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平成２７年第１０回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 
 １ 開催日   平成２７年５月２８日（木） ２ 場 所 宝塚市役所 特別会議室 ３ 開会時間  午後１時３０分 ４ 閉会時間  午後２時３０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     五十嵐 孝 社会教育部長     大西 章 管理室長       西本 学 学校教育室長     西澤 健司 教育支援室長     朝井 邦彦 生涯学習室長     島廣 弘二 

職員課長       田邊 哲朗 学校教育課長     井上 秀清 教育研究課長     井上 淑子 社会教育課長     高井 緑 教育研究課係長    小林 秀昭 
 

 ８ 会議の書記 教育企画課課長    柳田 直記 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  ○請願第１号 教科書採択の適正化を求める請願書 
 

10 その他  （報告事項） 平成２７年（2015年）４月における宝塚市立学校の「いじめ事案」及び「体罰事案」について【 非公開案件 】  （報告事項） 社会教育委員の会議からの答申について 
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 会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３０分 ───────────── 小野委員長  平成２７年第１０回宝塚市教育委員会の会議を行いたいと思います。  本日の署名委員は、種谷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、請願の審議が１件、議決事項以外の案件が２件ございます。進行について、事務局からご意見よろしくお願いします。 西本室長   本日は請願の審議が１件、議決事項以外の案件が２件でございます。請願第１号 教科書採択の適正化を求める請願書、それから報告事項 平成２７年（２０１５年）４月における宝塚市立学校のいじめ事案及び体罰事案について、報告事項 社会教育委員の会議からの答申について、以上でございます。  なお、いじめ事案及び体罰事案の報告につきましては、個人に関する事項を含んでおりますので、最後に非公開で報告とさせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。  そして、本日傍聴者が４人おられます。  以上です、よろしくお願いします。 小野委員長  それでは、ただいまから審議を始めたいと思いますけども、傍聴の皆さんは、事前に配布されている注意事項等に従ってくださるようによろしくお願いしたいと思います。  それでは、請願第１号 教科書採択の適正化を求める請願書に関して、事務局より説明をお願いいたします。 柳田課長   請願第１号について申し上げます。本件は、平成２７年５月２１日付けで宝塚市教育委員会に対して提出されたもので、宝塚の歴史教育を正す会の代表、阪本治男さんより請願をされております。請願書について、読み上げをさせていただきます。 教科書採択の適正化を求める請願書  教科書採択を適正化するため、文部科学省初等中等教育局長は、平成２７年４月７日付けで、都道府県教育委員会教育長宛てに「平成２８年度使用教科書の採択について」という通知を発し、その旨を市町村教育委員会に周知するよう依頼しましたが、その通知文の３の（２）に「調査員が作成する資料においてそれぞれの教科書について何らかの評定を付す場合であっても、その資料及び評定について充分な審議を行うことが必要であり、必ず首位の教科書を採択・選定、または上位の教科書の中から採択・選定することとするなど、採択権者の責任が不明確になることがないよう、当該評定に拘束力があるかのような取り扱いはしないこと」と記載されています。  ところが宝塚市教育委員会においては、教科書調査員会で「教育課程の編成に効果的に活用できるための配慮」とか、「個に応じた指導の充実を図るための配慮」などの各観点ごとにＡ・Ｂ・Ｃの３段階で評価させ、Ａ評価が最多である教科書、すなわち首位の教科書を必ず採択するという追認的採択を
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踏襲してきました。これでは明らかに上記初等中等教育局長通知の趣旨に反しています。  それゆえ、教科書の採択方法を下記のとおり改善してくださるよう請願いたします。  記  これまでの欠点を修正するため、教育委員会は教科書調査員会の調査研究結果を参考として、教育基本法第２条及び学習指導要領が定めている目標に最も合致した教科書はどれであるかを充分吟味した上、主体的に選定し採択すること。  以上です。 小野委員長  ありがとうございます。何かご意見ございますでしょうか。 井上教育長  委員長。 小野委員長  どうぞ、はい。 井上教育長  請願の内容は、今読み上げられたので、このことについてはわかったのですけど、改めて教科書採択の手続について事務局に説明してもらい、確認をしておきたいと思います。  それと、今までやってきたこととこれからどういうふうに進めていくかということの確認をしておきたいと思うのですが、よろしいですか。 小野委員長  はい、結構です。事務局のほうから、従来のやり方の説明をお願いします。 井上教育研究課長 教科書採択の調査の中身でございますけれども、本市でも文部科学省の通達に沿って検討・協議を進めております。まず４月の中ごろに教育委員会のほうで、教科書採択の基本方針及び採択方針、また調査研究のほうを議論していただきます。ここで議論していただいた後は、宝塚市の公立学校の教科用図書選定委員会というものがございます。この組織は、知識経験者が２名、それから市立の学校に在籍する児童または生徒の保護者が３名、宝塚市立学校長が３名、教頭が２名、それと教員３名、計１３名の組織でございまして、ここに諮問した後、選定委員会で基本方針等につきまして十分議論をしていただきます。まとまりました後は、再度教育委員会のほうに答申のほう上げていただいております。教育委員会でその基本方針等が議決されました後は、いよいよ教科書の選定が進んでいくわけですけれども、選定委員会の委員長により、その下位組織でございます調査委員会というものの立ち上げが行われます。この調査委員会ですが、本年度は中学校の採択替えの年度でございますので、９教科プラス特別支援学級の児童・生徒が使います一般図書を含めまして、１０の調査部会が設置されます。それぞれの調査委員は、学校長及び教頭、そして教科書のほうの専門性を持った教員５名の計７名で、それぞれの調査委員会の教科ごとの部会となります。この委員会ですけれども、選定委員会の委員長のほうから、基本方針・採択方針・調査研究の観点等を説明し、それに沿いまして１カ月半にわたり調査を進めていきます。それぞれの教科ごとの中身について、観点ごとにこの教科書はこういった部分がいるというふうなＡ・Ｂ・Ｃの評価をこの調査委員会がそれぞれの教科でまと
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めていきます。それがまとまりました後は、また選定委員会のほうで教科ごとに報告の会を持ちます。選定委員の１３名の皆様は、その調査研究の報告を受けまして、このＡ評価が妥当であるのかどうか、判定ごとにそこでも十分吟味をしていただきます。場合によっては、選定委員会で評価が覆ることもございます。  選定委員会で評価が定まりました後は、教育委員会に結果につきまして答申を上げていただくことになっております。評価ですけれども、出版社ごとに、この部分のＡ評価がこういうものであるというふうな結果を踏まえまして、教育委員会の会議の場で教科書の現物を見ながら、昨年もそうでありましたように十分吟味をして、教育委員会出版社を決めるという最終の議決をしていただいております。本年度につきましても同じような流れで、文科省の流れに沿いまして、事務局としましても現在進めております。  また、６月１９日から７月４日まで、教科書の展示会というものを、教育総合センターで２週間開きまして、市民の皆様にも十分に現行の教科書、また次年度使用予定の教科書を見ていただきまして、アンケート等をとりまして、そのことも選定委員会のほうには事務局としてお伝えして、視野に入れて協議を進めてもらっております。また教育委員の皆様にも、平成２８年度使用のものは現物全てお届けしまして、十分中身のほうもご検討いただきまして、最終の教育委員会でご審議いただくような段取りをとっております。  以上でございます。 小野委員長  ありがとうございました。今のご説明に、何かご質問ございますか。 川名委員   はい。 小野委員長  どうぞ。 川名委員   去年確か小学校でその評価を参考にしながら、現物の教科書も見ながらですね、みんなで議論をしたと記憶していますが、その２段階経て評価がＡ・Ｂ・Ｃでついてくると、それが最終の教育委員会の段階で、覆ったということはこれまでにあったのかどうか、いかがでしょうか。つまり、昨年以前にもこのやり方が長く続いていると思うんですが、その長い歴史の間で、この請願者の方が心配しておられるような、ただ追認してるだけではないかというふうにご心配になってるわけですが、その覆ったということが、参考意見ですから、それぞれ専門家の方がしっかり選んでくださるんですから、それは参考にはなるわけですよね、実際に。 井上教育研究課長 はい。 川名委員   だけど、それはずっとその評価が高いものが採択されるようになってるのか、そうではないときもあったのかどうか、それをちょっと。長い歴史の中のことですからご存じかどうかわかんないけど、どうでしょう。 井上教育研究課長 私の知っている範囲では、研究課のほうでも十分吟味を続けました後、覆ったというふうなことは聞いてはおりません。 川名委員   そうですか。 小野委員長  ほかにいかがですか。 
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 どうぞ。 井上委員   この請願の、Ａ評価が最多である教科書を必ず採択する、追認採択を踏襲しているというように書かれているんですが、この点についてはどうですかね。追認採択、踏襲という言葉がちょっとおかしいんじゃないですかね。どのようにお考えになっておられますか。 井上課長   あくまでも、選定委員会から教育委員会に答申をいただくのは、各出版社のＡ評価がどうであったのかという、それぞれの調査研究の結果の報告でございまして、最終は教育委員会でしっかりと内容については吟味されておりますので、そのまま鵜呑みというようなことはございません。 小野委員長  どうぞ。 種谷委員   この請願書の第１段落目というか、教科書採択を適正化するため文科省初等中等教育局長はというところから、鉤括弧と記載されていますというところまでの第１段落目、これについてはそもそも何というか事実関係を書いていて、特に請願をされるような内容ではなく、まさにこのとおりということですね。それで、第２段落目なんですけれども、私の認識では、先ほどご説明がありましたが、まず選定委員会のさらに下位組織である調査委員会がそのＡ・Ｂ・Ｃといういずれかの評価をして、それを踏まえてその評価で正しいのかどうかということをさらに選定委員会が再度評価をして、その結果が我々の委員会のところに上がってくるということで、しかもその我々が判断するときには、あくまでその選定委員会の意見を、それをそのまま踏襲というんですかね、ということではなくて、それを参考意見として判断してたというふうに私は理解しているんです。そうなると、ここのところの書き方というのはちょっと私の認識とは違うなというふうになるんですが、どうでしょうか、そのあたりは。 小野委員長  確かに、我々は今種谷委員がおっしゃったように、必ずしもこの調査委員会の結果をそのまま追認的採択をしてるとは思ってませんし、選定委員会で再度チェックをして、先ほどの説明にもありましたように、この選定委員会で調査委員会の内容が覆るということもあるということでしたよね。これまで教育委員会では覆るようなことはなかったようでございますけども、文科省でも言ってるように、教育委員会が採択権者なんだから、そこの力を十分に発揮して調査研究をしなさいと、いわゆる下位組織のやつをそのまま追認するようなことがあってはいけないということですから、今後も我々は従来どおりやりたいなというように思います。そのためこの請願に関しては、今、種谷委員が言ったその部分、「ところが」から始まる部分と追認的採択を踏襲してきましたという部分、それから「記」のところで、これまでの欠点を修正するというところが、個人的には必ずしも納得する部分ではないんですけれども、今、一番肝心なのは、この「記」の「教育委員会は」以降であると思います。この点、ここで述べられていることは全くそのとおりであると考えますので、私の意見は、できましたらそういう一部修正といいますか、我々の意見を添えることができるならば、そういうところを勘案した上で、これ
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をこのまま十分守りながら採択をするというようなことでいかがかと思うのですが。 種谷委員   私はですね、この下記のとおり改善してくださるように請願いたしますというところで、今おっしゃったように、そのメインのところは、恐らくその「教育委員会は教科書調査委員会の」以下のところを多分おっしゃりたいんだと思いますし、この部分はまさに、私たち自身がそのとおりしなければならないと思います。自戒の意味を込めてしなければいけないというところなので、ここは本当にそのとおり頑張りますということになろうかと思うんですけど、そうすると先ほどの前提の第２段落目のところのところがちょっと私の認識とは違うので、そうすると「これまでの欠点を修正するため」という文言が入るということにはちょっと違和感はあるんですが、そこの部分がなければ、もう私はそれは賛成というか、いいんではないかと思いますけども。 小野委員長  いかがでしょうか。  はい、どうぞ。 井上教育長  ちょうど教科書採択の留意事項ということで、文科省から教育委員のほうにもそういう文書が出ているのですが、要は公立学校において使用される教科書の採択権限は教育委員会にある、と。教科書の採択は、委員が職責を果たして教育委員会が合議制によって責任を持って行いなさいよと。調査員からの報告を鵜呑みにして、責任が不明確になるような手続きは適当ではないということが、文科省も教育委員にあてて出されてるんですね。まさにそれは、「記」の「教育委員会は」以下がそのことなんですね。書かれていることはそういうことなので、趣旨としたらここの部分を採択したら、これは今までそういうふうに思われてるということについては、教育委員会としても仮に反省すべきことがあれば反省したらいいんですけども、今はそういうことがないように皆努めてやっていこうとしてますし、そういった面では言われてることの内容的に変わるものではないと思います。そのため、先ほど言われたような点で、そこの部分を採択されるということは、ほとんど請願された人の思いにおおかた添うことになるのかなとは思いますけどね、どうなんですかね。 種谷委員   その「記」の上の部分のところは何という処理をしたらよろしいんですか。 川名委員   そうなんですよ、こういう形で請願が出ていて、こちらで勝手に変えることもできないわけですよ、どうしたらいいんですか。 井上教育長  請願の採択・不採択の。 川名委員   事実関係がちょっとおかしいんじゃないですかという部分がちょっと。 種谷委員   ただ下記のとおり請願いたしますと書いてるところなので、「記」以下なのかなとは思ったりもするんですけど。 川名委員   だけど勝手に上をとっちゃうわけにはいかないわけでしょう。 小野委員長  教科書の採択方法に関して下記のとおり改善してくださるように請願しますと書いてあるのですから、請願はその「記」以下と考えたらだめなんです
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か。 種谷委員   そこの処理の方法をちょっと伺いたいなと思います。技術的な話なんですけどね。 井上教育長  議会であれば、この前段部分と、先ほど言われた指摘された部分と、それから「記」の「教育委員会は」以下の文についての趣旨を採択するということで、趣旨採択というものがあります。 小野委員長  そうですか。 種谷委員   その趣旨というのは明記するんですか、ここの趣旨については。この趣旨については採択しますという決定をするんですか。 井上教育長  そうです。中身は変わらないです。 小野委員長  そうすると、種谷委員が言ったようにこの全文の前半の部分と、それから「記」の教育委員会は以下の部分ですね、この趣旨を我々としては採択すると。 種谷委員   でも、何かちょっと気持ち悪くないですか。１段落目だけ採択するのは何か気持ち悪いです。 川名委員   請願というのはやっぱり大事なもので、記録も残っていくわけですよね。だから、そういう大まかなことでよろしいんですか。それとまた、事実関係としても、こちらが追認してきたわけではないと思っているのに、その辺が曖昧な形で採択されるというのはね。この請願者の方々は、昨年私たちがどうしたかというのをちゃんとご存じかどうかもわからないわけですよね、この文面からだと。だから、そういう何か曖昧で趣旨だけ採択というのは。 小野委員長  この部分だけは我々として採択しますよという方法として趣旨採択があるのだから、曖昧な採択というわけではないと思います。 種谷委員   そもそも前段の１段落目って採択するような内容じゃないと思いますよ。単に事実を述べているだけなんで。 小野委員長  ２段目は我々としては採択しないといってますね。事実と違うから。 種谷委員   そうです。 小野委員長  だからそれは省いて、そのあとはこれまでの欠点を修正してというのを省いて、あとはこのとおりだなと。 種谷委員   そうすると、この結論の教育委員会は、下記の中の教育委員会はというところだけ採択しますよというのが趣旨採択で、その前提部分というのは残らないということになるんですか。 川名委員   それは請願者に断らなくていいんですか。請願者はこういうことで請願をしているわけですが、こちらがそれを全文は採択しませんけどこの部分だけという、それは請願者に断る、そういうことできるのかどうか、どうなんですか。 和田部長   請願者に対して、こことここを削った上で採択しますよという断りを入れる手続はないです。 川名委員   そうなんですか。 和田部長   はい。採択・不採択、一部採択、趣旨採択があるんですけども、この場合
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はこの文章全体を見て請願事項が１カ所だけですので、部分採択というのはないのかなと思ってます。 川名委員   そうですよね。 和田部長   ただ、この最初の請願の趣旨のところの後段の部分は、これは私たちからすれば事実が誤ってますけども、その前段の文科省の通知の意味と、それとその「記」の請願の事項については理解ができますよということですので、議会としてはいろんな考え方があるみたいなんですけども、ここの前段の請願の請願趣旨が誤っておれば、下のこの請願の事項があってたとしても不採択する場合と、一部は間違ってるけども、言わんとしてること、教科書をきちっと採択してくださいねと、文科省の通知どおり採択してくださいねということをおっしゃってるんだなということは理解できるので、請願の趣旨は採択しましょうという趣旨採択というやり方があります。それを記録として残すかどうかというのは、こういう議論の中での会議録などになりますので、紙の記録上はこの請願について趣旨採択というだけになってしまいまして、どういうふうな趣旨を採択したかというのはこの会議の記録に残るという形になります。 小野委員長  議事録ね。 和田部長   はい。 種谷委員   その結論部分に、何かなお書きみたいな意見は述べられないんですか。 和田部長   形式として決まったものがないので、それは私自身は結構だとは思います。 種谷委員   ここのところにはちょっと異論があるけれども、この結論には納得していますので、趣旨採択というのはできるんですか。 和田部長   市議会ではそういうふうな形のものはないんですけども、特に市議会にとらわれる必要までは求められてないと思います。 種谷委員   だったら私はそうしていただきたいなと思いますけど。 井上委員   題をつけるということ。 種谷委員   だから、こういうところの前提の認識はちょっと。 川名委員   ただし書きつき。 種谷委員   そう、何かこの前提の第２段落目のところの認識はちょっと私たちとは違うけれども、ここの結論、下記の教育委員会は以降のところはもうおっしゃるとおりだからいいと思います。ただどう書くのかと思って。前提事実がちょっと。 小野委員長  今、和田部長が言ったように、全体で言わんとしてる趣旨、文科省の指示に従って教育委員会で指導力を発揮してやりなさいという趣旨は確かにこれで言わんとしてるわけですね。 種谷委員   それはわかるんですけど。 小野委員長  ですから、じゃあそういうことで議事録には我々がここで、今、議論したことは残るわけですから、そういう我々この全部の請願書が全くそのとおりということではなくて、前半部分の第２パラグラフのところは事実認識に違うところがあるなと。それから「記」のところの冒頭の部分も、そういう意
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味で欠点を修正ということではないと思いますけども、教科書を我々が主体的に採択するという趣旨に関しては、この請願の内容でいいんではないかなということでよろしいでしょうか。 井上委員   異議なし。 川名委員   ホームページへの公開なども、そういったことが説明されるということですか。 種谷委員   ホームページは議事録自体が載るので、今日のやりとりが。 小野委員長  そこは議事録もきちんと合わせて載せていただくと。よろしいですか。他に何か。 和田部長   日付としては、結果と議事録の掲載が少し遅くなります。 小野委員長  はい、どうぞ。 鈴木係長   議事録のホームページへの周知の件なんですけども、事務手続上時間がかかっている状態です。ただし、請願をいただいた方には文書で、請願について審議なされた内容とその処理の結果として通知させていただくことになっておりますので、それをもって請願者に対しては速やかに通知をさせていただきたいと考えております。 小野委員長  わかりました。それでは、議論いろいろございましたけども、趣旨採択ということで、ここに書いてある内容のポイントの部分ですね、それは我々もこれを受けてきちんとやろうと。ただし、くどいようですけども、前半部分の第２パラグラフは事実認定が違ってる。それから「記」の冒頭の言葉もですね、ちょっと違ってるということを議事録に残していただいて、趣旨採択ということにしたいと思います。よろしくお願いします。  それでは、請願の第１号に関する議案を終わりまして、続きまして報告事項の１点目「社会教育委員の会議からの答申について」お願いいたします。 高井課長   平成２７年５月１５日、社会教育委員の会議から平成２６年８月７日付けで諮問した「市民の学習効果を生かし合う地域社会づくりのための社会教育施設（公民館・図書館）のあり方について」のうち、まず公民館のあり方について答申がありました。現在社会教育委員の会議では、引き続き図書館のあり方について研究調査中で、本年１２月までには答申をいただく予定になっております。  答申内容のご説明の前に、答申の審議の経過についてご説明いたします。答申書の１１ページをごらんください。今回答申をまとめるに当たり、中央・東・西の３公民館長からヒアリング、東・西の両公民館の視察、それから公民館運営審議会と意見交換を行い、公民館の現状と課題の整理を行った上で協議を行い、小委員会で素案作成の後、答申書としてまとめられました。また、兵庫県や全国の社会教育研究大会などの公民館に関する研究会にも参加されまして、その参考事例も組み込まれております。  答申の内容ですけれども、まず２ページをごらんください。公民館の現況と課題がここに記されておりますが、まず公運審が実施した公民館に関する審議アンケートの結果をもとに、現在公民館で展開されている生涯学習の内
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容が、個人の教養を高める講座や、共通の趣味を持ったグループが集う教室などが中心になっている。それから利用者については、学習の成果を地域社会に生かすこと、それから同一の趣味を超えて自分の仲間を広げようとすることなどへの関心が薄いということを抽出しております。  ３ページから６ページですけれども、ここには公民館が果たすべき役割が記されております。現在利用者のほとんどがそうですが、個人的、サークル的な学習活動になっておりまして、その活動を支援するだけではなくて、市内の各コミュニティで生じている課題を解決しようとする地域住民グループによる学習活動を支援することが重要である。また、その支援に当たっては、知の循環向けに寄与すること。ＰＤＣＡサイクルを意識して、学習活動の持続性を意識することが求められています。そして公民館の役割については、知の循環を得る。すなわち学習と地域課題解決、まちづくり活動がサイクルとして持続する。ＰＤＣＡサイクルを意識しつつ、具体的に図示したものが４ページの図１となっております。その図の中で、現在Ａ・Ｂのように個人的、サークル的な学習活動や、交流の場の提供にとどまりがちな公民館の役割を、ＣからＥのように地域課題の発見、解決への実行を促す段階へ進めていく必要があります。そしてその次にＦ、解決策の内容、評価を含めて、学習成果を共有し、次のステップへのつながり、あるいは新たな課題への気づきとつながって、ＰＤＣＡサイクルとなって学習活動が持続することが大切であると述べられております。  そして６ページから８ページですが、そこに公民館の役割の具体例が挙げられておりまして、６つの具体策を例示されておりまして、そういうことで公民館の役割が機能するということになっております。  最後に９ページのまとめでは、公民館が社会教育施設として持続可能な社会づくりのための学習機関として主体性を発揮するためには、地域課題を発見、解決することを目指した参加型の学習を行うことが重要である。そしてそのためには、地域課題に気づくノウハウや、考え方についての方法を熟知した社会教育主事を中心とした専門職員の配置が必要であると考えられる。現状では、こうした職員が十分に配置されているとはいいがたい状況であるため、教育についての専門職員の設置と、職員に対する研修が必要であると考えられるということで結ばれております。  以上でございます。 小野委員長  ありがとうございました。  何かご質問ございますか。 川名委員   拝見したらそのとおりという感じですが、じゃあどうしたらいいかというのは難しいですね、やっぱり。 小野委員長  これ、そうですね。 種谷委員   やっぱりなかなか難しい。 小野委員長  具体的に、この知の循環というか、グループによってなさってるところはあるんでしょうか。単にサークル的な集まりじゃなくて地域とか、今６つの
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事例がありましたけどね、この学校支援は具体的に結構やってると思うんですよね。 高井課長   なかなか繋がっていない状況で、そういう活動をされてる方は地域とか学校でされていて、公民館活動されてる人が直接そこに繋がっているとは言い難いです。 小野委員長 学校はね。 川名委員   利用される方も高齢化して、またこの子育てをめぐる何かで、うまく違う世代の方と集うような場が設けられないかなというのもあるんですが。 種谷委員   それはここにも出てましたよね。 井上委員   要はね、そのまま公民館に行かないわけですよ。 川名委員   そうそう、行かない。 井上委員   近くでやって、自治会館とかありますから。 川名委員   子育て広場みたいなものを、その公民館を会場にして、多世代の相談に乗ったりとか、そういうのができるといいのかなと思ったりするんですが。 井上委員   しかしこの地域課題というのも、地域によって違いますからね。 川名委員   それはもちろんそうです。 井上委員   それで参加すると言ったら、もうお年寄りばっかりです。 川名委員   そうそう、だからその子育てのことをやると、若い世代も。 井上委員   子育てはね。 川名委員   だからそれが一番多世代が集うようなテーマなのかなと思うんですよ。働いている方も多いし、だからすごく公民館の役割ってやっぱり曲がり角なんだと思うんですよね。その割りに出てきてることがちっとも曲がってないなと、その先を見通してほしいのにと思うけれど。 小野委員長  しかも今度はね、随分お金かけて新しいとこつくりますからね、宝塚。１６億円。 川名委員   私は基本個人的には反対ですけれども、仕方ないですね。 井上委員   利用すると言ったら、サークルぐらいしかないですもんね、今。 小野委員長   ここにはそう言ってますね。 川名委員   それでもね、もちろん集うことがないよりはいいんですけど、やっぱり税も注がれている仕組みですからね、だからもっといろんな世代の人に、若い方にも使ってもらったほうがいいわけで、そういう何か地域の拠点に再編していくのが、例えば被災地みたいなところだと、実にうまく使われてたりするわけですよ。だけど、なかなかこの平穏な日常の中で、その公民館を拠点として活動していくというのは、やっぱり何十年も経って、ちょっと時代のニーズに合わなくなってるのかなと、そこに何かこう新しい方向性を見つけてほしかったんですけどね、その委員会の皆さんに。だけど出てきてることが、従来どおりのこうあったらいいねみたいな延長線上なんで。 小野委員長   確かに、川名委員がおっしゃったみたいに、今、本当に核家族で、子育てに悩んでる方って随分いると思うんですよね。一方そういうベテランがいるわけですから、そこは恐らく自然発生的に待っててもなかなか出てこない
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から何かそういうのをしかけると。 川名委員   だから公民館を場にして、子育てヘルパーみたいな。だけどそういったことというのは、実は小さい部分が点々とあるほうがいいわけですよ。 小野委員長   それはそうですね。 川名委員   大きなものがどこかにあっても、そこに行くのに大変なわけですから、空き家を借りてでもいいわけですよ。建物。 種谷委員   自治会館みたいな。 井上委員   だから幼稚園がやってるじゃないですか、子育ては。 小野委員   その子育て支援。それは幼稚園に来てる人たちだけでしょう。 井上委員   就園してない子どもたちも来てる。 種谷委員   もっと狭い範囲であったほうが確かに。自分がどうしたら公民館に行くのかっていうと、確かに昼間も行く時間ないしね、平日。じゃあ土日は何かいろいろ習い事とかで、こう何か子どもを連れて行ったりとかで行く時間ないよなっていうのは確かにありますよね。 井上委員   だからね、地域の役をやっておられる方は、みんないろんな役をやっておられる、一人で。 種谷委員   まあ、そうでしょうね。 井上委員   そうしたら重なったりしてね、今日はどこそこの公民館というわけにはいかないわけです、お年寄りだから。医者も行かないといけないし、難しいでしょうそれは。 川名委員   難しいんです、だから。 種谷委員   確かに、どういうことがあったら行きたくなるかな。 川名委員   何十年も続いている仕組みですからね、でもやっぱり公民館というものができた頃と大きく社会も変わってるわけですよ、家族の構成も変わっていて。にもかかわらず、従来どおりのような延長線上の活動をしようとするとね、この上がってる６項目はいずれも大事と思います。そのとおりと思うけど、じゃあそれでもって具体的に公民館を拠点として活動できるのかって言うとね、一番できそうなのが子育て支援。これは足りないのでそうかなと思うけれど、やっぱりなかなか難しいですよね。 種谷委員   昔遊びみたいなのは小学校とかね、育成会でもやってますけど。じゃあ公民館とどう関わるのかといわれると、ううんという感じですね。 川名委員   難しいですよね。多分これ苦慮しておられて。 小野委員   そうでしょうね。 川名委員   苦労の結晶。 小野委員長  社会教育員の皆さんね、苦労して。  今、川名委員がおっしゃったように、その災害があったところなんかでは、こういうところで随分人が集まりながらやっているでしょうね。 川名委員   人がまとまっていかないといけないところというのは、どこかに集まるっていうことが有効なわけですけど、今は。 小野委員長  これ、皆さん何カ所か勉強に行ってますね、徳島大会とか。そういうとこ
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ろの内容も参考にしながらだから、特段目新しいというか、そこで余りそういうこともなかったとこですかね。徳島大会に行ったら、地域によってこんなことやってました、というような。 高井課長   徳島大会では、徳島で、今、葉っぱ産業、よくテレビでも。お年寄りが山で。 川名委員   いろどりね。 高井課長   はい、いろどり。葉っぱを取ってきて、それがお料理とかに使われるんですね。売れるようになったんですよ、今まで売れなかった。お年寄りがそれでもう何億も年間年収が入るようになって、そのネットワークができていったという事例を報告されていました。 川名委員   公民館とは関係ないじゃないですか。 高井課長   地域活動で。 川名委員   だけどあれは公民館じゃないですよ。 高井課長   社会教育活動です。 小野委員長  一つの地域活動だって。 川名委員   そうそう、だから例えば、すごく極端なこと言うんですけど、公民館というのはもう役割を終わりましたと、だからなくなってもいい別の形に変わっていいものですみたいなことは全く考えられないんですかね。 小野委員長  これは、恐らく新しい公民館つくるから、そのことへの配慮もあるのでしょう。 川名委員   だから、つまりそういうことだと思うんですよ。いろどりも別に公民館から生まれたわけじゃなくって、農協の一人の優秀な職員と地域のおばあちゃんたちでやったことですよ。だから、地域の活動もいろんなことのありようも変わってきてるわけだから、そういう中にあって従来どおりの公民館とか、公民館活動を維持しようと、頑張って維持しようとすることが理に適ってるのかどうかということですね。だから、例えば公民館がなくなっても、かわりに空き家が増えてますから、そういったものを点々と借りて何か活動の拠点にしてもらうとか、そういったことでもいいですし、つまり何かもっと新しいこと考えないといけないんじゃないかなっていう気が、ちょっとこれを読ませていただきながらしたわけです。今ある建物、公民館とかこれまでの活動を前提にしてその先を探ろうとすると、やっぱりどうしてもじり貧になっていかざるを得ないような気がするんですよね。だからそこを打破するような何かないのかなという、そこを期待したんですが。難しいですね。 井上委員   例えば部屋代を無料にするとかいうのはできないんですかね。 小野委員長  公民館ですか。 井上委員   活性化するために無料にするとか、そういうことはできないんですか。以前無料でしたね、今、有料ですから。 大西部長   今は有料にしてます。 種谷委員   その貸すっていうスペースとしては、すごい活性化してるんじゃないんですか。 
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小野委員長  サークルでね。 高井課長   だから十分お使いいただいてますので。 種谷委員   それとは別の参加型のほうで、地域課題を。 小野委員長  わかりました。 井上委員   それは難しいですよ。 小野委員長  いずれにしてもね、また社会教育の皆さんも大変苦労してまとめられたんでしょうから。今、川名さんおっしゃったような意見もあるし。またざっくばらんに意見交換してみたいですね。本当に僕もこれから空き家が増える中で、１６億は重ね重ね残念だと思うんですけども。そんなところに使ったらそれこそ何百カ所できたりなんかして。これはだけど仕方ないんですが、そういう議論、また一回社会教育の皆さんともざっくばらんにしてみたいですね。じゃあ、新しいこういう地域活動に向けてですね、また我々も今後考えていきたいなとそう思います。  それでは３点目、これは非公開案件ですか、報告事項「いじめ及び体罰事案」に関して。  はい。どうぞ。 
 【 非公開での報告事項あり 】 
 小野委員長  はい、わかりました。  報告事項は以上ですか。 西本室長   はい。 小野委員長  それでは、以上をもちまして、第１０回の宝塚市教育委員会の会を終わりたいと思います。  どうもありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時３０分 ───────────── 
 

 


