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平成２７年第２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１月２８日（水） ２ 場 所 宝塚市役所 特別会議室 ３ 開会時間  午後１時２９分 ４ 閉会時間  午後３時１０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  幼児・特別支援教育担当課長  谷川 妙美  指導・人権教育担当課長 藤井 優恵  教育研究課長     井上 淑子  社会教育課長     高井  緑  西図書館館長     西田  薫 教育企画課副課長   森田 国治 スポーツ振興課副課長 小野 雅司 中央図書館副館長   森  丈実 中央図書館係長    西込 方人 中央図書館係長    西川 和巳 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４号 平成２７年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提出について意見を申し出ることについて 
10 その他  （報告事項） 第１回「教育委員と語ろう」アンケート結果及び第２回「教育委員と語ろう」の開催（平成２７年２月２８日）について （報告事項） 平成２７年度教育重点施策について  （協議事項） 宝塚市教育振興基本計画（後期計画）の策定について 
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 （報告事項） ３年保育の早期実現に関する要望書について  （報告事項） 「宝塚市校務支援システム」導入に係るシステム概要について  （報告事項） 平成２６年（２０１４年）４月から１２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） 体罰事案における処分結果について【 非公開案件 】 
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 会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時２９分 ───────────── 小野委員長  それでは皆さんおそろいですので、ただいまから平成２７年第２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、種谷委員でございます。よろしくお願いいたします。  本日の予定案件は議案が１件、議決事項以外の案件が７件でございます。進行について、事務局からよろしくお願いいたします。 西本室長   本日は議案が１件、議決事項以外の報告の案件が７件でございます。  議案第４号、平成２７年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提出について意見を申し出ることについて、それからあとは報告事項であります。第１回「教育委員と語ろう」アンケート結果及び第２回「教育委員と語ろう」の開催について、そして平成２７年度教育重点施策について、それから、宝塚市教育振興基本計画の策定について、３年保育の早期実現に関する要望書について、「宝塚市校務支援システム」導入に係るシステム概要について、平成２６年４月から１２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、そして最後になりますが、体罰事案における処分結果についてでございます。以上でございます。  なお、先ほど申し上げましたいじめ事案と、体罰事案、体罰事案に係る処分結果の２つの案件につきましては、個人情報に関する報告事項となります。非公開での報告とさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。  以上です。 小野委員長  わかりました。それでは、まず議案第４号、平成２７年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提出について意見を申し出ることについてに関して審議をしたいと思います。  関係部署の説明をよろしくお願いします。 森田副課長  議案第４号平成２７年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提出について意見を申し出ることについて、内容のご説明を申し上げます。  本件は、平成２７年度一般会計予算のうち、教育委員会関係予算に関しまして、平成２７年３月定例市議会に議案を提出するに当たり、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２７年度教育委員会所管一般会計予算（案）については、歳入額は１７億５，９０９万６，０００円、歳出額は４７億８，６１６万３，０００円といたします。また、債務負担行為（案）として私立高等学校入学支度金融資あっせん制度に係る損失補償、学校給食費公会計化事業及び中央公民館建設工事費に係る債務負担行為を設定いたします。  具体的な予算ですが、議案書のうち、まず表１に付けさせていただいておりますのが、それぞれ担当課ごとの歳出、歳入の表でございます。次に、第２表として、債務負担行為の内容をつけさせていただいております。具体的には別冊の平成２７年度教育委員会所管一般会計予算関係資料というのがご
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ざいますが、そちらで説明させていただきたいと思います。  まず、１ページ目なんですけども、市の平成２７年度の一般会計予算の歳出を付けさせていただいております。こちらによりますと、市全体としまして、議会費から予備費まで含めまして、平成２７年度の予算額としまして、７３３億円を予定しております。平成２６年度が７１６億８，０００万ですので、１０２％前年比となっております。その中で教育費につきましては、２７年度が７８億９，７００万余、２６年度が７１億３，４００万余となっており、伸び率が前年比１１０％となっておりまして、他の会計に比べて伸び率は高くなっております。  次に、３ページ目の一般会計予算の事業概要ですが、いくつかピックアップしてご説明申し上げます。 まず、２番のスクールバス購入費、１，４０５万５，０００円。こちらは、特別支援学校のスクールバスの老朽更新の費用となっており、１台分の更新をします。  次に、４番の小学校施設警備事業、こちらは実施計画にも挙げさせていただきましたけれども、市立小学校において平日の夜間に管理員による学校施設の管理を行うもので、中学校の開放事業でやっております警備事業とほぼ同様のもので、小学校においても平成２７年度から行うものです。  次に、６ページ目の１７番の長尾中学校屋内運動場改築事業、こちらは、長尾中学校の老朽化した屋内運動場の改装及び校地整備により、教育環境の改善・向上を図るということで、体育館を移築するというものでございます。  次に、８ページ目の３２番になりますが、保幼小中連携教育推進事業、こちらは、就学前教育から小学校教育への滑らかな接続に向けてのカリキュラムを検討、作成するものでありまして、保幼小の一貫した教育の実践を進めるために２７年度から新設するものです。  次に、１２ページ目の８０番になりますが、中央公民館の整備事業、こちらは現中央公民館の解体撤去工事とともに、新公民館の新設移転について、実施設計を行うというものであります。主な予算については、以上のとおりでございます。  説明は以上でございます。 小野委員長  何かご質問等は。はいどうぞ。 井上委員   新規事業で、約４，５００万円増えておりますよね。ところが、予算では７億円ぐらい増えてるんですよね、これ新規以外で拡充は全くないわけですよね。どこに使われてるんでしょうか。 森田副課長  全体的にちょっと増えてますので、具体的な拡充というのが。 井上委員   これ拡充って一重丸ですよね、これ全く入ってないですよね、どこにも。 森田副課長  こちらは、市の予算書に合わせてますので、事業として拡充したのではなくて、例えば件数が増えたとか、自然と増えた分については打っておりません。例えば光熱費なども事例としていいのかわかりませんが、電気代もガス代も値上がりしてますので、自然と増えてるというのもありますし。 
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井上教育長  例えばの話、学校教育で増えているような寺子屋事業などは増やしてるのに、何にも説明しないのですか。 小野委員長  それから、図書は今回は増やしていないの、学校図書は。今までずっと少しずつ増やしてましたよね。 井上学校教育課長 図書は変わりないです。 小野委員長  主に、今言ったように、こういったのが増えてますというのがあったら、後で２、３点教えて下さい。  それから、細かいかもしれませんけど、４４番のいじめ防止対策推進事業。これは新規事業の二重丸じゃないんですか。 森田副課長  これは、２６年度から始まっているので、新規になってないんです。 小野委員長  委員は２６年度にいたのですか。報酬と記載がありますから。 鈴木係長   それにつきましては、条例が施行されたこの１月から対策委員会を設置しておりまして、実際に対策委員会をこの２月から開催いたしますので、そういった意味で新規事業という形にはさせていただいてはおりません。 小野委員長  ああそうですか、２７年度だからですか。新規じゃないのですね。 井上教育長  だけど、これ不親切ですよ、一切丸つけてないなんてあり得ない。例えば、寺子屋とか、自己表現力ワークショップとか、何にも丸がついてないなんてあり得ない。 小野委員長  そうですね、ちゃんと増やしてるところはわかっているんですからね。  それから、３２番目の保幼小中連携事業はわずかな１０万円ぐらいなんですけど、具体的には。 谷川課長   保幼小連携推進教育事業なんですけれども、推進していきたいという思いの中で、今年度は職員向けのリーフレットを作成いたしました。次年度につきましては、その就学前から就学後に向けての接続カリキュラムというのを作成する予定にしておりまして、その中でモデル校園を設定して、そこでの研究を進めていきたいということで、この１０万５，０００円については、講師先生を招いての報償費という形で研究を進めていくということで上げさせていただいております。 小野委員長  活動が新規だと、二重丸ついているのがそういう意味合いですね。 谷川課長   はい。 小野委員長  そういうことですね。わかりました。  それから、これもまた細かいんですけども、４１番のこの自己表現の向上力、これは平田オリザ先生の授業ですよね。それをまた増やすのですね。  それから５９番の学力調査事業。これは、中２でやってるものですよね。 井上教育研究課長 そうです。 小野委員長  高校の広域化のために必要ということでスタートしたと聞いてるんですけども、やっぱりやってて有効なんですね。 井上教育研究課長 進路につながるということで、非常によい事業だということで継続しております。 小野委員長  必要だと。 
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井上教育研究課長 必要です。 西本室長   新たに７億６，０００万円ですね。前年に比べて増えてるということなんですが、資料の事業概要についてはそれぞれ小学校、それから中学校の施設整備事業であるとか、耐震化事業、こちらは、結構予算をつけてくれてます。理由としては、この辺が一番大きいんです。それと、一重丸は拡充ということなんですが、従来からやっていた事業にまた付加して膨らまして事業を展開するという場合は拡充ということです。従来の事業の枠の中で回数を増やすといったものについては、予算上は拡充という捉え方をされておりませんので、その表現に今回は統一しています。 小野委員長  予算が増えてもですか。 西本室長   膨らんでもですね。 小野委員長  拡充とはしないのですね。 西本室長   そうですね。従来の事業にプラスアルファとして新しいものを事業として拡充する。 小野委員長  だって去年は確か、図書をふやしましたと言われて、拡充という説明を聞いたと思いますよ。今までよりも頻度を増やすと言われてね、やってる内容は同じなんだけど頻度を増やしましたということで、確か一重丸をつけていたのじゃないかな。 井上委員   ついてましたよ。 小野委員長  それ非常にわかりやすいと思うんですよね。 井上教育長  誰がそのように決めたの。 西本室長   例えば、小学校、中学校の施設整備事業にしても、当然対象物は膨らんでいくと額も膨らむんですが、そこであえて拡充という形にはいたしていませんので。私の認識が不確かなのかもわかりませんけども。 小野委員長  そうですけどやはり拡充と言ったほうがわかりやすいかもしれないですね。実際増えてるんだから。 井上委員   すみません。２ページ目のこの人件費にしても、項目別予算額についている１００１０１という数字はこれはどこに対する額ですか。これ教育総務事業費として、これが、８，７７４万８，０００円ですよね。これは、どれに入るわけですか。 森田副課長  例えば、この次のページの２番目の小学校施設管理事業のところにも教育総務事業の０１０１０１と、１番の総務事業の下のほうに書いておりますけども、こちらの業務に係る人件費という形で。 井上委員   たくさん人件費あるじゃないですか。 森田副課長  こちらの事業をするに当たって、６番の教職員総務事業も人件費としてこちらが当たるという形になっております。 井上教育長  人件費はこの表からは除いてるのでしょ。予算説明書には出てくるけど、今日の説明資料は事業だけの主なものを載せてるわけでしょ。そういう説明がないのでわからない。  その考え方でいったら、教育委員会は何も説明できないようになってしま



平成 27年第 2回会議録 

7 

 

う。拡充と説明できるものは全部拡充で説明していかないと。 川名委員   そのほうが多分わかりやすい。すごく厳密に、控え目に区別されてるけど、ほかの部局に比べて１０％も増えてるというのはすごいことなわけじゃないですか。例えば広報たからづかに載せるときに、教育費は目玉になるようなトピックですから、そうするとあれも増やした、これも増やしたというふうにきちんと書いたほうが、市民にはわかりやすいわけですよ。せっかく皆さん努力されて、予算いっぱい獲得してきてるのに。それをちゃんと伝えていくというのも、大事なことだと思うんですよ。だから、電気代やガス代が増えたといった、そういう自然増を除いて、皆さんがこれもっと充実させようと思って増やしたのは全部、充実させたものはみんなそうしましたと、結果として１０％も増えてるんですよということを市民にきちんと伝えられたほうがいいのかなと、そういう細かい区別って市民にはわからないですし。 井上教育長  第一線の考え方が今の話です。そんな遠慮する必要性は全然ないです。７億増えたら、７億増えた説明をしたらいいんです。 川名委員   数字で見たら教育費がこんなにふえて目玉になるわけですよね。教育費１０％増という見出しをとりたいところだから、それに対して中身はどういうことを充実させたんですよというのをきちんと説明されたほうが。もったいないなあと思います。 小野委員長  今後ぜひそういうことで。それから、今ごろ質問もおかしいかもしれませんけども、６番目のアルバイト賃金、これはどういうものですか。 田邊課長   中身の職種を申し上げればよろしいですか。 小野委員長  どういうものなのか、いわゆるアルバイトというのはね。例えば臨時講師みたいな方も入ってるのですか。 田邊課長   臨時講師というのはいわゆる市費負担での学校派遣講師ですね。それも一部含まれております。 小野委員長  主には何なんですか。 田邊課長   例えば給食調理補助であるとか、いわゆる専門職的な職種がメインかと思います。 小野委員長  それはやはりアルバイト的に。 井上教育長  職種全部言って、何が多いか言ってください。 田邊課長   基本的には、調理補助、図書館司書です。それと、幼稚園に配置しております養護助教諭、あとは保育士、このあたりが非常に数の多いものですね。 井上委員   すみません。それに関連して、職場復帰のための指導員謝礼、この指導員というのはどういうものなんですか。 田邊課長   いわゆるメンタル等で休んでおる教職員に対して、プレ出勤というものを行っております。いわゆるお試し出勤と言いまして、本格復帰する前に、練習をしてみようと、学校に慣れてもらうという制度なんですけれども、その中で退職校長等に、その指導等をお願いする場合があります。そのための費用でございます。 小野委員長  それから８０番の中央公民館の整備事業というのも、これはまた二重丸つ
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いてないっていうのも２６年度でも一部費用が出てるものがあったということなんですね。 森田副課長  事業としては新規ではないという意味です。 小野委員長  そういう意味なんですか。  ほかに何かございませんか。よろしいですか。 委員   （なし） 小野委員長  それでは、議案第４号、平成２７年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提出について意見を申し出ることについては、提案どおりとしたいと思います。ありがとうございました。 西本室長   当初予算の説明のため、関係する担当課長が臨席してるんですが、この後の報告事項の前に退席をさせていただきます。 小野委員長  どうぞ。ご苦労さまでした。  それでは、ご報告事項にまいりたいと思います。  まず、最初に第１回「教育委員と語ろう」アンケート結果及び第２回「教育委員と語ろう」の開催についてですね。 森田副課長  第１回「教育委員と語ろう」の際に、参加者から寄せられたアンケートについてご報告するとともに、平成２７年２月２８日に第２回「教育委員と語ろう」を開催しますので、そちらについてご報告させていただきたいと思います。  資料は別紙のとおりとなっております。  まず、１枚目ですが、こちらは第１回教育委員と語ろうのアンケートの結果についてです。  まず、仁川小学校は、参加者が１２名で回答数は４、宝塚中学校は参加者が９名、回答数は６、会場校の記入のないアンケートの回答が２でございました。個別の詳細は説明を省略させていただきますが、おおむね、アンケート結果はよかったという方のほうが多かったと思われます。ただ、それ以外に出てきました意見も踏まえまして、第２回の開催案をつくらせていただきました。  まず、場所については以前お示ししましたとおり、２月２８日土曜日、午前中１０時から１２時が長尾中学校区として長尾中学校で、午後の部１４時３０分から１６時３０分、以前は西谷中学校校区として西谷小学校にしておりましたけれども、西谷中学校で開催できるということになりました。実際には同じ校地内にありますので、建物が変わるだけとなります。懇談会のテーマは、前回と同じく宝塚市の教育についてとしまして、細かい内容は決めないという形は踏襲したいと思います。  懇談会の進め方ですが、少し変更しまして、前回種谷委員からご提案のあった質問カードの配付方法について検討しています。原則として、口頭での討議が教育委員と語ろうの基本なんですけれども、匿名でどうしても質問したいというような事項がある場合は質問カードに記入していただくよう、受付時にカードを配付します。 
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 次に、懇談会の冒頭に管理室長より注意事項等について口頭で説明します。この注意事項は、前回にありました個別の、個人の内容についてですね。 小野委員長  前回のことですね。 森田副課長  そうです。そちらについて、口頭で注意を促した後に、自己紹介していただいて、質問カードの提出があったときについては、このタイミングで事務局から委員長にお渡しします。次に、自由討議をしていただきます。質問カードの提出があった場合で、この質問が個別の要望事項である場合ですが、基本的には要望事項は答えないというほうがいいんじゃないかと。 小野委員長  今の話でこの質問カードを事前にお配りしようというのは、今回、アンケートありますね、これのどこを受けてですか。 種谷委員   私が言ったやつですよ。 小野委員長  そうですか、事前に。それは失礼しました。 
 【 個人情報に関する発言あり 】 
 川名委員   それで、匿名で聞きたいことがあればと。 小野委員長  匿名で書いていただくと。 川名委員   ここにあるのは、あくまでオープンでのやりとり。 小野委員長  さらに匿名での質問ができればいいわけですね。 種谷委員   そうそう。 川名委員   あくまで、自由に聞いてもらうんですけど、その聞きづらいことがあった場合。 小野委員長  そういうことですね。了解しました。  アンケートの最初のところで書いてある副担任制というのはこれはいわゆる１つのクラスの担任のほかに誰か副をつけてほしいという意味なんですかね。 森田副課長  そのように解釈しております。 小野委員長  各クラス２名と、そんなことやってるところはどこかあるんですか。 川名委員   公立はちょっと。 小野委員長  私学の場合には可能性あるわけですか。 五十嵐室長  小学校は公立ではまずできないと思いますけども、私学の場合には教科担任制をひいてるようなところもありますので、小学校で、そういうところでは可能かもしれません。 井上委員   参加者だけじゃなく、出席された校長やら、事務局の方のご意見も聞いてくださいね。いろいろと思いを持っておられる方もいらっしゃるので。 森田副課長  個人情報の話は、小学校の校長会からも事務局にご指摘がありまして。それも踏まえ、最初に管理室長より注意事項について説明するということにします。また、委員長からも始められる前に念を押していただくのがいいかとは思います。 小野委員長  それから土日では出られる方が少ないので、平日のほうが良いと書いてま
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すよね。平日の開催はだめなんですかね。 川名委員   平日のほうが難しいだろうと思いますね。 森田副課長  こちらについては、人によっていろいろご意見があると思うんですけど、平日夜遅くでも出にくい方も結構おられると思うんで、私たちは土日のほうが出やすいとは思っているんですけど。 小野委員長  平日お仕事されてる方も多いですものね。 森田副課長  今度また、そういう意見が多ければ、またそれも考えたいとは思います。 井上教育長  平日の夜と言われてるんでしょ。 森田副課長  夜とおっしゃってます。 川名委員   夜なんですか。 小野委員長  そういうことですか。 井上教育長  昼間ではなく。 森田副課長  はい。 種谷委員   平日のお昼のほうが子どもがいないから出やすいのかと思って。 井上教育長  一旦は土日でしないと仕方ないでしょ。 川名委員   そのうち、夜間とかも考えたらいいかなと。 小野委員長  わかりました。コメントも丁寧に読ませていただきます。まあ賛否両論いろいろありましたしね。 森田副課長  第２回も、参加者と広報については前回と同じような形でさせていただきます。裏面にタイムスケジュールをつけております。９時に集合していただいて、市役所を出発し、まず長尾中に行き、午前中の部をやりまして、午後から西谷中に行きます。移動なんですけども、個別でもし自家用車で行きたいという方が多ければ、マイクロバスではなく公用車の使用も考えておりまして、どちらのほうがご都合がよろしいでしょうか。 小野委員長  前回と同じでいいんじゃないですか。マイクロバスでの移動で。 森田副課長  わかりました。マイクロバスをご用意させていただきます。  あと、途中で食事する場所がございませんので、お弁当を、長尾で準備させていただけたらと思います。 小野委員長  ありがとうございます。ではそういうことでよろしくお願いします。  では次に参りましょう。 森田副課長  次に平成２７年度の教育重点施策についてですが、案が２通りございまして、１案は平成２６年度と同様の形式としまして、市民への広報としましては、広報４月号で発表する、これが１つ目の案でございます。  次に、４月から始まる総合教育会議で教育の大綱が調整されるので、そちらを調整してからその内容も踏まえて発表するという案です。例えば平成２６年の教育重点施策は、その年度に取り組む施策を載せているんですれども、前半部分はいわば理念のような部分です。教育の大綱についても、振興基本計画の理念を持ってするのがいいんじゃないかという議論もありますが、実際どうなるかわかりませんので、それを踏まえてするべきかと思いまして。 小野委員長  いかがでしょうか。１案と２案。 
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井上教育長  予算の説明はどうするのですか。 森田副課長  その場合、予算は羅列する形でもできるかなと。 井上教育長  これは議会と話ししてますか。 森田副課長  まだです。 井上教育長  議会でこの話が出てきて、２６年度はこの方向でいくということで進めてきましたよね。大綱は時間かかりますよね。４月にすぐできるかどうかわからないとなると、予算の説明がいつまでたってもできない。 小野委員長  なるほど。予算案はもう公表しないといけないのですね。 井上教育長  予算は４月からスタートします。 小野委員長  決まってからスタートするわけね。 井上教育長  ４月からするからね。教育の重点施策として、予算を市民に知らせるのは必要ではないか。新たに大綱ができたら大綱は大綱で広報したらいいのでは。 小野委員長  僕も資料だけ見たときには、４月から大綱ができるんだとしたら、議論をして、また４月から大綱に基づくというのはおかしいと思ったから、当然２案がいいんじゃないかなと考えていたのですが。そうすると、今教育長がおっしゃってる意味で、予算はどういう姿で示すのかなと。さっき種谷委員や川名委員もおっしゃったように、どういう点を特に拡充されたのかという説明しながら、その予算だけを市の広報誌に載せるという意味ですよね、教育長がおっしゃるのは。 井上教育長  去年から拡充したことを中心に文章つくるとなればですね。 小野委員長  ただ、去年は冒頭に理念的なものがあったわけで。 井上教育長  冒頭はそういう考え方だけですね。予算の説明というのは、重点的なあるいは拡充したことを中心に説明する。  それと、もう１点は、議会との調整もしといてくれないといけません。 小野委員長  議会でも何らかの形で話になっているのですか。 井上教育長  教育長が教育の方針を市議会ですべきという提案が何回かあって、現時点ではそれをしない代わりに重点施策を広報することとしている。教育委員会制度も変わるが、それを１年だけで終わりということではいけないんじゃないかなと思いますので。 小野委員長  予算の提示の仕方に何か工夫いるだろうなと。去年いろいろ事務局と議論になったけど、冒頭のここは２７年度向けに教育委員会で書いて、改めて大綱を作りますよと。どんな形で大綱が発表されるようになるのかはわかりませんが、今のところは教育振興基本計画をベースに考えればいいのではというような議論があったと思うのだけど。ただ、市長さんが何か思いがあってね、大綱にこんなものを入れたいと、思っておられるかもしれないですね。我々と議論する中で、それは尊重しないといけないだろうし。大綱は市長さんが、市長の責任で決めなさい、となってますからね。 井上教育長  大綱は大綱として考えていかないと。もう予算はスタートしてますから、予算ができてるのに重点施策は説明できないというのは、おかしな話になってきますね。 



平成 27年第 2回会議録 

12 

 

種谷委員   この前の市長との話でも。 小野委員長  それはそうですけどね。 井上教育長  これそのものが方針から来てるからね。これ自身が僕は大綱だと思ってるんだけどね。 川名委員   答申で予算をそこにつけていくというふうに考えれば。 井上教育長  大綱と同じようなものと思ってるんです。そんなに変わらないだろうと。 種谷委員   私も２案かなと思ったけども、今のお話聞いてたら１案ですね。 小野委員長  予算のことは僕ら確かに余り気にしなかったね。 川名委員   毎年毎年のことで予算は時期が来たら決めないといけないし、大綱は今回法に基づいて新たに作ることになるから、これだけ切り離してちょっと遅れる可能性もあるし、１案でいいんじゃないんですかね。 種谷委員   私も２案かなと思ってたんですが、今の話聞いて、１案でいいかなと思う。 川名委員   予算はやっぱり発表しないとおかしいですものね。 小野委員長  それはそうですね。 川名委員   すでにできてるし。 小野委員長  今回は、予算の説明をするということをメインにしながら、要は、この昨年のこの部分をとにかく作らないといけないということでしょ。 森田副課長  ２つですね。はい。 小野委員長  これ予算はどうしたの、この隣にあったんだけど、予算自身は。 種谷委員   予算は多分もっと別の初めの第１ページ、第２ページで。 小野委員長  教育だけを書いてるわけじゃない。 川名委員   教育の考え方はこの教育のページですか。 森田副課長  予算は翌月の５月号に載せてます。４月号はとりあえずこちらの重点施策を掲載します。 小野委員長  これは１月号でしたか。 森田副課長  ４月号です。 種谷委員   でもこれがベースの予算で、拡充されたものを組むってことでしょ。だから４月号でそれをしておいて、５月号で予算のをやって、またその後大綱みたいなイメージで。 森田副課長  また、次回までに用意しまして、お示ししたいと思います。 小野委員長  去年、この部分を相当事務局とやり合った記憶があります。ここの部分に関してですね。 森田副課長  基本的に２６年のものをベースにさせていただきますので、形としては。 小野委員長  内容的にもですね。 森田副課長  内容的には、初めの部分はそんなに変更がないとは考えているのですけど、何かもっと変えたほうがよろしいですかね。 小野委員長  一度、原案をそれでつくってみてください。原則１案ということで。予算とうまくリンクするような形にするということですね。  じゃあ続きまして。 森田副課長  宝塚市教育振興基本計画後期計画の策定についてお諮りしたいと思います。 
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 こちらですけれども、２枚目にペーパーをつけさせていただいております。前回と変更したところなんですが、２番の下線を引いたところで、前回いわゆる検討の審議会のようなものは必要はないと、教育委員の皆さんを中心としてやっていっていただくという形でご意見いただきました。ただし、教育委員会での議事との関係もありますし、議論としてもそれのみでしたいという思いがありますので、一応検討会という形をつくらせていただこうかなと考えています。それについて、検討会のほうについてはメンバーとして教育委員の５人の方とあと教育委員会の事務局の部長３人をメンバーとしまして、必要に応じて現場の教育関係者、あるいは市民公募、こちらは今ちょっと募集しておりますが、あと知識経験者、いわゆる大学の先生方に、必要に応じて来ていただいて、意見聴取するという形を考えさせていただいております。イメージとしましては、次のページので基本的に計画をほとんどつくります。中に書いてますように、ただし策定検討会だけでつくったんじゃないということで、知識経験者とか、学校現場とか保護者の方とかを呼んで、意見聴取するという形を考えております。  ３枚目の名簿で左のほうに検討会のメンバー、教育委員の皆さんと事務局から３部長、あと意見聴取者を予定した名簿ということで、当初審議会形式のときに、入れると言ったメンバーなんですけども、意見聴取するにしても同じようなメンバーかなということで、現場の教職員代表とか、ＰＴＡ代表とか、知識経験者とかいう形で記載しております。  あとは、４枚目が大体のスケジュール案なんですけども、教育委員会で中心となって計画を策定していただけることですので、今想定しておりますのが、教育委員会が大体月に２回ほどございますけども、そのうち１回、教育委員会協議会が終わった後に、検討会をさせていただくと。また、節目節目、例えば、パブコメの前ぐらいにとかですね、計画の素案が固まった段階で大体、月に１回ぐらい意見聴取の方を呼んで意見をいただくという形がよいかなと想定しています。 小野委員長  今のは大体それでいいと思うんですけども、庁内検討会てあるでしょ。今の策定検討会の一番下にも、事務局で後期計画案の原案の作成と、これは、今事務局の室長さんクラスで原案をつくろうとしてるんですか。 森田副課長  これは原案というほとんど見直しに関係するところが主にはなると思うんですけども、いわゆる課長クラスですね。 小野委員長  私は、皆さんお忙しい中で、わざわざ後期計画の原案みたいなものをつくる必要はないんじゃないかなと。我々がもし必要ならまさにその課長さんなんかともじかに意見交換するような場を設けて、どういうことを考えているかとか、もう少し追加したほうがいい点がありますかとかを聞き取る。まず後期計画の原案をここでつくりなさいというのは大変酷なんじゃないのかなと。忙しい中で無駄にならないのかなという気がして、これはそういうのつくるつもりなんでしょ。そうじゃないんですか。 森田副課長  いわゆるたたき台というのを想定してたんですけど。 
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小野委員長  確かに５年過ぎてもう少しこういうところを新たにしようというものもあるかもしれないけども、ほとんどは組み替え程度でいいのではないのかなという気がしてます。別にたたき台をつくるとなると事務局の皆さんにかなり負担にならないのかなというのが、私の率直な考えですね。 川名委員   質問ですが、今のたたき台というのは、委員長がおっしゃったような作業をするという意味ですよね。何か１からまたつくるということですか。 森田副課長  そういったことは想定していません。 川名委員   この前、後半のことをやるわけだから、前半のいろんな成果だの反省を踏まえてちょっと変えましょうねと。それでもうちょっとシンプルにしましょうねと。そのたたき台をつくってくださるというふうに理解していますが。 森田副課長  大きな意味合いでいいますと、１からつくるというのは想定していません。後期計画ですので、ここを変えるというそういう意味ですね。 井上教育長  ここを変えるとかわかりにくいんだけど、私が勝手に思ってるんですけど、例えば、委員の中でそういうのをつくるのは別にして、事務局で５年間の成果とか、課題とかがつかめてなかったら誰かに質問されたときに、何も答えられないですね。そういう整理をしていないと、次の方向でこのままで行っていいのか、あるいはもっと変えるほうがいいのかとかいう判断をしてもらう材料を作成しないと。これを全部するといったらなかなかのものですよ。 小野委員長  今、表記してる分は、毎年我々が事務事業評価やってますね。あれの５年間の成果を全部何かまとめてるということですか。 井上教育長  まとめるかどうか別にしても整理だけでもしてもらわなかったら、作業としてできないです。コンサル入れますけどね。 小野委員長  僕はね、それ本当にそこまでやる必要があるのかなと。もちろん何らかの見直しはいいですよ。この５年間ね、こういうことやって結果がこうでしたと。だけどそれを数字で表すことは極めて困難でしょうし、僕はそういうのも皆さんで議論しながらで。余りそこに労力をかけたくないなという思いなんです。今回はせっかく教育委員みんなで議論しようというんだから、確かにこんなものがいるなというものがあったら事務局に、これは整理してということはあるかもしれませんけどね。まず５年間の成果を一回事務局で整理してそこをベースにというのは、そこまではやる必要ないんじゃないかなと。 川名委員   私たちは、新しいメンバーなので、この２年のことは若干なりともここに力入れてきたなとわかるんですが、全体でどうだったかということはわからないわけですよね。何が足りなかったのか、この辺はよかったのかとやっぱり粗方でいいから整理はしていただいたほうがいいような気がするんですが。 森田副課長  今、既にその評価については事務局内に照会をかけておりまして、想定されてるレベルのものができてるかどうかわかりませんけど、担当としてこれまでの施策についてどう評価してるかについてはまとめていきたいと思っております。 小野委員長  施策ごとに。４９ありますよね施策。それを全部ですか。それも５年間分のをやってるんですか評価を。 
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森田副課長  ５年間、現時点でどうかという評価ですね。 小野委員長  既にやってもらってるならそれは別にいいんですけどね。 川名委員   余りその細かい数値の評価まで必要じゃないんだけど、もうちょっと大ざっぱでもいいんですけど。でも何かこれは力入れた割には成果としては目に見えなかったとか、これはすごい成果が上がったとか、こういうことが足りなかったとかやっぱり何かあったほうがよくないですか。 小野委員長  今、川名委員がおっしゃったように、５年間で前半３年と僕ら後半２年はわかってるとおっしゃったけど、別にそんなに内容が違うのかなと思いますが。 森田副課長  逆に委員の皆さんから見られた視点と、やってる事務局のほうの視点が相違する場合もございますし、それはそれで資料として。 小野委員長  僕は、事務局の皆さんが考えてそれを単にフリーディスカッションをして我々もそれから事務局の方の意見をすり合わせしながら、こんなところにもっと力入れたほうがいいなと話し合うことは、僕もやる必要があると思うんですよね。事務局の皆さんやってるわけだから。そのためにここにあるような原案の作成ってここにありますが、そういうことまでは必要ないんじゃないかということです。 西本室長   そこで、確かに表現は原案ということになってるんですが、原案は教育委員の皆様と、３部長、それから意見聴取の中で必然的にでき上がっていく、その作業の一部をお願いするかもわからないということです。やはり重要なのは、先ほど教育長のほうからもお話がありましたように、５年間の振り返り、単年度ごとは事務執行評価してるんですが、それを通して５年間どうやったか、川名委員がおっしゃられたように、結果そういう事業進めてきたけども、余り目に見えない、効果が低いというものがやっぱり５年間通して見えてくると思うんです。そうしたら、効果は低いんだけども、さらに少し頑張って力入れていかないといけないものなのか、それともそれは少し事業として見直していったほうがいいのかということは、やはり５年間の振り返りというのは重要かと思います。それについては検証結果という形で一定整理をしたものを基礎資料としてまずお手元に。 小野委員長  わかりました。いいですよ。そりゃ皆さんがやってくださるなら、決して僕は反対しませんけどね。皆さんに負荷をかけるんじゃないかなと。 西本室長   極力かからない形で、委託の中でできるだけやっていきたいと思っております。 小野委員長  それからさっき、教育長が何かお願いするとおっしゃいましたね。コンサルか何か。 井上教育長  予算で作業の委託料とっているんですね。 小野委員長  それ委託するんですね。 井上教育長  事務局の作業時間を省くため、委託する費用はいくらかあるんです。極力、事務局の手間を省きたいということでとったわけでしょ。 西本室長   そのとおりです。 
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小野委員長  委託はして、それ以外の部分を皆さんがするのですね。 西本室長   そのための下資料とかですね、基本的には資料はこちら準備して渡していくことにはなりますけども。 小野委員長  そうですか。わかりました。正直、そういうのが必要なのかなという思いはありますが、いいでしょう。次にいきましょう。 谷川幼児・特別支援教育担当課長 よろしいですか。 小野委員長  はい、どうぞ。 谷川幼児・特別支援教育担当課長 ３年保育の早期実現に関する要望書についてですけれども、昨年の１２月に宝塚市へ幼稚園ＰＴＡ会長会のほうからこの要望書が出されました。ＰＴＡ会長会からのほうは子供にとって３歳児からの幼児教育が必要であるということと、保護者にとっても早い時期から保護者同士がつながりを深めることで、子育てによる不安や孤独感から解放されるというようなことをお話しされました。ＰＴＡ会長会ではその公立幼稚園での園児数減少傾向を重く受けとめておられまして、公立幼稚園の存続ということからも、既に３歳児保育の施設が整っている仁川幼稚園、長尾幼稚園での早期実現を求めて要望書を出されたということでございます。実は今週の２６日ですけれども、第６回幼稚園教育審議会を開催いたしました。その中でもＰＴＡの代表の方が委員として出ておられますので、同様の意見、３年保育に必要性について意見を述べられたということでございます。報告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。いかがでしょうか。 井上委員   前々からこの仁川幼稚園、長尾幼稚園の３年保育が言われてますけども、これは要は予算がつかないからできないわけでしょ。 谷川幼児・特別支援教育担当課長 予算というよりも、庁内的に３年保育の必要性についてきちんと合意形成がなされていないというところが一番だと思います。教育委員会の中では３年保育の必要性というは十分認識しておりますし、できれば実施していきたいという方向性はありますけれども、将来的に私立幼稚園のほうで３年保育が十分進められている状況である中、公立幼稚園での３年保育が必要なのかというところの調整が十分できていないというのが現状かと思っております。 井上委員   この３年保育を実施した場合、幼稚園の園児減少は止まりますか。 谷川幼児・特別支援教育担当課長 実際止まるかどうかというのは、はっきりとわかりませんけれども、ただ３年保育を希望されておられる方が６０％、市内でおられる。私立に３年保育で行っておられる方が４０％、公立幼稚園で４歳児から幼児教育を受けられる方が２０％、ということになれば、後の２０％の方が公立幼稚園に３年保育が始まれば、公立に来られるという可能性はとても強いかなとは思っております。 小野委員長  新しい取り組みはどう進んでいるんですか。子ども・子育て支援新制度ですか。庁内で議論にしてますよね。 谷川幼児・特別支援教育担当課長 はい。子ども・子育て支援新制度の計画については、子ども未来部が重点的に考えているのは待機児童解消の方策でして、今ある現状の施設をどうするかではなくて、待機児童を受け入れるために施設をどういうふうに整備し
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ていくかというところを主に議論されておられているで、今ある公立幼稚園についての議論には至っていないのが現状でございます。 種谷委員   だから、そういうのを含めてやらないと、こっちでこう決めるというのはちょっと何か片手落ちって言ったら何というか。 小野委員長  全体で考えないと。 川名委員   全体の中で、保育を捉えて保育所と幼稚園の割合、配分もあるし、ゼロにはできないものでしょうけど、一つずつ要望があったからと言って、そこで３歳児保育をやりましょうということにはなりませんよと。市としてどういう方針なのかはっきりわからないうちは、なかなか１つずつのそういう要望に応えていくことは難しいですねと昨年の秋に話しましたね。幼稚園の審議会もなかなかはっきりしないような結論が、中間報告でしたけれど、新制度が始まった認定こども園ですね、そちらのほうもどういうふうになるのかもわからなくて、市のほうが部局の垣根を越えて、ワーキンググループでもつくってもらえるといいですねということで終わっているんです。 小野委員長  そういう垣根を越えてワーキンググループみたいなものもスタートするという話もありませんでしたか。 井上教育長  難しいですね。 谷川幼児・特別支援教育担当課長 実は幼児教育センターというような話が議会の中でも出ておりまして、もちろん議会で出ているだけではなくて、幼稚園教育審議会の中でも幼児教育全体を考えた幼児教育センターというものの設置は必要じゃないかという話が出ております。その幼児教育センターを核にして、宝塚市の就学前教育の全てのことを考えていきたいということで、今子ども未来部と話をしかけ始めたところです。もう１点は、答申をいただいた後、これは今後の方向性については委員会でまた協議してまいりますけども、その中に子ども未来部も入っていただきながら、全体的な総合的な観点の中から認定こども園のあり方も含めまして、考えていきたいというふうに思ってます。 井上委員   数字自体が出てきてますから、しっかりと幼稚園のほうは頑張っていただいて。 小野委員長  この前も認定こども園みたいな形がとれれば望ましいんじゃないかというような話もしたと思うんだけど。 種谷委員   やっぱり全体ですよ。 小野委員長  そうですね。 種谷委員   教育委員会だけで何か言っても仕方がないのでは、と。 小野委員長  特別だから、難しいかもしれませんが。 川名委員   幼稚園は教育委員会で、保育所系は子ども未来部になって。国と同じですよ。文科省と厚労省と。もう地方もそうなっているわけですから、それを一緒に、やっぱり垣根を壊して話し合って、子どもたちの、就学前の子どもたちをどうしていくかというのが、市としての方針を出してもらわないことにはどうしようもない。 種谷委員   公立幼稚園を３年にしたからといって、やっぱり保育所とか、もっとそっ
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ちに行って、こっちはいなかった。そういういろんな要素があるじゃないですか。 小野委員長  全体を見ながらつめるべきだ、個別の視点のみで、ひとつの判断をしているんじゃないかと、そう言われるんですね。 川名委員   もちろん要望はわかるし、なるべく手元で育てたいという人たちの希望には添わないといけないと思いますが、その全体の配分、ニーズを見て、幼稚園と保育所の割合をどうしていくのかとか、そういう市の方針が出ないと、１つの幼稚園についてはここで要望が出たら３年保育をやりましょうというふうに、やっぱりなりにいくいかな。 井上教育長  わかりました。市のほうも保育所が新しい制度に変わるということで、審議会をつくってやってきたけども、教育・保育の量の見込みと提供体制以外、幼稚園の議論がなされなかったと。 川名委員   おかしいでしょ。 井上教育長  そのようなことから、幼稚園の審議会で宝塚市の幼稚園のあり方はどうですかと諮問した。いくらかは縮小して、３年保育は実施すべきかとかの回答が出てくると思いますけれども、仁川と長尾保育所が出てきているのは、仁川、長尾については施設そのものは３年保育可能となっている。遊んでいる部屋があるということは大きな問題でもあるので、そこで３年保育をすればいいんじゃないかということです。もともと市は３年保育すると言って施設をつくってきたんです。市長がかわった途端３年保育やめたというようなこともあったが、私立幼稚園の要望も、公立では３年保育やめておいてくださいという意向がまた強い。それでまとまらなかったわけであって、私立の力が強かった部分もある。 小野委員長  判断も、私立側の要望に押されているんじゃないの。 井上教育長  中川市長は公立で３年保育はダメという判断はしてない。公立幼稚園をもっと増やしてという感じの意見でもない。 小野委員長  僕は正直言って、市長さんがもう少しそういう全体に向けての方向性を出しながら、別に市長の考えだけで進める必要もないのですが、将来的なそういう議論、詰めをもっと、子ども未来部はぜひやっていただきたいな。そういう思いはあるんですけども。 川名委員   全体像がわからないと、やっぱりなかなか。 小野委員長  個別であんまりね。 川名委員   民間への圧迫ということもありますし。だけど働く方のためには公立幼稚園があるということも意義が大きいわけだし。いろんな要素があるわけです。だから、その配分がどうしていくのかということは全体のニーズとか、社会の変化を見て、おおよそ大まかな方針が出ないと、やっぱり別個になっているのはかなり難しいと思います。 井上教育長  配分も含めてですけども、縦割りをなくして、検討会を作ろうということも考えている。 小野委員長  ぜひ進めてほしい。 
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井上教育長  教育と保育部門が一緒に話ししたり、視察に行ったりしだしたところなので、もっと動かさないと、これはだめだなと。 小野委員長  それをぜひ教育長、お願いしますよ。 井上教育長  がんばってやらないといけないですね。 小野委員長  では、それは市全体の方向性をよく見た上で、また考えていこうということにしたいと思います。  それでは続きまして、校務支援システムに関して。はい、どうぞ。 井上教育研究課長 宝塚市校務支援システムに係るシステム概要について説明します。  平成２６年度に予算化された「宝塚市校務支援システム」が本年１月５日より、市立幼小中特別支援学校において仮稼働を始めました。導入に当たり、本システムの概要についてご報告いたします。校務支援システムについて簡単に申し上げますと、学校教職員が授業以外のところで事務仕事、校務しているわけですが、結構通知表の作成であるとか、あゆみの作成、出席簿等をつけておりますが、そういったもろもろの事務作業が、手書きのものが多くございまして、そういったものをパソコン上で全て電子化し、システム的に効率化を図れるような作業のできるものをパソコンの中に入れたものでございます。本来の目的は業務の効率化を図りまして、教職員が児童生徒に向き合う時間をしっかり確保していると。子供理解に努めるためにということが大きな目的でございます。昨年度、平成２５年に研究課のほうに私が行ったわけですけれども、阪神間の状況は本市と、それから川西、三田を除きまして、他の市は実行しているおり、もう導入されて稼働しておりました。２５年に他市、それからいろいろと頑張っておられるところも視察しまして、１年かけて検討を重ねていきまして、２６年度、このシステムが導入できるように、１億３，８００万円予算をとっていただきまして、この支援システムのほうを今年度より導入できることになりました。  １枚めくっていただきまして、宝塚市校務支援システムの導入スケジュールというところでございますけれども、４月からシステムの事業者のほうの検討に入りまして、選定するための審査委員会、それから検討委員会を立ち上げさせていただきまして、審査委員会のほうはシステムの機能性、それから安定性等をきちっと審査するために、計６回、７月までに持ちました。選定検討委員会のほうはシステムの使い勝手、操作性を評価していこうということで、７月までに計５回持ちまして、７月にプロポーザルを行いまして、業者のほうを決めてきました。正式には１０月に契約のほうが締結し、その後１１月１７日に個人情報の審議会が行われまして、そこにシステムのご説明になりまして、このシステムに入る個人情報、例えば児童生徒の名前であるとか、それから保健関係、歯の状況であるとか、体重であるとか、そういった個人情報は一切資料に保存しまして、結果、審議会でご報告する中、何とか承認されましたので、ここを受けて１２月から研修をスタートしまして、１月と、今に至っているわけでございます。学校のほうの研修も２月中に全校訪問しまして、一斉に操作の研修会のほうを予定しております。１２月、
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１月とは全体研修ということで、もう全て研修１０回のほうは行っておりまして、４月から本格化稼働に向けて取り組んでいきたいと考えてございます。  横長のＡ４のカラーのものが、支援システムが導入されますということでお配りしています。ここに簡潔にまとめておりますグループウェア左の学籍管理ということがあるんですが、児童生徒の個人情報、名前であるとか、それから住所、保護者名等がこのシステムの中に一元管理されまして、ここに入力しましたものが出席簿であるとか、それから指導要録、学籍、その記録ですね、それからあゆみ、通知表、それから進路の資料等、保健関係等に全部連動いたしまして、きちんとここで管理ができるということで、全てつながって効率よく作業できるようになっております。それから右側のほうにいきまして、成績管理、成績処理が主な学校教職員の事務仕事なんですけれども、ここで日々のテストの素点を入力しましたら、システムの中で計算されて、自動的にそれがあゆみの評価に、例えば９割以上、この科目はとっておけば、あゆみのよいがつくとか、ふつうになるとか、もう少しというふうな段階をもって、あゆみに自動的に連動されます。もちろん、その担任の先生によっては、自動的に反映されたものをご自身が動かすということもできますので、それ辺機器のいろんなことを管理しながら作成をしていくんですけれども、自動入力ができるということになります。それから、あゆみに連動したものが今度労力のほうにも反映されてきますので、ずいぶん効率化を図れるようになります。児童生徒の個人のカルテというものもありまして、その生徒の情報も全て小中９年間、ずっと見守っていけます。データの中で、順繰り順繰り学年を送っていって、その子供たちを大事に育てていくというふうな９年の見守りという面でも非常に有効なシステムだと考えております。  その裏が、業者の簡単なパンフレットが入っておりますけれども、業者のほうはその下に書いております両備システムイノベーションズというところでして、もともと岡山の両備バスさんというのが本体の会社ですけれども、最近とっても良いシステムの開発もされておりまして、結構需要のほうがふえている上向きの業者でございます。ここの一番よかった点は宝塚市の帳票にほとんど安価で、要望に応えていただけるというふうな、すごく利便性の高い会社でございまして、そういった面からも操作性の面からも良いメーカーでございます。実際の画面なんですが、それぞれ先生方のパソコン、今、１人１台配置しておりまして、その画面上に校務支援というアイコンが出まして、そこをクリックしましたら、本人かどうかということを聞いてきますので、そこで自分のＩＤとパスワードを入力しましたら、このシステムの画面がパソコン上に出てまいります。続けて、メールの機能がありまして、例えばメールをしましたら、どこの学校にどんなメールを送りますかと問う画面になって、学校をクリックすると、その学校の教職員が一覧で出てきて、そこをクリックしてメールを飛ばすいったことができたり、その横の学籍、成績というボタンを押すと成績順ができるといったような画面になっています。それから緊急情報なども流したいときは、教頭先生から今日中に何とか
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出してくださいということを先生方にお伝えることに使え、時間が軽減されたり、出張も管理できたり、それから自分のスケジュールも、入力すること、明日はこんな予定ですよ自分で管理できるといったものになっています。月々の行事予定も貼りつけておくと、多分これが一番重宝されると思うんですけれども、日々の学校の予定もわかります。裏につけておりますのが、宝塚市の帳票の様式にカスタマイズしましたものでございまして、一番上の転入学の通知書から始まりまして、ずっと学籍関係、保健関係というふうにつながっていくんですけれども、こういったものも複雑なものから全て電子化されて、作業も楽になってまいります。１９番から調査書の管理と書いてありますけども、この辺りずっと担当課が右にありまして、学事、企画、それから学教と、いろんな課にまたがっているところでお世話になりながら、要録につきましても、そちらでも十分効率化が図れております。保管に関しましては学校教育課からご説明します。 井上学校教育課長 失礼します。指導要録と、それからあゆみの通知の作成・保存について少し説明させていただきます。  まず、あゆみ、通知表につきましては現在基本的に、各学校で教職員が手書きで作成をしているんですが、学校によっては最近は学校ごとで電子化を進んでいる学校も増えてきております。今後はこの校務支援システムを活用して作成をしていくということになります。電子入力をして作成したものをプリントアウトして、保護者に紙で配布をするという形になります。  それから、指導要録につきましては学籍の記録、指導の記録と２種類あるんですけども、どちらにつきましても電子で作成をし、そしてそのまま保存も電子で行うということになります。現在は手書きで作成したものを紙のまま保存をしているんですが、今後は電子化して作成をし、電子保存をするということになります。作成は基本的に、担任がデータを入力をし、指導要録の担当が、各学校の担当がチェックをした上で、最終的には管理職が承認をするという形になります。指導要録の保存につきましては、その児童生徒がその学校を卒業するまでは電子保存なんですが、卒業するときにはプリントアウトをして、紙で保存するという流れになります。以上でございます。 井上委員   よろしいですか。ＩＤは先生、各個人が持ちますよね。これ児童の名前を打ち込んだときに、過去の生徒も見れるわけですか。 井上教育研究課長 見れないです。自分のＩＤで見れるのは自分のクラスの子どもの分だけなんです。 井上委員   見れない。クラスだけ。そうじゃないとおかしいですよね。 井上教育研究課長 はい。 井上委員   わかりました。先生がやめられるときはどうなるのですか。ＩＤは返すのですか。 井上教育研究課長 そうです、はい。 井上委員   それまでは持っておられるんですか。やめられるまではそのＩＤは全然変わらない。 
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井上教育研究課長 転勤された学校でも自分のＩＤを使いますので、やめられるまでは使っていただきます。 小野委員長  他市は結構早くやってましたね、西宮、伊丹。これも同じ両備のやつですか。これは違うんですか。 井上教育研究課長 微妙に違います。 小野委員長  違うんですか。 井上教育研究課長 伊丹のはソフトを入れているという感じです。また、違った形のものがありまして。 小野委員長  そうですか。これでは１０月に決めて、もうできるというのは相当早くできたのですね。 井上教育研究課長 相当ですね、業者も徹夜でした。こちらも入力とかは。 小野委員長  そうですか。 川名委員   これって、便利になると思うんですけど、いろいろおもしろいし、教頭先生から何か来てないかなとか、しょっちゅうパソコンを見て、せっかく子どもとふれあう時間ができると思ったのに、みんなパソコンにへばりついているというようなことにならないように願います。 小野委員長  そりゃそうですね。 川名委員   新しくおもしろいんじゃないですか。ついついあれをしたり、これをしたりとかやってみたくなって。 小野委員長  本来の目的にちゃんとかなうように。子供と向き合える時間を増やすと。 井上委員   電子掲示板とか、電子メールとか。 井上学校教育課長 そこは徹底していきたいと思います。 小野委員長  はい。有効に使っていただきたいと思います。よろしいですかね。  それでは続きまして、いじめと体罰についてですね。 
 【 非公開での報告事項あり 】 
 小野委員長  はい、それではいじめ、体罰に関しては以上でよろしいでしょうか。  ほか何かございませんか。 西本室長   体罰事案に合わせて、処分結果ということで、報告をさせていただきます。 小野委員長  はい、どうぞ。 
 【 非公開での報告事項あり 】 
 小野委員長  わかりました。ありがとうございます。  それでは、本日の議案案件は終わりですね。 西本室長   以上でございます。 小野委員長  それでは、以上で教育委員会の会議を終了したいと思います。  ─────────── 閉会 午後 ３時１０分 ───────────── 
 


