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平成２８年第４回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 
 １ 開催日   平成２８年２月２４日（水） ２ 場 所 宝塚市役所 ３－３会議室 ３ 開会時間  午後１時３２分 ４ 閉会時間  午後２時４１分 ５ 出席した委員の氏名  須貝 浩三教育長、井上 輝久委員、川名 紀美委員、種谷 有希子委員 及び篠部 信一郎委員 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 生涯学習室長     島廣 弘二 

職員課長       田邊 哲朗 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 学事課係長      奥田 利富美 
 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 歴史教科書採択手続の改革を求める請願書  ○議案第４号 宝塚市教育振興基本計画（後期計画）の策定について  ○議案第５号 平成２８年度宝塚市公立学校校長及び教頭人事異動の事前協議について【 非公開案件 】  ○議案第６号 宝塚市立小学校及び中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針の策定について 
 

10 その他  ○報告事項  平成２８年(２０１６年)１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 】 
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 会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３２分 ───────────── 須貝教育長  平成２８年第４回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催いたします。  最初に、傍聴希望の方はいらっしゃいますか。 西本室長   現在４名おられますので、入っていただいてもよろしいでしょうか。 須貝教育長  はい。 （傍聴者入室） 須貝教育長  それでは、本日の会議を始めます。今日の署名委員は、種谷委員です。  本日の付議案件は、請願が１件、議決事項が３件、議決事項以外の案件１件です。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、請願１件、議決事項３件、議決事項以外の案件が１件です。  請願第１号 歴史教科書採択手続の改革を求める請願書、議案第４号 宝塚市教育振興基本計画（後期計画）の策定について、議案第５号 平成２８年度宝塚市公立学校校長及び教頭人事異動の事前協議について、議案第６号 宝塚市立小学校及び中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針の策定について、報告事項 平成２８年（２０１６年）１月における宝塚市立学校における「いじめ事案」について、以上でございます。  なお、議案第５号は人事に関する案件ですので、非公開でご審議いただきますようお願いいたします。また、いじめの報告事項は、個人情報に関する事項を含むため、非公開でご報告をさせていただきます。  そのため、審議の順番といたしましては、まずはじめに、請願についてご審議をいただいたのち、次に議案第４号、第６号について順にご審議いただき、非公開でいじめ事案についてご報告をさせていただき、最後に議案第５号についてご審議いただきますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 須貝教育長  それでは、ただ今、事務局からありました順番で進めたいと思います。  請願第１号 歴史教科書採択手続の改革を求める請願書について、担当課より説明をお願いします。 柳田課長   請願についてご説明申し上げます。請願第１号として、歴史教科書採択手続の改革を求める請願書、提出年月日は、平成２８年２月１日に受理しております。請願者は、宝塚の歴史教育を正す会です。  請願の内容ですが、請願書につきましては、事前に各委員へお配りしておりますので、請願項目のみ読み上げさせていただきます。  「中学校の歴史教科書を採択する場合は、検定済み歴史教科書の内容について、中学校学習指導要領第二章第二節中の歴史的分野に掲げられた上記重要目標を達成するためにどのような配慮がされているか、という観点での詳細な調査研究を重点的に実施し、従来から実施してきた８項目の観点での調査研究は第二次的に実施すること。」以上でございます。  請願内容については、以上になります。よろしくお願いいたします。 



平成 28年第 4回会議録 

3 

須貝教育長  はい、ありがとうございました。  この請願につきましては、委員の皆様にも既に熟読していただいていると思います。この件について、ご意見を出していただいたらと思います。 種谷委員   まず、この請願の対象について検討する対象としては、その結論に書かれている、「記」以下の部分という趣旨で理解すればよろしいんですか。 柳田課長   この請願書の願意というものがあるかと思いますので、特に「記」以降だけではなくて、全体を通して願意の方を特定していただいた上で整理していただければと思っております。 種谷委員   そうすると、対象は、この「記」の４段落だけではなくて、全体ということで理解すればよろしいですか。 柳田課長   はい。 須貝教育長  では、そこに項目、１、２、３、４と結論が５、最後に「記」があるんですけれども、まず、第１項目、教科書採択との関係ということで、請願では、「各教科毎の目標に最も適合した教科書を選ぶ責任があります。」ということで書かれております。  それから、第２項目の観点部分で「中学校の歴史教科書を採択するために調査研究する場合には、これらの重要目標を達成するためにはどのような配慮がなされてるか、という観点を最重要観点とすべきである」とあり、三つ目には、「肝腎の教える中身を重視した調査研究は何もしないで採択決定したのですから、これでは教科書採択権者としての責任を果たしたとは言えません。」というようなことを書いております。  こういったところを踏まえて、ご意見をいただけたらなと思いますけれども。 井上委員   阪本さんのこの請願なんですけども、教師が教えやすいか否かという、教師の立場を重視したということを重点に置かれてるんですけども、具体的に、これだけで選定委員会が評価したのかどうか、その辺ちょっとお聞きしたいなと思うんですが。 種谷委員   それともう一点、教科書採択に当たっては、教育委員会から教科書選定委員会に対して諮問を出していますが、その諮問の中でたくさんの項目を挙げていたかと記憶しています。いろいろな観点から考えてくださいね、ということをお願いしていると思うんですけれども、その意味でも、ここで書かれているところと違うのではないかと思うので、選定委員会との諮問・答申の関係においても、これまでどのような形で私たちが決めてきたのかということのご説明を事務局のほうからもう一回していただければなと思います。 井上教育研究課長 本年度の教科書採択の簡単な流れでございますけれども、４月２２日の教育委員会の中で本年度の教科書採択の基本方針、そして採択方針並びに調査研究についてということで、具体的にこのような方針でいきましょうという原案を協議していただいたかと思います。それを選定委員会のほうに諮問いたしまして、選定委員会で十分吟味したのち、教育委員会へ答申していただきました。その後は、教育委員会で先ほどの採択方針等を選定委員会を通じ
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て各調査委員のほうに観点をお知らせしたわけでございますけれども、選定委員会では、特に調査の観点というところで、本年度も学習指導要領に沿って十分その重点目標を達成できるような教科書をきちんと採択することとしています。また、本市の教育振興基本計画で定められた教育の方向性も重視しながら、子どもたちにとって、また子どもたちをどんなふうな子どもに育てるのかという本市の目指す子どもと、そのようなことも観点に踏まえまして調査のほうを 1 ヶ月以上にわたって進めてまいりました。ですので、ここでご意見を頂戴しております、その学習指導要領の重点目標というあたりは、調査委員にしっかりと周知をいたしまして、そこをベースに本市の子どもにとってふさわしい教科書が採択されております。  この流れは、文科省の通達も踏まえ、事務局としましてはきちんとした内容で滞りなく完了したものと思っています。以上でございます。 須貝教育長  ２人の委員さんのほうからご質問のところも、事務局のほうから丁寧な説明があったんですけども、子どもたちへの指導の市の方針、こういったところ全てを網羅した中での教科書の選定ということですね。いかがでしょうか。 川名委員   よくわかりましたし、私たちもこの１年が中学校教科書の採択の年だということで、特にその作業の流れを意識して議論をしてきましたし、実際膨大な数の教科書も読んで直接全ての教科の教科書を読んで、さまざまな観点を考えながら選んできました。請願者の方には少し誤解もあるようで、例えば見当外れの教科書採択というところに、最重要観点についての調査と言及は何もせずと、こう断じておられますが、当然そんなことはなくて、選定委員会のほうでもそうですし、私たち自身も実際の教科書に目を通して、教師が教えやすいかどうかだけではなく、やっぱり子どもがこれからきちんと、この国際社会の中で必要な知識や教養を身につけて国際人としてやっていけるかという観点から全ての教科を選んでいますので、調査研究が全然してなかったわけでは全くなく、議論を重ねて選んできました。請願者の方は、歴史教育に特にご関心が強いようですので、その観点について今回請願が出されているわけですが、私たちは歴史教育はもちろんですけど、やっぱり全ての教科書がちゃんとバランスの取れたものになってるかどうかということについて検討を重ねてきましたので、この請願を出された皆さんが、その辺がうまく伝わってないというか誤解されてる面もあるなというふうに、この拝見して思いました。 須貝教育長  はい、ありがとうございます。  各委員も、かなりの長期間教科書のほうを熟読し、川名委員が言われましたけれども、いろんな観点から見られた、読んでいただいたということです。この請願の願意についてですが、様々な観点を網羅しての選定をされてる中で、この８項目に限った議論を二次的にすべきじゃないかというふうについては、どうかなというふうに思うんですけども、皆さん、いかがですか。 種谷委員   請願では２項の「我が国の伝統と文化の特色を広い視野に立って考えさせる」というのと、「我が国の歴史に対する愛情を深め国民としての自覚を育て
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る」というのを優先して選ぶべきではないかとしており、この８項目のほうは、副次的又は第二次的にしてくださいという点が願意であるとすると、先ほど川名さんがおっしゃいましたけれども、このあたりも全て含んだ上で私たちは判断したというふうに理解しているので、この願意は我々の方針とは少し違うのではないかなというふうには思います。 須貝教育長  そこの２項目の部分ですね、「我が国の伝統と文化の特色を広い視野に立って考えさせる」、「我が国の歴史に対する愛情を深め国民としての自覚を育てる」という部分について、もっともっと議論した中での配慮して選ぶべきだろうというようなところを言われていると、そうですね。 川名委員   実際には、私たちがそういう作業をしっかりやったわけですが、それが、選定の基準として一番に上がってないということを皆さんは言っておられるんだと思うんですが、ある特定のものだけを最優先、最重要課題として教科書を選んでいくというのは、むしろ逆にバランスが取れていないのではないかという気もいたします。請願者が心配されている、この国際社会の中で日本人がきちんと世界から尊敬されるような国民であり続けるために、どうあったらいいかというふうなことは、我々も教科書を見た上で選んでいるので、あまりご心配は当たらないのかなというふうには思うんですが。 須貝教育長  他、委員さんのほう、どうですか、何かご意見でもあれば。 五十嵐部長  先ほど課長からもありましたように、そういう手順でやってはいるんですが、まずは方針の中で当然その要領に則って適切かどうかということは判断するというようなことを、まず、選定委員会には伝えています。実際の調査項目の中に、そういう文言はございませんけども、調査委員が調査される際には、各教科書会社の編集方針、並びに特色についてまとめたものを示しております。その中で歴史教育の目標は４項目あるのですが、今回ご指摘の部分は、その１項目の後半部分ですが、それ以外の２項目目、３項目目、４項目も含めて教科書として適してるかどうかというのは、その編集方針及び特色を参考に教科書をまず全体を見てもらうというところから始まっております。調査項目は、さらにそれを受けて、子どもたちにとってよりよい教科書はどれかというのを選ぶための項目として掲げておりますので、今、委員がおっしゃったように、もう前提としてここでおっしゃったようなことは調査として実施しているということです。 井上委員   この、３項目の、この教師が教えやすいか否かというのは、この教師の立場というので、これは評価の項目に入ってないですか。 五十嵐部長  今のことにつきましては、この歴史教育の８項目を見ていただきますと、全て子どもの立場に立っての項目になっています。例えば、基礎基本の定着のためどのような配慮がされているか、これは、教師目線での評価ということでございませんし、生徒が興味関心を持ち取り組むためにはどのような配慮がされているのかとか、適切な資料が配置されてるかとか、これも全て子どもの立場でより学びやすいものをこれはどういうものかというの、そういう観点で立てております。そのまま前提として、この目標に沿った内容にな
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ってるかということは、当然、見た上でのこの観点であります。 須貝教育長  よろしいですか。 井上委員   はい、結構です。要は子どもの立場で考えていただければ、それに越したことないです。 須貝教育長  他は、委員からご意見なりご質問なりないですか。  いろいろと委員からのご質問・ご確認や、担当からの説明もありました。これらを踏まえ、本請願の願意は、中学校学習指導要領第二章第二節中の歴史的分野に掲げられた上記重要目標を達成するためにどのような配慮がされているか、という観点での詳細な調査研究を重点的に実施することにあると認定した上で、ある特定の観点だけを最重要観点として教科書を評価し、選定するということはかえってバランスを欠くと判断し、よって、本請願の願意は正当なものと言えないという結論に達したかと思います。したがって、本請願については不採択ということでよろしいでしょうか。 委員    （なし） 須貝教育長  それでは、請願第１号、歴史教科書採択手続の改革を求める請願は、不採択といたします。  次に議案第４号、宝塚市教育振興計画（後期計画）の策定について、事務局よろしいでしょうか。 西本室長   傍聴者の方がおられるんですが、もし退席を希望されるようであれば次の議案の審議に入る前に退席していただいてもよろしいでしょうか。 須貝教育長  はい、結構です。 （傍聴者退席） 柳田課長   議案第４号、宝塚市教育振興基本計画（後期計画）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、教育基本法第１７条第２項の規定に基づき、本市の教育振興のための施策に関する基本的な計画として、平成２２年１０月に策定した宝塚市教育基本計画を見直し、同計画の後期計画として策定するものです。宝塚市教育振興基本計画は、計画期間を平成２３年度から平成３２年度までの１０年間としており、計画期間を通した基本目標と４つの基本教育の方向性を定める他、平成２３年度から平成２７年度までの５年間に取り組むべき１５の基本方針と４９の施策について定めています。最終年度に当たる今年度に、これまで５か年の取組について点検・評価を行い、平成２８年度からは３２年度までの５年間の計画の見直しを図ることになっており、これに基づき手続を進めてまいりました。後期計画の策定に当たりましては、教育長、教育委員、教育委員会各部長を持って組織する宝塚市教育振興基本計画（後期計画）検討会を設置し、昨年５月の第１回以来、１２月まで、計１０回にわたり協議を進めていただきました。また、このうち３回は、さまざまな分野のかたから広く意見を聞くため、知識経験者、公募市民代表、保護者、教職員等から意見聴取を行いました。後期計画では、当初の計画から大幅な修正は行わないこととして、１５の基本方針を現行の計画を基本的に検証した上で、施策は４６に整理し、体系の見直しを
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行っております。その中で本市の子どもたちの現状を踏まえて、特に力を注ぐべき施策を５つの重点施策として打ち出して、今後５年間における本市の教育の方向性を明確にしております。後期計画の進行管理については、引き続き教育委員会の事務執行等に関する評価により、その妥当性や整合性について毎年度検証してまいります。また、本計画の最終年度である平成３２年度には、総合的な点検評価に基づきまして次期の計画に向けての検討を行っていきたいと考えております。最後に計画書につきましては、学校園を初め、各関係団体へ配布する他、市ホームページへも掲載し広く周知を図ってまいります。また保護者に対しましても、計画書の概要版を配布しまして、市の教育行政への理解と協力を求めていきたいと考えております。  説明は、以上でございます。 須貝教育長  何かご質問ありますでしょうか。 種谷委員   これまで長きに亘って議論して参りましたので。 須貝教育長  みなさんよろしいですか。  委員    （なし） 須貝教育長  それでは、議案第４号、宝塚市教育振興基本計画（後期計画）の策定については原案通り可決といたします。  次に、議案第６号、宝塚市立小学校及び中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針の策定について、担当課からよろしくお願いします。 高田課長   議案第６号、宝塚市立小学校及び中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針の策定について、提案理由及びその内容をご説明申し上げます。  本件は学校規模に起因する教育環境の公平性の課題が生じている現状において、子どもたちが等しく望ましい教育を受けることができるよう教育環境を整備することを目的に、宝塚市立小学校及び中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針を策定しようとするものです。同基本方針の案については、教育委員会での検討ののち、全市的な意見を取り入れるため、平成２７年１２月１日に情報意見交換会での意見をいただき、同年１２月２１日開催の都市経営会議への付議を経てパブリック・コメントを実施したところです。パブリック・コメントは、本年１月４日から２月３日にかけて実施し、その結果１１人から１６件の意見をいただきました。その意見を取り入れ、軽微な修正を行った上で、教育委員会の会議において提案するものです。なお、同基本方針の策定が議決された場合の施行期日は、平成２８年３月１日といたします。  議案書の８ページをご覧ください。  変更点は、８ページ冒頭の部分になります。ちょうど中ほど、児童生徒数の推移のところでございますが、「また」以降に、従前は子どもの割合をパーセンテージだけで表示していたのですが、ここは、パブリック・コメントの中で実数があったほうがわかりやすいというご意見をいただきましたので、実数を加えるようにいたしました。これも市の統計でも数字が出ているものでございますので、それを転記したということになります。続きまして、パ
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ブリック・コメントのご意見をご紹介させていただきたいと思います。議案書の１７ページ以降になります。  まず、１点目ですね、今申し上げました基本方針ごとのパーセントのところでございます。ただ今のように修正させていただいたところです。  ２点目ですけども、これ「大規模マンションの開発により」というところですけれども、この開発と教育を両立するようにということです。開発を抑制することなく、人口を宝塚の現状を増やしていかなければならない、そういう状況もありますので、学校が問題で人口を抑制することがないようにというようなご意見でございます。  ３点目、これは今回の基本方針では根本的な解決にはならない、その根本的な解決には自由校区制の導入が必要であるというご意見でございます。  ４点目、これは中山五月台小学校と桜台小学校の統合を早急に進めてほしいというご意見でございます。  続きまして、１９ページの５点目、大規模校の通学区域内において大規模開発が予想されたとき、当該地域の学校以外の学校へ就学するように条件を付すべきではないかということなんですが、この辺につきましては、もともと通学区域の変更の中で、こうした案も組み込んでおりました。  ７点目ですが、これは、お叱りといいますか、ご指摘も含めてなんですが、スケジュール感がないということと、あるべき将来像というものをしっかり示すべきではないですかというようなご意見です。これは、教育委員会でも過去からずっとご議論もいただいた中でご意見があったんですけども、今後のスケジュール想定しなければならないことは当然のことですが、スケジュールありきということで進めると、また地域の中で混乱を起こしてはという問題があります。そのため、一定期間をある程度の期間を設けた中で、意識をした中で進めていきたいというようなご回答にしております。あるべき姿というのは、これも当然理想型というものを絶えず持ちながら進めていきたいということでございます。  ８点目が、通学区域を変更した場合の兄弟姉妹にかかる特例措置ですね、上の子と下の子が別の学校にならないようにという、そういったご意見です。これは当然、そういった配慮も必要であろうというふうに思います。  ９点目でございます。下校時の安全対策について、安心メールの活用をとのご意見ですが、近隣市に隣接する地域において、その近隣市との学校へ就学できるようにしてほしい、とのことです。具体的には川西市と宝塚市の市境が、ちょうど川西市の学校が市境にあるために、その学校の横を通って南ひばりガ丘中学校、あるいは長尾台中学校に行かなければならないという地域がございます。これは、どうしても自治体単位で受け入れなければならないという条件ございますので、川西市とも課題を共有してながら解消させていきたいと思います。あと、小規模校の少人数学級のモデル校にしてはどうですかというご意見もございました。  次、１０点目なんですが、これも通学区域の変更により、距離が遠くなっ
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た場合のバスや自転車の利用についてです。これも本方針の中には、バス通学をしておおむね３０分以内という規定もございますので、そういうふうな対応もしていきたいと思います。あと、併せてバス通学になってきたときの低所得者への配慮といったものもあります。これは、就学援助制度で、バス通学する場合には通学費が出るという制度もございますので、そういったものの活用も進めていきたいと思います。  あと、１１点目のこれ２行目ですが、こういったことに政治的配慮が混入することがあってはならないということですね。本基本方針は、子どもを中心に進めていくという、そういった姿勢を持ち続けるべきであるという内容でございます。  １２点目ですが、これも通学路の安全に関することです。子どもたちが犯罪被害に遭わないようにというようなご要望でございます。  １３点目が災害時の避難についてです。こういったときでもスムーズにできるような適正な規模ということで、適正規模の全体的なご指摘になります。  １４点目は、２０年以上も前から学校規模問題はずっと言われてきたけども、気をつけてこなかったということへのお叱りですね、しっかりと進めていくようにという主な内容でございます。  １５点目は、実は、これは通学区域の問題ではなく、パブリック・コメント全体の問題です。３０日間では意見がなかなか言えないというご意見です。これはパブリック・コメントの所管課のほうから統一した見解を出すということで、同時期に実施した全てのパブリック・コメントにおいて同じ答えを出しております。最終的には、３０日という期間で十分であるという回答になっております。  一番最後の１６点目です。非常に長い文章ですが、重要なところだけ太字の下線を引いております。２７ページの「学校を単位とした地域コミュニティが確立されている現状で、その校区を再編するということは、単に対象地域の子どもたちが通う学校が変更になるだけでなく、その地域に根づいた既存のコミュニティの枠まで組み替えてしまうことを意味します。」、その下の「少なくとも学校規模や通学路事情、通学所要時間といった教育上の「合理的な理由」のみによって新たな校区の線が引かれ、そのことで、地域が長い歳月をかけて築き上げた住民間の絆、大切に守り続けてきたコミュニティが解体、分断されることには強い抵抗を感じます。」という部分です。ここは、地域コミュニティの核として十分に認識しているため、地域の方からしっかりと意見を聞きながら進めるというのが今回の基本方針の趣旨でございますので、そのように進めていきたいと思います。  以上が、パブリック・コメントの概要でございました。以上でございます。 須貝教育長  １７ページからのパブコメについては、１６件のご意見をいただいているということで、反映できる分については反映し、意見を大事に、これからも進めていくということの説明でした。  今の説明にありましたように、最後の反映は、なかなか難しいけれども、
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このコミュニティ解体というのはやっぱり難しいところですね。最後まで、これは、やっぱり難しいと思うんですよね。よろしいでしょうか、ご意見ございませんか。 委員    （なし） 須貝教育長  そうしましたら、議案の第６号、宝塚市立小学校及び中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針の策定について、原案通り可決ということでお願いします。  続きまして、先ほど事務局からありましたように、次の報告は非公開ということで、非公開の報告とさせていただきます。  報告の最初は、２８年１月における宝塚市立学校の「いじめ事案」についてということで報告をお願いします。 
 【 非公開案件の報告あり 】 
 須貝教育長  では、次の議案に移ります。  先ほど言われましたように、非公開案件ということになりますので、説明員以外の方は退出してください。 
 （ 関係者以外退室 ） 

 須貝教育長  では、議案第５号、平成２８年度宝塚市公立学校校長及び教頭人事異動の事前協議について、担当課より説明をお願いします。 
 【 非公開案件の審議あり 】 
 須貝教育長  では、議案第５号については原案通り可決といたしますがよろしいですか。 委員   （なし） 須貝教育長  では、今日予定してる案件はこれまでですが、他ありますか。 西本室長   ございません。 須貝教育長  それでは、本日の会議は以上といたします。皆さん、お疲れ様でした。  ─────────── 閉会 午後 ２時４１分───────────── 
 


