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平成２７年第１４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７月２３日（木） ２ 場 所 宝塚市役所 特別会議室 ３ 開会時間  午後１時３１分 ４ 閉会時間  午後３時０７分 ５ 出席した委員の氏名  須貝 浩三教育長、小野 武委員、井上 輝久委員、川名 紀美委員 及び種谷 有希子委員 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 

学校教育課長     井上 秀清 教育研究課長     井上 淑子 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  ○議案第２３号 平成２８年度使用宝塚市公立学校教科用図書及び学校教育法附則第９条に規定する教科用図書（特別支援学校・学級用一般図書）の採択について   

10 その他  （報告事項） 教科用図書の調査研究の諮問に係る答申の受領について  （報告事項） 平成２７年（２０１５年）６月における宝塚市立学校の「いじめ事案」について【 非公開案件 】  （報告事項） 中央公民館の整備計画について 
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 会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３１分 ───────────── 須貝教育長  平成２７年第１４回宝塚市教育委員会の会議を開催させていただきます。  まず、傍聴希望の方、どうでしょうか。 西本室長   既に１３名の方々に隣室に来ていただいております。 須貝教育長  傍聴人に入っていただいてもよろしいですね。  委員    （なし） （傍聴人入室） 須貝教育長  それでは、本日の会議を始めます。本日の署名委員は、井上委員でございますので、よろしくお願いします。  本日の付議案件は、議案が１件、議決事項以外の案件が３件ございます。進行について、事務局からお願いします。 西本室長   本日の付議案件は、議案が１件、議決事項以外の案件が３件でございます。議案第２２号、平成２８年度使用宝塚市公立学校教科用図書及び学校教育法附則第９条に規定する教科用図書（特別支援学校・学級用一般図書）の採択について、このほか、報告事項といたしまして、教科用図書の調査研究の諮問に係る答申の受領について、同じく報告事項、平成２７年（２０１５年）６月における宝塚市立学校の「いじめ事案」について、同じく報告事項、中央公民館の整備計画について、以上でございます。  なお、議案第２２号と報告事項の１件目は、いずれも教科用の教科書の採択に関する案件ですので、一括してご審議いただきますようお願いいたします。また、報告事項の２件目につきましては、個人に関する事項を含む案件ですので、非公開での報告とさせていただきたいと思います。したがいまして、順番としましては、初めに教科用図書の採択に関する案件を一括でご審議いただき、次に中央公民館の整備計画についてご報告させていただいた後、非公開案件として、いじめ事案に関する報告をさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。  以上です。 須貝教育長  それでは、そのように審議してまいります。それでよろしいでしょうか。  委員    （なし） 須貝教育長  では、報告事項、教科用図書の調査研究の諮問に係る答申の受領について及び議案第２２号、平成２８年度使用宝塚市公立学校教科用図書及び学校教育法附則第９条に規定する教科用図書（特別支援学校・学級用一般図書）の採択について、一括して担当課より説明をお願いします。 井上教育研究課長 報告事項、教科用図書の調査研究の諮問に係る答申の受領について及び議案第２２号、平成２８年度使用宝塚市公立学校教科用図書及び学校教育法附則第９条に規定する教科用図書（特別支援学校・学級用一般図書）の採択について、一括して提案理由及び内容をご説明申し上げます。  本件は、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条の規定等に基づき、平成２８年度使用宝塚市公立学校教科用図書及び学校教育
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法附則第９条に規定する教科用図書を採択するものでございます。  中学校用教科用図書につきましては、「平成２８年度使用宝塚市公立学校教科用図書の採択の基本方針」の２により、本年度は、採択替えを行う年度に当たるため、平成２８年度使用中学校教科用図書種目別一覧に記載されている中から種目ごとに１種の教科用図書を採択していただきますよう、お願いいたします。  また、小学校用教科用図書につきましては、同基本方針の１により、平成２８年度使用小学校用教科用図書一覧のとおり、平成２６年度に採択していただきました教科用図書と同一のものを採択することとしております。  特別支援学校及び特別支援学級用の教科用図書の採択につきましては、同基本方針の３により、学校教育法附則第９条に規定する教科用図書（特別支援学校・学級用一般図書）の一覧に基づき、児童生徒一人一人の障がいの種類や程度、症状に応じた一般図書を採択しようとするものでございます。  なお、今年度採択いただきました教科用図書と同一の教科用図書を採択する期間は、中学校が平成３２年３月（平成３１年度使用）まで、小学校が平成３１年３月（平成３０年度使用）までとなっております。  教科用図書の調査研究につきましては、宝塚市公立学校教科用図書選定委員会において、適正・公正な手続のもと、専門的かつ綿密な教科書研究を行っていただき、また、教育関係者・保護者・市民の意見が反映されるよう努めてまいりました。  宝塚市公立学校教科用図書選定委員会からは、教科用図書の調査研究の結果を７月１７日に答申していただきました。  この答申に基づき、ご審議を賜り、本市の児童生徒にとりましてふさわしいものを教科用図書として採択いただきますよう、お願い申し上げます。  続きまして、今回の採択につきまして、調査研究等の補足説明をさせていただきます。  まず、今回、傍聴の方もお越しいただいておりますので、宝塚市におきます教科用図書の採択の流れについて簡単にご説明させていただきます。  本年４月２２日、教育委員会の場におきまして、本年度の教科書採択の基本方針及び採択方針、また調査研究について議論をしていただきました。その議決されたものにつきましては、宝塚市公立学校教科用図書選定委員会に諮問をしていただきました。選定委員会でございますけれども、組織といたしましては、知識経験者２名、市立学校に在籍する児童または生徒の保護者が３名、宝塚市立学校の校長３名、宝塚市立学校の教頭が２名、及び宝塚市立学校の教員３名の合計１３名の組織がございます。４月２７日に、当市の諮問を受けまして、その後、協議をいたしました後、また教育委員会に答申を選定委員会から上げていただきました。中身につきましては、採択の基本方針、採択方針及び調査研究についてでございます。この答申を受けまして、５月１２日の教育委員会の場におきまして、答申の報告をさせていただき、そこで議論を重ねまして議決されたものでございます。また、この選定委員
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会は、宝塚市公立学校教科用図書選定委員会の下部組織でございます、調査委員会を立ち上げております。この調査委員会は５月１５日に発足いたしました。中学校の各教科９教科及び一般図書をあわせて１０のグループに分かれまして、本年度の文部科学省の検定を通りました教科書全てにおいて、各教科ごと、一般図書において研究を丁寧に行いました。各教科の調査委員会のメンバーといたしましては、校長１名、教頭１名、主幹教諭及び教諭５名の計７名、合計７０名からなり、５月１５日から、それぞれの教科書について丁寧に研究を進めてまいりました。  また、この間に、教科書の展示会といたしまして、６月１９日から７月４日まで宝塚市立教育総合センターの１階におきまして、教科書の展示を行い、広く市民の方にも公開しまして、感想、ご意見等を聞けるアンケートをとらせていただきました。このアンケートにつきましては、選定委員会に全てご提示いたしまして、本年度の調査にかかわる報告の後の選定にかかわる協議の中に広く示し、調査をしていただくということの参考資料として使わせていただいております。また、この選定委員会におきましては、７月９日、１４日、１６日の３回、調査委員会から報告を受けまして、各教科ごとの報告を十分丁寧に議論いたしまして、審議を重ねてまいりました。調査委員会ですけれども、それぞれの教科におきまして、７回ないし８回、教科ごとの協議を行って調査を進めてまいりました。その報告を受けて、７月１７日に平成２８年度使用宝塚市公立学校教科用図書採択にかかる調査研究についてということで、選定委員会の福永会長より、須貝教育長へ答申がございまして、本日の教育委員会に付託したものでございます。  調査結果につきまして、ご説明をしながら報告いたします。Ａ３横長の報告書を配布させていただいていると思いますが、お手元にございますでしょうか。  国語を例に挙げて申しますと、教科を通して宝塚市の子どもに伸ばしたい力といたしまして、確かな学力の礎となる国語力・豊かな感性を持つ生徒を育む、また、生涯にわたって生きる、人としてのコミュニケーション能力・表現力を育む、を挙げております。  このことを念頭に置きながら、文部科学省の検定を受けた５社の教科書を７名の調査員が調査研究し評価したものがこの表でございます。十分満たされているものをＡ、満たされているものをＢ、満たされていないものをＣとして評価をしております。今回の調査におきましては、国語科はＣ評価はございませんでした。それぞれの単元ごとに細かく調査し、裏面にございますように、三省堂のＡ評価が一番多いという報告を受けました。Ａ評価がついた項目といたしまして、一番上段の教育課程の編成の観点では、資料編が充実しており、調べ学習や情報提示等、他教科にも生かせる構成となっていることや、点字や手話等、音声言語以外の言葉を取り上げており、総合的な学習への発展的教材にもなっているとの評価がございました。また、個に応じた指導の充実を図るためにという観点では、学習用語辞典が丁寧にまとめら
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れ、３年間を通じた学びの振り返りに配慮されています。このことは、語彙力の向上につながり、各教科等の学習にも生かせ、実生活を見通した力の育成も可能になるとされています。さらに、上から５段目の興味関心を持ち取り組むための配慮の観点では、郷土にゆかりのある作家の作品や、郷土に関連のある作品を取り上げており、生涯にわたって学ぶ意欲につながるという報告がございました。  このように、各教科ともに細やかな研究が実施されましたが、結果報告の核となるところだけをまとめた物が、お手元にございます調査研究報告書（答申）となります。教科ごとに順次、一番Ａ評価の多かった出版社をご報告いたします。  まず、社会科地理的部門では、東京書籍のＡ評価が一番多いという報告を受けました。教育課程の編成の観点では、目次が見やすく授業計画が立てやすいことや、調べ学習ではデータの扱い方やグラフがわかりやすく見やすいことが挙げられました。また、写真、グラフとも色使いや印刷が見やすいものとなっております。  また、社会科歴史的部門では、日本文教出版のＡ評価が一番多くなっております。見やすく活用しやすい資料が適切に使われているかの観点では、人物の肖像を含め、大きく見やすい資料が多く、カラーもきれいでわかりやすいとの報告を受けました。  社会科公民的分野では、日本文教出版のＡ評価が一番多くなっています。基礎・基本の観点におきまして、ページの最初にキーワードがまとめて掲載され、基本的な語句について確認できることや、「学習の確認」のところでも、基本的事項の定着に役立てることができるとの報告を受けました。  次に、数学科では、東京書籍のＡ評価が一番多くなっております。数学的な見方・考え方の観点では、２次方程式では一つの問題を３通りの方法で解くことで解は等しいと理解できる教材が配置されていることのように、柔軟な思考力で問題を解決しようとする力を大切にされているとの報告が挙げられました。  理科では、東京書籍のＡ評価が一番多くなっております。個に応じた指導の充実を図る観点では、単元ごとに基本問題・応用問題、そして自由研究と順序立てて問題・課題が配列されており、自主的な学習習慣や発展的な学習に対する取り組みに対して配慮されているとの報告を受けました。  音楽科では、教育芸術社のＡ評価が一番多いという報告を受けました。興味関心を持って取り組むための配慮についての観点では、生徒になじみのある曲が多く、すぐに聴きたいという気持ちを持つことができることや、学習段階においた基礎練習から楽曲練習へ発展させる内容となっているという評価がございました。  美術科では、光村図書のＡ評価が一番多いという報告を受けました。鑑賞資料としての活用についての観点では、「原寸大で鑑賞しよう」というページに迫力がある、また作品や写真が印刷が鮮明で美しく、作品の美しさを伝え



平成 27年第 14回会議録 

6 

 

ようとする迫力が感じられるとの評価がございました。  次に、保健体育では、学習研究社のＡ評価が一番多いという報告を受けました。興味関心を持ち取り組むための配慮についての観点では、「ウォームアップ」で生徒自身の生活を振り返る項目や、家族へがん検診を勧めるメッセージカード作成の取り組みが設けられており、興味関心を持たせられるという評価がございました。  技術・家庭科の技術部門は、東京書籍のＡ評価が一番多いという報告を受けました。個に応じた指導の充実を図るために、の観点では、学習したことは将来の社会とどのようにつながっていくのかを具体的に提示されるとともに、復習を含めより想像力が高まるとの評価がありました。  家庭部門では、開隆堂のＡ評価が一番多いという報告を受けました。基礎・基本の定着のために、の観点では、実技項目の解説ページが詳しく、写真を用いて表されているため、よりわかりやすい、また、レイアウト構成が具体的でわかりやすく、作業確認が容易にできるとの評価がございました。  次に、英語科では、東京書籍のＡ評価が一番多くなっております。実践的コミュニケーション能力の向上の観点では、文法と語彙の習得からコミュニケーション活動による活用へ、そして自己表現活動による発信の３部構成によって、４技能を総合的に育成できる学習の流れとなっているとのＡ評価がございました。  最後に一般図書の選定に当たっては、まず、宝塚市の特別支援学級及び特別支援学校に在籍している児童生徒の実態を把握し、調査研究を進めたという報告を受けました。その結果、平成２７年度に採択されている一般図書のうち、９冊を削除し、新たに１６冊が提案されています。削除された理由は、絶版されていて、来年度の要求が不可能な物、及び内容が古くなっている物でございます。  また、新たな提案本につきましては、昨年度の採択における引き継ぎ事項を把握し、多様な障がいに応じた本の選択ができるように調査されました。特に、中学生が自立することを視点にしていたキャリア教育の充実が図れる図書の選択がございました。答申でありましたように、２２１冊の一般図書が選定されております。  以上、ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 須貝教育長  ありがとうございました。担当課から、これまでの答申までの経緯であるとか、そのメンバーであるとか、それからそれぞれの教科の顕著な部分を報告していただきました。  それでは、これから審議に入っていきますが、今、一括して説明を受けた件で、何かご質問ありますか。 はい、井上委員。 井上委員   評価についてですが、例えばＡランクであっても、調査員７名のうち全員が納得してＡにしたというわけではないものもあると思うんですが、最終的にはこれは多数決で決められるものなんでしょうか。 
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井上教育研究課長 評価でございますけれども、全ての教科書は、文部科学省の検定に通ったものでございますので、各観点におきまして基本的にはＢ以上となります。評価や観点によって違いますけれども、７名の調査員が十分に納得していただいた後、子どもたちのために特に満たされていると判断したときはＡとなります。ただ、今、ご質問がございましたように多数決ということではございませんで、納得した調査員が全員でない場合とそれからＡ評価とするのが十分に満たしているのかというふうなことは、十分協議をして最終判断をしております。 井上委員   それでは、ＡとＢ、ほとんど差がないということなんでしょうか。 井上教育研究課長 ほとんどのものにつきましては、調査委員会から報告を受けましては、大きな差はないというふうな報告を受けています。 井上委員   それであれば、ランクづけの必要性ということを考えたときに、いかがなんでしょうか。 井上教育研究課長 選定に当たりまして、各観点において大きな差はないということではございましたけれども、やはり最終的にＡになったもの、Ｂになったものというのは、観点ごとに調査の研究、また生徒の実態を踏まえまして、より宝塚市の子どもたちが使いやすいというあたりは、具体的な単元等で判断をしていると思いますので、その辺はＡとＢの差がないということではなく、結果ごとに違っていると思います。 須貝教育長  よろしいでしょうか。 井上委員   はい。 須貝教育長  ほかに。はい、種谷委員。 種谷委員   調査員の方が、教科ごとで調査をなさって、その報告書を選定委員が上げるということだと理解しているんですけれども、具体的にどのような形で選定委員会で評価を進められるのか教えていただければと思います。 井上教育研究課長 調査委員会からの報告でございますけれども、選定委員会を３日持ちまして、教科ごとにそれぞれ３名ないし５名の調査委員が２０分程度、調査研究についての報告をさせていただきました。その後、選定委員会の委員の中から２０分程度、質疑応答をいたしまして、その教科書に関するその観点率のＡ評価が妥当であるのか、この評価はＢと比べてどのような点が評価されたものであるのか、また、教科書を実際に見ながら選定委員会で質疑応答が行われまして、その後、最終的に評価に関しまして整合性があるのかというところで、今回の答申となっております。 種谷委員   続きなんですけれども、過去には調査委員会からの報告の結果を選定委員会でひっくり返したこともあるというふうにお伺いしたんですが、今回はそういうようなことはありましたでしょうか。 井上教育研究課長 今回は評価が覆されるということはございませんでした。ただ、報告の中身で、こちらの出版社がＡなのに同じような内容なのにどうしてこっちがＢかというふうな具体的な疑問は受けまして、そのあたりは重々、審議を重ねてまいりました。 
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種谷委員   はい、ありがとうございました。 川名委員   英語ですけれど、英語は中学校に入って初めて出会う教科として、そういうふうな前提で中１の英語を中心に読み比べてみたのですが、今は小学校でも一部、英語に親しむという程度で導入されていますよね。この新しい教科書は、こういった、小学校で既にある程度英語になじんでいるというような前提でつくられているのか、初めて出会う教科としてつくられているのか、そのあたりが見た限りではわかりにくかったのですがどういうことになっているのですか。 井上教育研究課長 それぞれ、各社の教科書の導入でございますけれども、ある程度小学校で慣れ親しんだというふうなことを前提に教科書がつくられておりました。宝塚の子どもたちにとって、そのコミュニケーション能力を高めるという部分であるとか、日常の中でいろんな場面で使えるような表現が書かれていました。結果、いろんなものがございましたけれども、小学校である程度なれ親しんだ部分であるということから、中学校では削られている部分になりました。 須貝教育長  よろしいですか。 種谷委員   はい。 井上委員   主要教科以外、例えば技術とか保健体育とか家庭技術においては、Ｃ評価が出てくるのですが、先ほど課長のお話では文科省の検定を通ったものですから、大体Ｂ評価以上になるということでしたが、なぜこのＣ評価という部分が出てきたのでしょうか。 井上教育研究課長 例えば、技術家庭科では、Ｃ評価の観点があったかと思うのですけれども、いろいろな個性を持った子どもたちがいる中で、出版社によっては内容が高度なものが含まれておりまして、我々としては高いレベルのものをいきなりやるというのが難しいのではないかというふうな、具体的な子どもたちの現状を踏まえまして、評価としてはＣというふうなものがついたものかと思います。これは、他社に比べてということでございます。 須貝教育長  よろしいですか。ほかにございますか。 小野委員  私も今回、各教科をじっくり見たんですけれども、国語とか数学、あるいは理科等は、これはそれぞれ専門で教える先生方でしょうから、その方たちが一番教えやすいということでね、いいんじゃないのかなと。今、一番恐らく世の中でも騒がれている社会、歴史と公民ですね。これは、私も丁寧に読んだつもりなんですけれども、この評価表を見てますと、例えば、歴史のところでは、１１ページですかね。一番最後の自由社、育鵬社に関しては、Ｂ評定が並んでいるため「該当なし」とされていますね。これらの点については非常に表面的な評価に見えて、もう少しまめに審査をできないのかなという印象を受けました。もちろんこれは全部、文科省の検定を通った教科書でしょうから、何が悪いとかこれがいいというのはなかなか言えないにしても、もう少しこの選定委員会で突っ込んだ議論はなかったのかなというとこをちょっとお尋ねしたいんですけれども。 
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井上教育研究課長 やはり、社会科に関しましては、教科書展示会の市民の方のアンケートも一番多くご意見をいただいたところで、ご関心が高かったことはコメントからも見受けられます。ただ、その専門的な分野の中で、単元ごとに本当に丁寧に評価いたしまして、育鵬社とか自由社につきましては、単元ごとに見ていく中で、文字が多く、なかなか内容が高度で、今の子どもたちにとっては難しいのではないかというふうなことが見受けられ、その結果であると考えています。 須貝教育長  よろしいですか。  委員    （なし） 須貝教育長  説明に対しての質問ということで、今、お聞きしたんですけれども、委員さんでこれまでに教科書を熟読され、また、答申以後、定期的に報告をいただいて、各社の教科書に関する報告、または選定委員会の意向部分に十分熟読された上での質問も一部あったかと思います。そのことを踏まえて、今から審議に入っていきたいんですけれども、どうでしょう。１教科ずつ審議をさせていただこうと思うですけれども、よろしいですか。  委員    （はい） 須貝教育長  では順に、国語から審議していきます。それぞれ、意見を出していただければというふうに思いますが。各委員さん、どうでしょうか。 種谷委員   じゃあ、私から。 須貝教育長  はい。 種谷委員   はい。ひととおり目を通させていただきまして、三省堂と光村図書というのが評価が比較的高くてですね。結構、この２社が拮抗していたかと思うんですけれども、確かに他社さんと比べるとわかりやすいのかなという感覚がありましたが、ここの答申にもあるんですけれども、そのうちでも三省堂さんの資料が、結構充実しているというふうに思いました。どちらか優劣つけるならば、三省堂さんが資料のところとか全体的に充実しているのかなという感覚があります。なので、その方向でいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 川名委員   私もそう思います。三省堂もすごくきれいで中に使われているカット、写真とかも細かいですし。昔の話になるのですが、私たちのころは文字だけの教科書だったのに、今回、中学の教科書選定に初めてかかわらせてもらって、こんなに教科書がよくなっているのかとびっくりしました。今の子どもたちは、生まれたときからビジュアル、目から入る視覚情報をたくさん受け取っているので、やっぱりその視覚情報を大事にしないと意欲を持って見てくれないのであろうなと思いますね。ですので、いろいろ見比べて、ちょっとこの教育出版などはちょっとあっさりし過ぎかなという感じで。三省堂はそういう点でもいいですし、それで全体の印象で言うと、若い角田光代さんとか綿矢りささんとか現代で活躍している作家の作品が使われていて、それはとてもいいなと。文豪だけじゃなく、非常に親しみやすい作品も取り上げられており、この結果から見ると、その推薦していただいたままでいいのではな
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いのかなというふうに受ける感じがとても多いですよね。 須貝委員長  そうですね。 小野委員   変なことを聞きますけれども、三省堂の教科書の中で、郷土にゆかりのある作家作品とありますが、これは、たまたまこの兵庫にゆかりがあるということですよね。だから、我々としてはいい内容だなと。 須貝教育長  そうですよね。 川名委員   そうです。 須貝教育長  はい、わかりました。 川名委員   全国向けにつくられているから、たまたまですね。 須貝教育長  興味の向きやすいつくりをされているということですよね。そうしましたら、国語、三省堂でよろしいですか。  委員    （はい） 須貝教育長  はい。では、次、書写に行きましょう。ご意見ございますでしょうか。 種谷委員   私の考えで言うと、先ほどのものが三省堂になったので、同じほうがいいのかなともいうふうに感じ、ここの答申の中でそのような提案が出てくるのではと思ったんですが、内容を見ると大分違うので、同じでなくてもいいのかなというふうには思い直しました。そういう観点から見ますと、ここでコメントをされているんですけれども、光村図書さんというのは結構教材というのがいろいろなものが取り上げられていて、新聞とかニュースだとかが取り上げられてていいというふうに書かれているんですけれども、いずれも甲乙つけがたかったんですけれども、そういう観点から見ると確かにそうかなというふうには思ったので、答申を尊重する方向でいいのではないかなというふうに思います。 須貝教育長  はい、ほかどうですか。 川名委員   わかりやすいんですよね、光村図書の。私も何か、先ほど国語で三省堂がよかったんで、書写もそうかなと思ったら、やっぱりちょっとつくりが全然違う。書くときの姿勢ですとか、書き順とか、説明がわかりやすくできているなと思いました。 須貝教育長  直接、指導に当たられる先生の評価だと、各教科使いやすい、見やすいということなんですよね。はい、では、書写、光村図書ということでよろしいでしょうか。  委員    （はい） 須貝教育長  はい。では、次に地理を見ていただいて、ご意見いただいて、審議いただきたいと思います。 種谷委員   文教出版と東京書籍を比べると、甲乙つけがたい感じではあったんですけれど、確かに見やすいのは東京書籍さんだというふうに評していただいているとおり、見た感じはとても見やすいのは東京書籍さんかな。 川名委員   ちょっと大判ですよね、東京書籍だけ。横幅ね。 井上委員   文教さんとの違いは、やはり生徒が興味関心を持つという部分がやっぱり評価されてますよね、この東京書籍。 
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種谷委員   でも、甲乙つけがたいんですよね、東京書籍さんと日本文教出版は。 川名委員   １個だけですよね。 種谷委員   そう。日本文教出版さんと。 須貝教育長  全体の構成ですね。 川名委員   地図。写真がよかったのはこれかな。 種谷委員   見やすいのは、確かに東京書籍さんかな。 川名委員   写真が大きくてすごくよかったので、これ。 種谷委員   ではこれですかね。 井上委員   東京書籍ですよ。見やすいのは。 種谷委員   私は、その文教出版さんもまあ結構甲乙つけがたいと思ったんですけれども、答申で東京書籍さんが見やすいと書いてあるし、それ自体別に反対するわけでもないので、この場の東京書籍さんでというところの結論事体は別に反対ではないです。 須貝教育長  いいと思いますよ。そしたら地理は、Ａの多い東京書籍ということでよろしいですか。  委員    （はい） 須貝教育長  では、次、歴史を。 種谷委員   これは、帝国書院さんが次にＡが多くなってですね、日本文教出版さんの次に。ほかのものと一応比べたときに、確かにこの２社は、内容的にもわかりやすいなというふうに私は思いまして、特にその文教出版さんのところは、資料というのが確かにすごく見やすい形になっていて、いいというふうにおっしゃっていますけれども、それはそのとおりだなと思っています。 井上委員   僕もそうですね。文教出版さんの教科書に、バランスがとれているなという印象を受けましたね。 須貝教育長  ここに書いてある、言われていたように、全体的にやわらかい色で書いてあるか、そこでもね、評価分かれるんですよね。 種谷委員   とてもわかりやすいですよね。文字と資料とのバランスというか、内容もこうバランスがあるというか。 須貝教育長  帝国書院さんはどうですか。 井上委員   興味を持てるような書き方、工夫がされてますよね。 種谷委員   帝国書院さんもいいと思うんですけれども、どちらがよりよいかぐらいの話で、現場の先生たちもご意見としては、文教出版さんがよりよいというご意見だと思うので、それに対しては別に反対するほどの。 川名委員   帝国書院も結構、資料いいですよね。 種谷委員   いいですね。 須貝教育長  私は、好きですけれどもね。個人的にです。 種谷委員   どちらがよりよいですかということを、現場の先生たちがそのようにご決断されたのであれば。 小野委員   そうそう、使いやすいですよね。それはそう、全くそのとおり。 種谷委員   それで、異論がないかなと思います。 
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須貝教育長  ということで、歴史は日本文教さんですね。では、公民をお願いします。 川名委員   これも、日本文教出版。そうですね、ただ。 種谷委員   それと。 小野委員  うん、高いですね。 種谷委員   東京書籍さんと双璧なんです。どちらもわかりやすく、どちらもいいんですけれど、基礎・基本の定着のために配慮についてというところが、日本文教出版さんがよりよかった。 須貝教育長  先生方が、研究委員さんなんかは、やっぱり全体的にこう見て、日本文教さんが今回いいと出てますね。 種谷委員   キーワード、ページの最初にキーワードがまとめて記載されているのがいいというふうなのも珍しいですね。 川名委員   そうですね。私たちが言ってる社会の問題に目を開いてもらう取っかかりになる大事な役目じゃないかと思うんですけれども、どういうふうにちょっと工夫するか。 須貝教育長  そういう選び方をしてくれてると思うんですけれどもね。 川名委員   されているように思います。 種谷委員   どちらももいいんですけれども、じゃあ、まあ現場の先生方がこちらがとおっしゃるのであれば、より見やすいということでおっしゃっているのであれば。 須貝養育長  それでは、委員さんよろしいですか。  委員    （はい） 須貝教育長  はい。では、公民は日本文教出版さんということでお願いします。では、地図を。 川名委員   地図は２社ですかね。 種谷委員   ２社です。 須貝教育長  ２社ですね。東京書籍さんと帝国さん。 川名委員   これは何か、自分の目がなれているせいか、帝国書院の見やすい気がしましてね。 種谷委員   私も多分、そうかもしれませんけれども。私も帝国書院で学んだ記憶があるため、なれているのかなという。 川名委員   装丁が少しは変わってるのかもしれませんが、何か似てますね。 小野委員   似てますね。 種谷委員   青い感じで。 小野委員   青い。 種谷委員   当時から青かったと思うんですけれど。何かオリジナル性が高いというふうに評価されていますけれど、確かに、ちょっとユニークな中身になっている。 須貝教育長  じゃあ、帝国書院ということで。では、数学いかがでしょうか。どうですか。 井上委員   数学はどれを取り上げてもね。でも、やはり中身を見ると、やっぱり東京
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書籍さんかなと思ったりするんですが。 川名委員   私は、これ一番困りました。数学の教科書ね、そのよしあしの判断がとても難しかったです。 種谷委員   難しい。 井上委員  ただ、私も、どれをとっても、もう一回習いたいなというような本当に魅力的な教科書なんですけれども、特に東京書籍さんのを見ると、比較的身近な問題を挙げたり入れたりしておられるんで、これかなあと思ったりもするんですけれども。先生の使い勝手も、またメインになってくる。 川名委員   東京書籍は、もう圧倒的にいいと思って。 種谷委員   どこをついても、こう。 川名委員   問題の解決に導く道筋が、そう言われれば東京書籍はわかりやすいのかなというように思うのですけれど。 小野委員   そうですね。わかりやすいかなと思いますけれども。 川名委員   本当にこれ。 種谷委員   難しい。 川名委員   他の出版社を読み比べても、一体どこをこうポイントにしていいかわからない。 須貝教育長  そうそう、甲乙つけがたいね、すばらしい教科書だと思いますけれどね。３年間なり１年間教えていく先生の目から、やっぱりこの教科書やったらいけると、子どもの目線に立って選んでおられたんだと思うんですけれども。 川名委員   そうなってくると、小学生だと算数として習ってきて、中学校に入ってすごく好きになるか、数学嫌いをつくるかという分岐点なので、中１を中心に見てみたんですけれども、私たちのころとは全然違ってよくなっているんで、これだとついていけるのかななんて思ったんですけれども。 井上委員   一番入りやすいと思います。 川名委員   そうですね。 井上委員   東京書籍さんは。 種谷委員   選ぶのが本当に難しい。 川名委員   難しいよね。 須貝教育長  とても大事だと思うんです。川名委員が言われるように、数学嫌いになったらよくないですからね。いいのではないでしょうか、東京書籍さんで。 種谷委員   いいと思います、はい。 須貝教育長  はい。では、数学は東京書籍ということで。では、理科についてお願いします。皆さん、教科書を見てどうですか、その、イラスト、図、絵、あの表、それぞれが本当にすばらしい。 川名委員   とにかく、それは全て、全てがイラストで。 須貝教育長  オールＡつけるのわかります。 川名委員   久々に教科書を自分が学んでるころより熱心に見たぐらいですけれど、本当によくなっていて。 井上委員   啓林館さんもすごくいい。 
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川名委員   何か新しいこと、デジタルですとか、逆にジャンプして社会や生活を変えてるものを早く取り入れているというのがちょっとびっくりして、本当にいいなと思いましたね。全般にそういうのがありますけれども。でも、東京書籍、オールＡですからね。 須貝教育長  理科は、東京書籍ということで。では、音楽お願いします。 川名委員   音楽も、私たち、ひとつひとつ私たちのころと違うと言っててもしょうがないので、やっぱり載っている記事が。邦楽が入ってるんですよね。 種谷委員   なかなか、こちらも甲乙は難しいんですけれど。 須貝教育長  教育芸術社さんのものは。 種谷委員   教育芸術社が、わかりやすいと言われたらわかりやすいかなって言うくらい。 須貝教育長  効率がいい。写真等の背景すごくきれいで大切。 小野委員   教育芸術社さんというのは、こういう分野に特化しているのでしょうね。 川名委員   そうですね。名前からすると。 須貝教育長  そうですね。 種谷委員   教育出版の中でもいろいろ出てきていますね。 小野委員   そうですよね。何か、そういう特化した教科書ですから、一番。 須貝教育長  やっぱり親しみやすい情報処理していますね。では、教育芸術社さんで。では、器楽を見ていただけますか。 川名委員   今は子どものころから楽器を習ったりする子もいるんですけれども、幼稚園の卒園式なんかでも、演奏しているのが上手でびっくりするんです。リズム感がもう全然違うというか。 小野委員   指先を使ってるからだね。 川名委員   そうですよね。 小野委員   いいんじゃないですかね、この教育芸術社さんでね。 種谷委員   そうですね。 川名委員   これはやっぱり同じにしたほうがいいですよね。 須貝教育長  では、器楽も教育芸術社でいいですか。  委員    （はい） 須貝教育長  では、美術をお願いします。 川名委員   これはもうね、光村とかそんな他社で違いがないので。 須貝教育長  そうですね。 川名委員   これだけもう。 須貝教育長  光村さんのね、きれいですよいつも。 種谷委員   原寸大とかは、すごく迫力があるとかインパクトがあるとか、確かに。こういうのは、確かにそうですね。 井上委員   色がきれいですよね。 須貝教育長  印刷がね。 井上委員   光村さんでいいですよ。 須貝教育長  では、美術は光村図書に。では、保健体育ですね。 
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川名委員   これも違うというのか、教科書会社も苦戦しているようですね。 井上委員   でも、宝塚の教育方針からしたら、この自ら学び、自ら考える力などの「生きる力」を育成する配慮について、これがＡになっておりますからね。マッチしてるということで。私は、学研教育みらいが優秀と思う。 川名委員   それと、井上委員がいつも心配されておられるその子どもたちのね。 井上委員   体力。 川名委員   体力運動能力がちょっと課題があるということで。これはＡですよね。 井上委員   学研教育みらいで良いと思いますが如何でしょうか。 須貝教育長  では、学研教育みらいということで、保健体育。では、技術家庭お願いします。 川名委員   これ、中学校が技術は新しい。 種谷委員   教育図書さんはＣがちょっと。 須貝教育長  では、技術部門をちょっと、診断していただいて。 川名委員   教育図書はＣが二つありますよね。 須貝教育長  そうですね。 種谷委員   これは、高度過ぎるみたいな感覚なんでしょうね。レベルがちょっと高度だと、中学校ではなりますよね。 川名委員   実際につくるから、そのときの例があんまりですよね。 須貝教育長  使いやすいということで、東京書籍さんでよろしいですか。  委員    （はい） 須貝教育長  それでは、技術は東京書籍ということで。家庭は、家庭分野はどうですか。 種谷委員   いわば家庭業務というよりか家庭料理が多いじゃないですか。 須貝教育長  そういうことです。 川名委員   生きる力の基礎と言うか。 小野委員   なるほど。こういうのはやっぱり、Ａ評価がいるというのはやっぱり、教科書全会社が、全体的にね。 川名委員   少ない。力の入れ方がはっきり。 須貝教育長  そうですね。なるほどね。そうなんでしょうね。 川名委員   ないってそうか。 須貝教育長  そうでしょうね。 種谷委員   結構厳しい。 川名委員   思ってしまいました。 小野委員   そうでしょうね。これはやっぱり、専門の先生方に読んでしてもらうんでしょ。先生方にしてみれば、大変正直言って困ることなんですね。 川名委員   まあ、そうですね。 小野委員   僕は、Ｃ評価はあってほしいね。 川名委員   主要５教科という呼び方も、全てにわたってやっぱりこうね、何かあるとこういった教科が飛ばされたりとかってこともあるから、はい。 小野委員   まあ、しょうでしょうけれどね。ぜひ。 川名委員   私たちも考えないといけない。 
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井上委員   ぜひ、こういう分野を専門にやってる方たちの、意見をどんどん反映していって、教科書をつくっていただくという努力を今後ぜひ続けたいですね。 川名委員   私、家庭科はやっぱりものすごく、実生活というかかわりが深いわけですよね。だから、例えば、少子化が進んでいたり、超高齢化社会になっていたりするわけですから、そういうもうちょっと現代的なテーマをね、ほかの教科は結構早くいろんなこと取り入れているんですが、そういう新たな課題をもうちょっとこの教科でやってくれればいいのになというふうには思いますよね。 種谷委員   そうですね。 川名委員   そういうところに、もうちょっと取り組んでほしいなと思う。そういうものがちょっと足りないですね、両方とも。 小野委員   確かに、さっき川名委員おっしゃったように、主要５教科とはちょっとやっぱりその比重というのか、先生の数なんかももちろん違うのかもしれませんけれども、やっぱりそういうプロの目から見てＡが少ないというのは、ほんと残念ですよね。 種谷委員   でも、結構ゆるく見てましたけれどね。 川名委員   生活の技術に重点を置かれている気がして、その社会の変化とか家族も大きく変わっているじゃないですか。 小野委員   なるほどなるほど。 川名委員   そういったことへの対応がちょっと不相合。どちらも、私から見れば、ちょっと不満です。 須貝教育長  全体的に評価が低いですよね。 川名委員   そうですね。 種谷委員   寂しいです。開隆堂さん。 須貝教育長  掲載という部分で、開隆堂さんが少しね、リードしたということですね。では、開隆堂さんということでよろしいですか。  委員    （はい） 須貝教育長  はい。では、英語の審議をお願いします。 川名委員   これも何か、東京書籍が全部Ａがついているもので。確かにね、私、ここでも１年生をちょっと中心に見てるんですね。その小学校から初めて英語に入って、好きになるか嫌いになるかという分岐点。そして、東京書籍はなかなかにいいですよね。英語の教科書ですけれども、多言語、いろんな言語を、ほかの国の言葉を取り上げたり、登場人物も何かこうどれも全部ストーリーになってるんですけれど、登場人物もすごく多彩であったり、文法もしっかりしているかな。東京書籍には、同じで。確かにでもね、メールとかブログとかいろんなその今の子どもたちがね、親しむような文体を例に挙げているようなものというのは、これもどこも結構頑張ってやっている感じでした。 須貝教育長  私なんか、昔、辞書といったら三省堂だったんです。今でもそうなんじゃないですか。 川名委員   そうですね。 
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須貝教育長  これ、そういう点では、評価はちょっとほかに負けてますね。 種谷委員   確かに、ちょっといろんな理解というところも、結構、東京書籍さんいいので、そういう意味でもいいかなと思います。 川名委員   三省堂もね、結構頑張ってたんですよ。笑い話とかね、英語の笑い話とか、歌を取り入れたりとか、工夫があったんですよ。ニュークラウンでも、私が高校のときに学んだ。 須貝教育長  ありました。 川名委員   教科書なんですけれども。卒業してから、東京書籍のニューホライズンにかわったか何か、ニューホライズンって大分、後で出てきたんです。私自身は、ニュークラウン。 井上委員  ニュークラウンね。あの、光村さんのですよ、先ほどのメールとかスピーチ等を入れているのは。 川名委員   それから、幾つかそれはやっぱりキーボードを取り上げてましたから、今のパソコンの世代にちゃんとなじむように、それ以前にもうなじんでいるかもしれません。でも、これはオールＡですから、これをやめる訳には。 須貝教育長  それはそうですね。では、東京書籍さんということで、よろしいですか。  委員    （はい） 須貝教育長  では、これで以上ですね。  それでは、特別支援学級及び特別支援学級用の教科用図書について議論しますね。これは一括で採択をお願いしたいと思います。先ほどの説明でありましたけれども、２２１冊、従来のもののうち９冊を削除し、１６冊を新たに加えたというものですね。中身的には、絶版、または古い内容のものを削除し、新たなものを加えたということで。それで、２２１冊。よろしいでしょうか。  委員    （はい） 須貝教育長  はい。では、報告事項の教科用図書の調査研究の諮問に係る答申の受領について及び議案第２２号、平成２８年度使用宝塚市公立学校教科用図書及び学校教育法附則第９条に規定する教科用図書（特別支援学校・学級用一般図書）の採択については以上です。ということでよろしいですか。  委員    （はい） 井上教育研究課長 丁寧なご審議をありがとうございました。 須貝教育長   では、この後は、報告事項の中央公民館の整備計画についてですね。 西本室長    次はですね、報告事項としまして、中央公民館の整備計画についてということなんですが、先ほどの教科書採択の件で傍聴人の方がおられます。ここで退出していただいても、よろしいでしょうか。 須貝教育長  はい。  （傍聴人、退席） 大西部長   では、社会教育部から中央公民館の整備計画につきまして、ご報告させていただきます。委員の皆様には、当日ファックスで送らせていただきました。今まで新公民館について、市役所から見て自動車の道路を隔てた向かいにあ
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ります勤労市民センターの駐車場に新築するという形で進めてまいりました。今後は、議会も含めて、まず勤労市民センター横の現駐車場に新築し、新たな公民館ができ上がる場合、現在の勤労市民センターを移行するとご説明し、作業を進めてまいります。ただ、実際、基本設計を進める中で、できるだけ高さを抑えて、平面的広がりを持たせたほうが、実際の市民の方に使っていただく面積に対する建設費ということを考えると、できるだけ低層にして広げることが有利であるということと、いろんな方からのご意見と、比較的高齢の方が多い利用者の中の避難のことを考えても、低層がうれしいというご意見もありました。また、左岸側から橋を渡ったところでは、今の状況では、ちょうど甲山とかの眺望が効くんですけれども、ここに４層で建てても眺望はかなりあるというようなこともありまして、設計を進めていく中で、現在の勤労市民センターの駐車場部分にまず１区という形の中で建設をしていくこととします。ちょうど手元に配布させていただいている横長の資料、絵でも比較してきました。実は、これがＣ案でして、あっさり先に全部潰してから公民館を建てるということを検討したんですけれども、利用者の方から現状が中央公民館がなくなって非常に厳しい状況であるとの声がありました。そのため、Ａ案、駐車場部分だけで済む案と、１区と２区に分ける検討していく中で、やはり経済的な問題と１期部分を２層にしますので、４層積み上げるよりは早い段階での共用を開始できるということもあり、現状で１期工事をやって、それをできた段階で、勤労市民センターを解体し、その部分を使って２期工事に同時工事という形としていくという形でしていくということにいたしました。  意思決定をするタイミングとしましては、１３日に開催されました本市の最高意思決定機関であります、特別職含む部長級の職員で構成する都市経営会議で決定いたしました。決定後、直ちに市議会の各議員にその旨をお伝えするとともに、マスコミにも発表させていただいて、翌日の朝日新聞に取り上げていただいて、その後神戸新聞にも掲載いただいたという経過があります。  ということで、都市経営会議で諮って、その後市議会に諮問としてご説明するのがよかろうという形の中で、今回のような形でご説明したというような結果です。  それと、全体的にはですね、これ全体の最高価格として、１６億円程度、実はもう少し基本的には抑えていきたいんですけれども、そういう契約になりますと、市議会での議決事項という形になります。ですので、このように行政サイドだけで設計をくくって、入札して業者を決めても、３，６，９，１２月の市議会でその案件に議決をいただかないと現場で着手できないというような、いろんなそういう工程的な制限もあります。そのため、現状では、１期工事が終わるのが平成３０年の１月ぐらい、そこから備品搬入ですとか準備をして３月ぐらいに開館。引き続き、勤労市民センターを解体しまして、その分を使って増築するという形の中で、２期工事については３１年７月ぐ
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らいを開館予定という形で現在の段階では予定しております。  今後につきましては、もう既に現地には、建設予定の工事案内といいますか、問い合わせ先も含めた概要書の提出を終わっていますし、今後、利用者団体含めてですね、概要については共有の場を定期的に持つということを、以前の中央公民館を廃止する以前からそういう場を持っていますので、そういう機会を通じて、説明しながら基本的なレイアウトの中で利用者の方を中心に要望とかをお聞きしていこう、というように考えております。  それから、もう一つ。実は、昨日、社会教育委員の方々と伊丹市のことば蔵という図書館に行ったんですが、図書館と公民館と同じような使い方をされてますので、中央公民館では、大型の部分とその横にちょっと広い空間を取ろうとしています。そういうものを使って、舞台裏的な交流スペースを、小さいお子さんが運動、中央公園で運動したい、雨が降っていればここで本を読んだり、いろいろな格好で、できるだけ比較的高齢者の方が多い公民館をですね、小さなお子さんには使っていただけるような仕掛けをいろいろ考えていきたいなというふうに考えております。  私からは以上です。 須貝教育長  はい、ありがとうございました。今、説明あったんですけれども、この報告事項にご意見ありますか。 井上委員   すみません。これかなり話が進んでいるんですが、私たち教育委員は、市の発表としてしか連絡が来なかったんですけれども、この辺りはどうなっていますか。 大西部長   同じような話を市議会でもいただきました。市としてそこをもって正式に話ができるまで、都市経営会議に諮って、意思決定というのが必要だということで、実は同じような話がつい直前に旧ＮＴＮの土地利用について記者発表がありました。そのときに、議会がいつの段階で知り得るのか、というようなお話もありました。今、井上委員がおっしゃったように、実はこれ、昨日の逆瀬川の自治会の方が来られて、どのタイミングで我々は知り得るんだというお話がありました。今回の場合は、実はこの中身をどうのこうのしようというお話ではなくて、敷地をどこまで広げていくのかというような意思決定ということをしたのですが、今後についてはいろんな機会を通じて、ご説明ですとか意見聴収とかいうふうなのをさせていただきたいなというように思っています。そして、今、井上委員がおっしゃったように、先に、または教育委員会の場で報告してから、都市経営会議で意思決定するのか、この辺については、現在のシステムでは都市経営会議で意思決定しないと、対外的なものが出せないというような形になっていますので、そういうことも含めて、当日慌ててファックスを送らせていただいたという経過です。 小野委員   ということは、前回カルチェヌーボの件も、全部議論したり、市民から要望などもいただいたんですけれども、あれも都市経営会議で一応カルチェヌーボというのは決まってからのことだったんですか。 大西部長   私、そのとき都市整備部にいたのですが、都市整備部でも情報は仕入れて
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ました。あのとき、その直前に庁舎火災がありましたので、その担当部長をしておりました。その中で自然とカルチェヌーボのいろんな問題を議論していますので、これが都市経営会議で決定して、あそこへ移転していこうという意思決定をしないと、もちろん議会にもそうですし、市民の方にもいろんな提起ができませんので、当然、その意思決定が出された上での発表となります。 小野委員   いえいえ、発表はそうかもしれないけれども、前回、我々、教育委員会に諮ってたときは、都市経営会議でもう既にこれで市として決まりましたという形で図ったんですか。ない気がしたんですけれども、私たちあてには。 川名委員   私もファックスを受け取ったときに、井上委員も言われたように感じました。つまり、この中央公民館というのは、いわば社会教育部が担当しているわけですから、私たちがかかわっていることですよね。今回の変更については、何の異論もありません。低層になってよかったなと思うんですが、普通であれば、私が理解している関わり方ということだと、このように変更するのでこれを都市経営会議にかけようと思います、このまま通るかどうかはわからないけれども、とりあえずそのようにいたしますというような報告があるものではないかと。社会教育部で決めたことは、当然、その報告していただけるものだと。メディアに発表後に初めて報告いただくというのは、何か順番がおかしい。つまり、オープンにすることに差支えがあるのであれば、そのように言っていただければいいわけですよ。少なくとも、中央公民館がどういう歩みをたどって、どうなるかということは、ご報告はいただけるものというふうに思っています。前に、カルチェヌーボでさんざん議論をした後、急に新築になったときも、びっくりしたんですよ。どこで議論がそうなったのというふうにびっくりしたんですが、この中央公民館と我々は一切関係ありませんということであればそれでいいんです。どこかで決めてもらって、こうなりましたということでいいんですけれども、社会教育マターということになっているから、私たちもかかわっているんだと思っているわけですね。 小野委員   少なくともね。 川名委員   経過を、そのとおり決定になるかどうかは、都市経営会議とか議会がありますけれども、一応こういう案を出そうと思うとかということは、当然こういう場でね、ご報告いただけるものかというふうに思ってたんですが、そうでもないんですか。 大西部長   今、川名委員がおっしゃったように、都経会議で変わってしまう、もしくは却下されるかもしれない、もしくは継続になるかもしれないけれどもという前提で、今後にお知らせしていきたいと思います。 種谷委員   じゃあ、これは、教育委員会として、私たちは何か決定する権限があるんですか。それとも、そういうのは私たちは何も了解しなくても、どんどん都市経営会議で進めれる事項なのですか。法律上の話として。 大西部長   実は、法律上、別々に突き詰めていきますとね。教育委員会からの公民館
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をくださいという立場なんですね。 種谷委員   つくってください、と。 大西部長   はい。完成したら、教育委員会にください、と。 種谷委員   教育財産として、ということですね。 大西部長   ということなので、乱暴な言い方をすると、例えば、学校の新築などもそうなんですけれども、市長部局で造成工事をして、市長部局の建築法で建築をして、市立何々小学校の何々中学校はと出てたので、市教育財産として移管しますと、こういうことではないんですけれども、今回はいろんな経過を含めた中で、その最たるものがカルチェヌーボだったとわれわれは理解しています。市長部局で少しはやるんだと、総合的なことでということで、向こうでやろうとされたけれども、結果できませんでしたというような答えが出ましたので、この中についてはできるだけ我々社会教育部もかかわっていきたいと思っています。また、政策推進課がどう判断されたかわからないんですけれども、担当の建築の係長が社会教育課に配属になったんです。建築の担当係長が社会教育課に配属されたということは、主体的に社会教育がかかわっていきなさいよ、ということだと思いますので、建築の中身が分かる人間としての立場から説明をしたり、利用者団体と意見交換をしながら、技術的にできるかどうかの判断をさせていきたいなと思ってます。 種谷委員   そうすると、でも、基本的に教育委員会でこういうものをつくりたいからお金出してくださいみたいなお願いをするということなんですよね。 大西部長   お金よりも、法律上は建物そのものをくださいという規定なんです。 種谷委員   であると、やっぱりもうちょっと私たちに事前に聞いてもらわないとやっぱり。 小野委員   この前、請願があったのも、決定権限もあるからという意識で来てるわけでしょ。 種谷委員   だから、まあそうは言いながらね。結局、予算とか私たちは全然わからないところなので。 小野委員   予算とかわからないですよね。 種谷委員   そういう意味ではすごくわかるんですけれども、やっぱりでも、ものにはちゃんと筋というのがあるので。 小野委員   それはある。 須貝教育長  だからね、大西部長、教育委員さんは月に２回の委員会のときにしか集まれない。小出しにできる分は、情報はやっぱり入れておいてもらって、その予算をつけて、どういうふうな流れなのかということぐらいは報告してください。 大西部長   はい。月１で進捗がどの程度あるかわかりませんけれども、状況報告を毎回させていただけような機会にしたいと思います。 須貝教育長  この件、ほかにはいいですか。  では、報告事項の二つ目になりますけれども、平成２７年６月における宝塚市立学校の「いじめの事案」について、この件は非公開ですので、皆さん
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よろしいでしょうか。 
 【 非公開での報告事項あり 】 
 須貝教育長  はい、ありがとうございました。  本日の審議はこれだけなんですけれども、ほかに何かご報告はありますか。どうでしょうか。 西本室長   案件としては以上でございます。 須貝教育長  以上ですね。はい。では、きょうの教育委員会、これで閉会しますけれども、よろしいですか。  委員    （はい） 須貝教育長  はい。どうも本当にありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ３時０７分 ───────────── 
 


