つくったり、いろいろするときにこういう手続はうちからしているのではないの。 種谷委員   でも、手放したくないと言ったんじゃないですかそのときは。 井上教育長  どこが。 種谷委員   向こうが。 井上教育長  ゴルフ場が。 種谷委員   うん、知らないけど。だから使いたいと思っていたとか。 井上教育長  ゴルフ場は手放そうが、手放したくなかろうが、うちは市長にこれは取得してくださいね、という申し出はしてないのですか。書類はないのですか。 種谷委員   でも随分、昔の話なので。 小野委員長  どうぞ。 西本室長   本来なら新たに、山麓部分を開発して学校の敷地を決定しているので、そ
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もそも学校に至る通路については、学校敷地として確定しておく必要があったと思います。ただ、先ほど種谷委員がおっしゃられましたように、ゴルフ場側としてはそこをゴルフ場への進入通路として使ってた関係で、どうも土地の整備が恐らく教育委員会としては敷地を設定したいという話はしたところであっても、ゴルフ場が土地は手放せないという話がどうもあったみたいです。 小野委員長  今までね。 西本室長   はい、それがあってですね、数年前にはその必要性がなくなったんで、市のほうでどうにかそれ対応してくれないかという要請はいただいてはおりました。  ただ、それと並行して今回ゴルフ場の中にある水路と里道を、これが位置と違うところに存在してるということで地図上の整理をしないといけない、だから一旦、水路と里道を廃止して、新たなところとつけかえをしていくという手続に合わせて、たまたまこの部分もですね、包含してたということで、それに合わせて今回整備をさせていただいたということで、時間的には遅くはなりましたけども、これを契機に教育財産としての取得を申し出をしてですね、学校敷地をきっちり固めていきたいと。 井上教育長  ほんとに申し出してないの、市長部局に。どんなに考えてもおかしい。 種谷委員   まあ、いいんじゃないですか。結論はいいからいいんじゃないですかね。 小野委員長  何で今ごろってことをおっしゃってるんでしょ。今まで。 井上教育長  もう一つ説明が十分聞けてなかったんですけども、市長部局が絡んでるから、今までの土地の整備が。そこに突然出てきた話なんで、考えてみたらもう学校で使ってるのに、既に市長部局には取得してよいと言って申し出ているのではとか思っただけです。なぜこんなこと改まってしないといけないかな。 種谷委員   当初のときに、だから手放したくないと言ったから、取得したいというような申し出はされてなかったんじゃないですか。きっとその通路として使いたかったらしいから。 小野委員長  特に、実用上問題もなかったし、使えてたし。 種谷委員   結局、長い間、結局逆瀬川のほうから入っていくわけでしょ、宝塚ゴルフ倶楽部は。だから、もういいってなったんじゃないですか。 井上教育長  まあまあそうですね。 小野委員長  はい、いろいろそういう経緯もありますけれども、よろしいですね。 委員   （異議なし） 小野委員長  それでは、議案第４２号 教育財産（市立宝塚第一中学校敷地）の取得の申し出について、原案どおり可決したいと思います。  続きまして、議案第４３号 平成２７年度宝塚市立幼稚園２年保育の園児の定員の変更について。  関係部署より、ご説明をお願いいたします。はい、どうぞ。 高田課長   添付している資料の時点修正をした新しい資料につきましては、提案理由
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説明の後にご説明をさせていただきます。  まず、提案理由について、提案理由説明書の３ページからご説明させていただきます。  議案第４３号 平成２７年度宝塚市立幼稚園２年保育の園児の定員の変更について、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８月７日開催の第１５回宝塚市教育委員会において決定いたしました、平成２７年度宝塚市立幼稚園の園児の定員のうち、長尾幼稚園の２年保育の園児の定員を２学級６０人から３学級９０人に、末成幼稚園の２年保育の園児の定員を１学級３０人から２学級６０人に、それぞれ変更しようとするものです。  市立幼稚園の２年保育の園児の定員につきましては、当該地域の住民基本台帳上の就園対象人口をもとに、保育所通所児童数、私立幼稚園通園園児数等を勘案して入園見込園児数を算出し、先の教育委員会の会議において、それぞれの園の定員を決定いたしました。  この決定を受け、本年１０月２日から３日間にわたって一斉募集を実施いたしましたところ、長尾幼稚園の２年保育に７４人、末成幼稚園の２年保育に４６人の入園申し込みがありました。本来でありますと、申込者数が園児の定員を超えた場合は、抽せんにより入園者を決定することとなりますが、いずれの園も定員を大幅に超えていることと、いずれの園にも余裕教室があることから、園児の定員を変更し、入園申込者全員の受け入れを行うことといたします。  なお、この変更により、平成２７年度の宝塚市立幼稚園の２年保育は、１２園で２３学級６９０人、１年保育は１２園で２１学級７３５人の定員となります。  引き続きまして、添付いたしました議案資料の２０ページの参考と、ただいま配付させていただきました資料について、ご説明いたします。  まず、２０ページの参考ですが、定員変更に係る新旧対照表です。  長尾幼稚園と末成幼稚園で変更があります。上段が変更後、新で、下段が変更前の旧になります。  次に、ただいま配付させていただきました資料なんですけども、平成２７年度の入園児募集に係る応募状況です。  まず、上段の表の４歳児ですが、１２園の園名がまずありまして、右に当初の募集定員があります。を記載しております。その右が応募状況になります。一斉と書いてる欄なんですけども、これは１０月２日から３日間で実施した一斉募集における応募者数です。  また、さらに右の随時と書いてる欄につきましては、一斉募集後に申し込みのあった人数です。その右の計が一斉募集と随時募集における応募者総数です。さらに右に辞退者とありますが、ここは申し込みはしたけれども、何らかの事情があって申し込みを辞退された方の人数になります。良元幼稚園で１人、宝塚幼稚園で３人、安倉幼稚園で２人で合計６人の辞退者が既に４
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歳児であれば出ているという状況になります。  その右の欄が待機者数です、一斉募集後における応募者数と随時募集における応募者の待機者数になりますが、長尾幼稚園の一斉募集で１４人、末成幼稚園も同様に１６人の待機者数となっております。この３０人につきましては、本議案の可決に伴い全員の受け入れを行いたいというふうに考えております。  その下、５歳児と、そのさらに下の３歳児については、定員の変更に係るような募集、申し込み等はございません。  一部ですね、随時募集と辞退者が出たということで大きな学級編制に変更はございません。  説明は、以上です。よろしくご審議いただきますようにお願いいたします。 小野委員長  はい、ありがとうございました。  何か、ご質問ございませんか。  これは、細かな話ですけど、例えば長尾とか、末成は学級数ふえるんですよね。そうすると、先生の手当だったら別に来年３月までだからいいんですけど、当然ここは増やさないといけないわけですね。 高田課長   教員の配置なんですけども、今年度の５歳児の学級数が多い関係から、現行の教員人数をもって来年度も賄えるということになります。 小野委員長  そうですか。 種谷委員   すみません、幼稚園って何時から何時までなんですか。 小野委員長  どうぞ。 高田課長   週５日のうちですね、午後から保育あるのが月水金の三日になります。それ以外ですね、火木につきましては午前中だけの保育になるんですけれども、通常８時３０分から、午前中保育は１１時５０分ですね、午後保育のある月水金につきましては午後２時３０分までになります。 種谷委員   延長みたいなのをやっているところもあるんですか。 高田課長   これは、今、例えば申し上げましたのが幼稚園の通常の場合の時間帯でございまして、今、ご質問ありました延長保育につきましては通常保育の終了後、延長保育を全園で実施しております。通常保育終了後と申し上げたんですけども、三季休業の間は、朝から夕方までの延長保育を実施しております。これも１２園、全園で実施しているところです。 種谷委員   三季。 高田課長   夏休み、冬休み、春休み、の三季休業期間中ですね。朝から夕方まで。 種谷委員   この延長保育は何時までなんですか。 高田課長   午後５時までですね。 小野委員長  この午前中のみのときは延長保育ってないのですね。 高田課長   午後からの延長保育がございます。 小野委員長  やっぱり５時までしてるのですか。 高田課長   ５時まででございます。 小野委員長  この午前中のみのときも。 
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種谷委員   それは、利用率ってどのぐらいあるんですか。 高田課長   ちょっと今、資料がございませんけれども。 種谷委員   大体でいいです。感覚でいいです、感覚で。 高田課長   率ですか。 種谷委員   半分とか。３分の２とか３分の１とか。 高田課長   そんなにはないですね。 井上委員   大体１０人までですかね。いくら多くても。 高田課長   毎年利用者数は右肩上がりに増えているような実態です。 小野委員長  それだったら２割ぐらいですか。 高田課長   同じ方が何度もですから、延べ人数でしか把握していないというところありまして、同じ方が毎日毎日利用されて、利用されてない方は一度もご利用されていないとか、そんな状況です。 小野委員長  これ、公立は一番遅くても５時までなんですね。 高田課長   ３０分間、また延長することができます。 小野委員長  ５時半まで。私立はどのぐらいされているんですかね。 高田課長   私立は園によって相当遅い時間帯までされているところもありますので。 小野委員長  例えば、７時とかもあるの。 高田課長   ７時までのところがあります、宝塚市内に。他市までいきますと９時まで延長されてるところもあります。 小野委員長  わかりました。よろしいですか。  何かほかにございますか。 委員   （異議なし） 小野委員長  それでは、議案第４３号 平成２７年度宝塚市立幼稚園２年保育の園児の定員の変更について、は原案どおり可決したいと思います。  続きまして、議案第４４号 宝塚市いじめ防止基本方針の策定について、関係部署より、ご説明お願いいたします。 井上学校教育課長 議案第４４号 宝塚市いじめ防止基本方針の策定について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  本件は、いじめ防止対策推進法第１２条に規定するいじめ防止等のための対策を推進するための基本的な方針として、宝塚市いじめ防止基本方針を策定しようとするものです。  この基本方針は、平成２６年１２月市議会定例会に提案されている宝塚市いじめ防止等に関する条例の内容を踏まえたもので、方針の主な内容は次のとおりです。  まず、第１章は、いじめ防止のための対策の基本的事項としまして、いじめの定義及び基本理念を記載しています。  第２章は、宝塚市いじめ防止対策委員会のほか、関係機関と学校、教育委員会間の情報共有、連携、調整を目的として設置する宝塚市いじめ対応ネットワーク会議について定めています。  第３章及び第４章は、教育委員会及び市立学校が実施する施策として、い
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じめ防止等の取り組みや教職員の資質向上、児童生徒の主体的活動の推進、保護者・地域との連携の強化について定めています。  第５章は、重大事態への対処として、いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態が起こった際の教育委員会及び学校の調査や市長への報告について定めています。  最後に第６章は、その他いじめ防止等のための対策に関する重要事項として、市基本方針の定期的な見直しについて記載をしております。  なお、前回までに提案させていただいた基本方針案に対して、教育委員の皆様からご意見をいただきまして、その結果、２カ所修正を加えさせていただいておりますので、報告をさせていただきます。  お配りしております資料の２６ページ、基本方針の中では２ページになります。  第１章の１、はじめにの中の７行目の文末ですが、「児童生徒の育成に全力で取り組んでいます」とあります。ここがもともと「児童生徒の育成に全力で取り組む決意をしています」となっていたんですが、実際にもう取り組みを進めているということでご意見をいただきまして、「取り組んでいます」に変えさせていただいております。  もう１点は、資料の３２ページ、基本方針の中のページ数でいいますと８ページです。  最後、８番のその他の対応とありますが、もともとここはその他の「措置」としておりました。が内容的に「対応」のほうがわかりやすいのではないかというご意見をいただきまして、「その他の対応」というふうに変えさせていただいております。  それ以外は、前回の提案どおりとなっております。  説明は以上でございます。よろしくお願いします。 小野委員長  はい、ありがとうございました。  何か、ご質問ございませんか。 井上委員   私はいいと思います。 小野委員長  これは、まず文教常任委員会が今週ありますよね。条例と恐らくこれも質問があれば。 井上学校教育課長 これを、資料として出させていただきます。 小野委員長  そういうことですね。  よろしいですかね。 委員   （異議なし） 小野委員長  それでは、議案第４４号 宝塚市いじめ防止基本方針の策定について、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、報告事項をよろしくお願いいたします。どうぞ。 井上教育研究課長 平成２６年度学力調査のリーフレット並びに家庭学習の手引きにつきましては、ご丁寧なご審議をいただきまして、本当にありがとうございました。１１月はじめに業者より仕上がってまいりまして、先週議会の報告、それか
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ら記者クラブへの発表並びに保護者、教員への配付のほう完了いたしました。本当にお世話になりました、ありがとうございました。  本年度は、学校教育課と教育研究課と２課にわたりまして編集から作成までさせてもらっております。今後も他課との連携を図りながら本市の子供たちの学力向上に向けて取り組んでまいりたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 小野委員長  記者クラブにも、このまま全部お配りしているんですか。 井上学校教育課長 はい、資料として。 小野委員長  資料として、そうですか。 種谷委員   先週、配られてました。 井上教育研究課長 ありがとうございます。 種谷委員   うちの小学校では。これを持って帰ってくる前に、わら半紙で何かこういうの持って帰らせますというのも入ってました。 小野委員長  いや、あの、昨年よりもはるかに速くなって。 川名委員   早くてよかったです。 小野委員長  大変改善だと思います。ご苦労さまでした。 井上教育研究課長 ありがとうございました。 小野委員長  よろしいですかね。 井上委員   いいですよ。色が多過ぎるぐらいカラフルで。 小野委員長  このスタディ・ナビもね、これ本当にきちんと家庭で見て、参考にしてほしいですね。 川名委員   目安があって、わかりやすいです。 小野委員長  はい、ありがとうございました。  報告事項も以上で終わりまして、それでは以上で懸案の事項全ておりましたけど、よろしいですか。  それでは、これをもちまして平成２６年第２１回宝塚市教育委員会の会議を終了したいと思います。どうもありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時０９分 ───────────── 
 


