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平成２９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２９年５月２５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１３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、篠部 信一郎委員 

及び森 恵実子委員 

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 

理事         上江洲 均 

管理部長       和田 和久 

学校教育部長     田上 裕一 

社会教育部長     立花 誠 

管理室長       西本 学 

学校教育室長     井上 淑子 

学校教育部次長    谷川 妙美 

生涯学習室長     島廣 弘二 

学事課長        高田 輝夫 

学校給食課長      小川 裕彦 

学校教育課長      藤山 昌生 

教育研究課長      今北 眞奈美 

職員課係長       田中 雅之 

学事課係長       山田 照生 

 

 

８ 会議の書記 

教育企画課長     柳田 直記 

教育企画課係長    小松 謙太 

教育企画課事務職員  猪井 繁哲 

９ 議題   ○議案第１９号 平成３０年度（2018年度）使用宝塚市公立学校教科用図書の採択の

基本方針等の決定について 

○議案第２０号 就学援助に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

10 その他 

（報告事項） 平成３０年度使用宝塚市公立学校教科用図書の採択に関する諮問事 

項について 

（報告事項） 平成２９年(2017年)３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） 職員の処分について【 非公開案件 】
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会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３０分 ───────────── 

須貝教育長  平成２９年第１０回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催いたします。  まずは傍聴はいかがですか。 

西本室長   ２名おられます。入っていただいてよろしいですか。 

須貝教育長  よろしいですか。 

傍聴者２名ということで、よろしくお願いします。 

【 傍聴者入室 】 

それでは、本日の会議を始めます。 

本日の署名委員は、篠部委員でございます。よろしくお願いします。 

付議案件は、議決事項が２件、議決事項以外の案件が２件であります。進

行について事務局、よろしくお願いします。 

西本室長   本日の付議案件は、議決事項が２件。議決事項以外の案件が２件です。 

議案第１９号 平成３０年度（２０１８年度）使用宝塚市公立学校教科用
図書の採択の基本方針等の決定について。 

議案第２０号 就学援助に関する規則の一部を改正する規則の制定につい
て。 

報告事項 平成３０年度使用宝塚市公立学校教科用図書の採択に関する諮
問事項について。 

報告事項 平成２９年（２０１７年）３月における宝塚市立学校のいじめ
事案について。 

以上です。 

まず、議案第１９号及びこれに関連する諮問の報告につきましては、一括

での審議をお願いしたいと思います。 

なお、資料に記載されております、宝塚市公立学校教科用図書選定委員会

委員名、会長名がありますが、これに関しましては本年８月まで非公開とい

うことになっております。審議の際は取り扱いにご留意をいただきたいと思

います。 

また、いじめ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。非公開での報告とさせていただきます。 

したがいまして審議の順番としましては、はじめに議案第１９号及びこれ 

に関連する諮問の報告を一括で審議していただいたのち、議案第２０号をご

審議いただき、最後にいじめ事案について非公開でご報告をさせていただき

ます。 

よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

以上です。 

須貝教育長  それでは、ただいま事務局からありましたように、進めたいと思います。 

議案の第１９号 平成３０年度（２０１８年度）使用宝塚市公立学校教科
用図書の採択の基本方針等の決定について、及び報告事項 平成３０年度使
用宝塚市公立学校教科用図書の採択に関する諮問事項について。先ほど事務
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局からありましたように、審議の際は宝塚市公立学校教科用図書選定委員会

の委員名の取り扱いにご注意ください。 

それでは、担当課は一括して説明をよろしくお願いします。 

今北課長   資料の１枚目をご覧ください。 

報告事項 平成３０年度（２０１８年度）使用宝塚市公立学校教科用図書
の採択に関する諮問につきまして、議案第１９号 平成３０年度（２０１８
年度）使用教科用図書の採択の基本方針、小学校用教科用図書「特別の教科 
道徳」の採択方針、学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択方針

の内容、及び提案理由を説明申し上げます。 

資料２枚目の別紙１をご覧ください。教科用図書採択の基本方針につきま

しては、平成２９年４月２６日に開催されました教育委員会定例会で提出し

ました案をもちまして、選定委員会に諮問しました。これにつきましては、

５月９日に開催しました第１回選定委員会において、慎重に審議し、５月１

２日に教育委員会に答申をいただきました。この答申を尊重いたしまして、

採択の基本方針を、配布しております文書の別紙１～３のとおり決定しよう

とするものです。５月９日に開催いたしました選定委員会の委員の皆様から

のご意見とあわせて、報告申し上げます。 

まず、採択の基本方針につきましては、選定委員会の会長より内容の説明

を求められました。事務局より、法令により定められた採択の期間が決定し

ていること、文科省の通知及び選定委員会の規則にのっとり、一般図書の採

択、教科書の展示会、今後の採択スケジュール、公正確保、教科書会社によ

る過当な宣伝の禁止、採択権者の権限と責任、情報の公開につきまして、説

明いたしました。このことを踏まえ、選定委員会で協議いただいた結果、原

案のとおりで皆様のご賛同を頂戴いたしました。 

その中で、一部修正がございます。別紙１基本方針の３小学校用教科書「特

別の教科 道徳」の採択の後半部分において、３月２８日付の文科省通知に
は、低学年用・中学年用・高学年用という記述をもとに、文科省検定に合格

した８社２４点の中から採択すると、前の文章には記載しておりましたけれ

ども、５月に教科書の発行社から送付された教科書見本におきましては、各

社とも１年生から６年生までの１冊ずつとなっておりましたので、本日配付

の文書につきましては、検定に合格した教科書の中から採択すると修正して

います。確認をお願いいたします。 

次に、別紙２をご覧ください。小学校用教科書「特別の教科 道徳」の採
択方針につきましては、選定委員に道徳の授業において、兵庫県版道徳副読

本や文部科学省の「わたしたちの道徳」を活用した授業の様子、次期学習指

導要領の内容を踏まえた道徳的価値と実践力の育成、「考える道徳」から「対

話を深める道徳」への転換を図る方向性について説明いただきました。そし

て、委員の皆様のご理解を得ることができました。 

次に、別紙３をご覧ください。平成３０年度使用学校教育法附則第９条に

規定する教科用図書の採択方針につきまして、選定委員より障がいのある児
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童生徒の授業において一般図書を効果的に活用している様子が紹介されまし

た。また、採択方針に記載されている、児童生徒の教育的ニーズを把握し、

自己選択や自己決定につながるものであること、児童生徒の個々の教育目標

の達成、将来の自立に向けた活動の手助けとなるものであることの重要性に

ついて、委員の皆様のご理解を得ることができました。 

次に、事務局より本年度の本市の特別支援学校、支援学級在籍児童の実態、

在籍児童の生徒数、障がいの種別等の説明を行いました。保護者の委員の皆

様からは、ここ数年中学校用の一般図書において、自立に向けた学習に役立

つ内容の図書を数多く採択していることに賛同し、本年度もこの方向を続け

てほしいとのご意見を頂戴しました。 

これらの選定委員の皆様のご意見を踏まえ、選定委員会として原案に賛成

する同意が得られましたので、教育委員会が諮問しました教育方針の案につ

きまして、５月１２日に選定委員会の会長から教育長へ答申を行いました。 

この答申を踏まえ、採択の基本方針、平成３０年度小学校用教科用図書「特

別の教科 道徳」の採択方針、学校教育法附則第９条に規定する教科用図書
の採択方針を決定したいと考えております。 

なお、教育委員会室に８社の小学校用道徳検定済教科書の見本を展示して

おりますので、後ほどご覧ください。 

また、配布しております教科書展示会のご案内状のほうも、お手元にござ

いますので、６月１６日金曜日から７月１日土曜日まで、小学校と中学校で

現在使用している教科書とあわせて、道徳の検定済教科書も展示しておりま

すので、お時間がございましたら、教育総合センターにぜひお越しください。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

説明は以上でございます。 

須貝教育長  ありがとうございました。今、事務局のほうから別紙１、別紙２、別紙３
の説明がありましたけども、今の説明を受けてご質問なりありましたらお受

けします。 

井上委員   別紙１の小学校用教科書の中でですね。小・中・高学年という区別がなく
なったのですか。 

今北課長   ３月末までは、低学年用・中学年用・高学年用、各８社３冊来る予定です
ということを文科省のほうから聞いておりましたけれども、実際は４月に入

りましてからは、小学校１年生から６年生まで１冊ずつ、合計６冊が来てお

ります。 

以上でございます。 

須貝教育長  その来てる分については、教育委員会の別室において、見ていただくとい
うことになってるんですね。 

今北課長   はい。現在８社ともそろえておりますので、ぜひご覧ください。よろしく
お願いいたします。 

井上委員   内容的にはすごくいいんやけども、結論は一緒なんですよ。ところが、切
り口がちょっと違うのね。各社とも。 
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今北課長   はい。今年度、新学習指導要領で新しく内容項目に入ってきたものが２つ
ございまして、まず働くことの意義、大切さ、みんなの働く、公共のために

役立つこと、それと友達と仲よく助け合い信頼関係を構築するという視点に

立った内容項目が加えられているんですけども、その内容項目においては友

達と信頼関係を構築するという点におきましては、特に８社とも、私も全部

目を通しましたけれども、さまざまな物語や偉人の伝記などをもとにしまし

て、それぞれ工夫を凝らした内容をということで、どの教科書もすばらしい

内容であったと、私自身思っております。 

以上でございます。 

須貝教育長  ということで、６冊ですね。２８年度に文部科学省の検定に合格した教科
書ばかりが６冊ありますということやね。 

今北課長   はい。６冊ということで、８社分用意しておりますので、よろしくお願い
します。 

須貝教育長  よろしくお願いします。 

ほかにご質問ご意見ございましたら、よろしくお願いします。 

小学校の教科書「道徳」、それから９条本に関してはよろしいですか。 

森委員    一点だけ。 

須貝教育長  はい、どうぞ。 

森委員    道徳の教科書を初めての選定だと思うんですけれども、いろいろ道徳の教
科書というのは難しいと思うんですね。選ぶのがね。だから、委員会でのい

ろいろな議論というものをまたこの教育委員会の中でお知らせしていただけ

ればありがたいです。 

今北課長   はい。わかりました。ありがとうございます。 

須貝教育長  はい、ほかはいかがですか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それではご質問等ないようですので、議案の１９号 平成３０年度（２０１
８年度）使用宝塚市公立学校教科用図書の採択の基本方針等の決定について、

原案どおり可決といたします。 

西本室長   傍聴された方ですね、もしよろしかったらこのタイミングで退席すること
が可能ですが、いかがでしょうか。 

須貝教育長  よろしいですか。退席されますか。 

西本室長   退席されます。 

【 傍聴者退室 】 

須貝教育長  議案第２０号 就学援助に関する規則の一部を改正する規則の制定につい
て、事務局より説明をお願いします。 

高田課長   議案第２０号 就学援助に関する規則の一部を改正する規則の制定につい
て、提案理由及び内容をご説明いたします。 

本件は、経済的理由によって就学が困難な児童及び生徒の保護者に対して

支給している就学援助費につきましては、市から学校給食費を含む金額を就

学援助受給者が属する学校の校長口座への振り込みにより交付し、そのうち、
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学校給食費分を学校長が市に入金していたものを、事務の効率化を目的とし

て、交付方法を改めるものです。改正後は、市内部の会計処理により、学校

給食費分の就学援助費を学校給食費に振りかえることとし、これにより学校

長が行う事務の軽減を図ろうとするものです。また、ほかの例規との調整を

図るため、所要の文言の整理を行うものです。 

今までは、毎月学校が準要保護児童生徒の給食費の請求書を作成しまして、

各学校が作成して学事課へ送り、学事課は請求に間違いがないかを確認して、

学校長に給食費を振り込んでいました。振り込まれた学校は、その給食費を

市にまた払うという手続だったんですが、これを学校給食課が全校分を一括

して請求書を作成して隣の課である学事課のほうに引き渡して、その請求書

に基づいて学事課が支払いではなくて口座振替を行うことによって、支払い

に替えようとするものです。 

こういったことによって、業務の効率化と事務ミスをなくしていこうとす

るものでございます。 

説明は以上でございます。 

須貝教育長  ありがとうございました。この件についてご質問、ご意見ございましたら。 

森委員    今まで、給食費や教材費なんかも全てそうですけども、滞納の保護者に対
して校長のほうが担任を通じて、また教頭を通じて、最後には校長ですが、

それを保護者のほうに話をしてお金を振り込んでいただくと。それが本当に

大変だったんですね。でも、やはりそれをしなければということで、大変そ

の事務の活動を巡って討論したんですけれども、これからはそれを全て市の

ほうがされるということで理解していいでしょうか。 

小川課長   はい、公会計になってございますので、市で滞納者に対しまして、催告、
電話での請求、それから最終的には銀行等々でお金を振り込んでいただける

ように、市で対応していくということになっております。 

以上です。 

森委員    とってもありがたいことで、学校にとったらとてもそれはしていただいて
ありがたいことですけども、そうすると今までの学校で集めていた学校給食

費とかありますよね。その辺の精算というか、それはどうなっているのです

かね。どう切りかえていかれるのですか。 

小川課長   はい、公会計のシステムに移行する際、学校側に残っていた給食費、この
残額を基金という形で市の歳入のほうに繰り入れまして、学校側で給食のお

金を残すということはない形にしております。それを今後市として必要な場

合は、切り崩し等行いながら運営していくという形をとっています。 

森委員    全部引き上げるのですね。 

小川課長   はい、全部です。 

須貝教育長  よろしいですか。ほか、この件についてご意見があれば。 

委員     （なし） 

須貝教育長   それではないようですので、議案第２０号 就学援助に関する規則の一部
を改正する規則の制定について、原案どおり可決といたします。 
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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

うことにいたします。 

報告事項 平成２９年（２０１７年）３月における宝塚市立学校のいじめ
事案について、担当課から説明をお願いします。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 

 

須貝教育長  ほかにないようですので、本日の予定の案件は以上ですけども、ほかにな
にかございますか。 

西本室長   はい。 

須貝教育長  はい、どうぞ。 

西本室長   本日追加の案件といたしまして、１件報告をさせていただきます。報告事
項は職員の処分についてです。この件につきましては、個人に関する事項を

含んでおりますので、非公開での報告とさせていただきます。よろしくお願

い申し上げます。 

須貝教育長  処分案件ということで、それでは職員課お願いします。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 

 

須貝教育長  ほか、いかがですか。ほかにご質問等ないようですので、この件について
は以上です。これ以外はございませんね。 

西本室長   はい、以上です。 

須貝教育長  それでは、以上をもちまして本日の教育委員会の会議は閉会でございます。
どうもありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時１３分 ───────────── 

 


