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平成２９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２９年７月２７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４４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 職員課長       田邊 哲朗 

学事課長       高田 輝夫 
学校教育課長     藤山 昌生 
教育研究課長     今北 眞奈美 
特別支援教育担当課長 紀谷 貴美子 
学事課係長      山田 照生 

 

８ 会議の書記 

教育企画課課長    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   ○報告第 ３号 専決処分した事件の承認を求めることについて（職員の処分の内申 

について）【 非公開案件 】   ○報告第 ４号 専決処分した事件の承認を求めることについて（職員の処分の内申
について）【 非公開案件 】 

○報告第 ５号 専決処分した事件の承認を求めることについて（職員の処分の内申
について）【 非公開案件 】 

○議案第２６号 平成３０年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定について 

○議案第２７号 平成３０年度使用宝塚市公立学校教科用図書の採択について 

 

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採択にかかる調査研究に
ついて（答申） 
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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１４回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催いたします。  初めに、傍聴者はおられますか。 

西本室長   ９名がお越しになっておられます。入っていただいてよろしいでしょうか。 
須貝教育長  はい、どうぞ。 

 

【傍聴者入室】 

 

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、篠部委員です。よろしくお願いします。  付議案件は報告事項が３件、議決事項が２件、議決事項以外の報告が１件
です。進行について事務局からよろしくお願いします。 

西本室長   本日の付議案件は、専決処分した報告事項が３件、議決事項が２件、議決
事項以外の報告事項が１件です。  報告第３号 専決処分した事件の承認を求めることについて、職員の処分
の内申について 

報告第４号 専決処分した事件の承認を求めることについて、職員の処分
の内申について 

報告第５号 専決処分した事件の承認を求めることについて、職員の処分
の内申について  議案第２６号 平成３０年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定について  議案第２７号 平成３０年度使用宝塚市公立学校教科用図書の採択につい
て  報告事項 平成３０年度使用宝塚市公立学校教科用図書採択に係る調査研
究について（答申）の内容です。  報告第３号、第４号、第５号につきましては、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。また、報告第４号及び第

５号につきましては、同一の事案ということで、一括での審議をお願いいた

します。さらに、議案第２７号及びこれに関連する答申の報告についても、

一括での審議をお願いいたします。  なお、資料に記載の宝塚市公立学校教科用図書選定委員会委員名に関しま
しては、本年８月末まで非公開となります。審議の際には、委員名の取り扱

いにご注意をお願いします。  したがいまして、審議の順番といたしましては、初めに議案第２７号及び
これに関連する答申の報告を一括でご審議いただいた後、議案第２６号をご

審議いただき、最後に非公開で、報告第３号、第４号、第５号をご審議いた

だきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

須貝教育長  それでは、議案第２７号 平成３０年度使用宝塚市公立学校教科用図書の
採択について。報告事項 平成３０年度使用宝塚市公立学校教科用図書採択
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に係る調査と研究について（答申）、先ほど事務局からありましたように、審

議の際、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ついて、

十分にご注意いただきたいと思います。  それでは、担当課より一括しての提案ということで、説明をお願いします。 

今北課長   議案第２７号 平成３０年度使用宝塚市公立学校教科用図書の採択につい
て、提案理由、内容を説明申し上げます。        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３０年度に小学校、中学校及び特別支援学校で使用す

る教科用図書を採択するものです。        それでは採択の基本方針、別紙１をご覧ください。基本方針に記載してい
るように、１、小学校用教科用図書につきましては、特別の教科、道徳と一

般図書を除き、平成２６年度に採択した小学校用教科用図書と同一のものを

使用いたします。２、中学校用教科用図書につきましては、一般図書を除き、

平成２７年度に採択した中学校用教科用図書と同一のものを使用いたします。

３、小学校用教科書、道徳につきましては、文部科学省の検定に合格した教

科書の中から協議の上、採択をいたします。４、特別支援学級と特別支援学

校で使用する教科用図書、いわゆる９条本につきましては、児童生徒の障が

いの種類、程度、症状に応じるよう、毎年採択替えを実施しています。        この基本方針に沿って、小学校用教科書につきましては２９ページ、別紙
４のとおり、中学校用の教科用図書につきましては３０ページ、別紙５のと

おり使用いたします。        次に、平成３０年度使用宝塚市公立学校教科用図書の採択に係る調査研究
の報告概要、６０ページをご覧ください。小学校用教科書、道徳につきまし

ては、答申の６０ページから６４ページをご参考いただき、協議の上、採択

するものです。        次に、３２ページ、別紙７をご覧ください。９条本につきましては、調査
研究報告書、別紙７に基づき、児童生徒の障がいの種類や程度、症状に応じ

た一般図書を採択するものです。調査研究につきましては、平成２９年５月

２５日の教育委員会で決定しました２５ページの別紙１、公立学校教科用図

書の採択の基本方針及び２７ページ、別紙２、小学校用教科書、特別の教科、

道徳の採択方針、２８ページ、別紙３、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基づいて、選定委員会において、適正、公正、専門的

かつ綿密な教科書研修を実施いたしました。また、教育関係者、保護者、市

民の皆様のご意見が十分に反映されるよう、教科書展示会でのアンケート集

計を、選定委員会の開催前に皆様に送付し、教科書採択の研究を推進いたし

ました。        選定委員会では、小学校道徳及び９条本の調査員のほうから、調査研究に
関する報告を受けまして、その内容について協議いたしました。３１ページ

に、小学校用道徳教科書発行者一覧表を掲載しております。        この協議内容につきましては、小学校道徳においては、６２ページの４、
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選定委員会の協議内容に掲載しておりますように、１、新学習指導要領では、

自己を見つめ、物事を多面的、多角的に考え、自分の生き方について考えを

深めていく、とされていることから、自分の考えと友達の考えを比べて、考

えを深めることができるかどうか。２、子どもの興味・関心につきましては、

地元・兵庫を紹介している教材、阪神・淡路大震災、それから宝塚ゆかりの

手塚治虫に関する内容など、児童が興味・関心を示しやすい教材かどうか。

３、教材につきましては、登場人物があるきっかけにより新しい道徳的価値

を習得したり高めたりするものと、道徳的価値を最初から最後まで貫き通す

もの、どちらも大切で重要なものですが、初めから結論が出ているものでは

なくて、子どもたちが互いに議論し深めていく中で、自ら道徳的価値を高め

ることができる教材であるかどうか。４、ノートが別冊になっている教科書

と教科書の中に児童が記入できるスペースがあるノートと、一体型になって

いる教科書がございます。教科書の構成を考えて、授業者が学習を進めてい

く上で、子どもたちが考えを整理しやすいものであるかどうか、につきまし

て、多くの意見を頂戴いたしました。        道徳の教科書は、今年度初めて採択されるということで、８社それぞれの
小学校１年生用から６年生用までの全ての教科書について、入念な調査研究

を実施しました。        新学習指導要領では道徳を、特別の教科、道徳として位置づけ、文部科学
省の検定済教科書を使用し、次の３つのポイントを重視して取り組むことが

求められています。        まず１つ目は、問題解決的な学習や体験的な学習をとり入れること。２つ
目は、指導方法を工夫して、答えが１個ではない教材につきましては、子ど

もたちが道徳的に向き合っていくこと。３つ目は、考え、議論する道徳への

質的転換により、児童の道徳性を育むこと。この３つのポイントを調査研究

報告書の観点と関連づけて、本市の子どもたちが道徳の学習を通して道徳的

な判断力や心情、実践意欲や態度を身につけていくことが重要であるという

ことを視点において、調査研究を実施いたしました。        本市の子どもにつけたい力、伸ばしたい力につきましては、自分を大切に
し、友達、ほかの人を大切にできる力の育成、規範意識を育んで、自然や社

会を大切にする力の育成の２点といたしました。        道徳の内容項目としまして、自分自身に関すること、それから人とのかか
わりに関すること、集団や社会とのかかわりに関すること、生命や自然、崇

高なものとのかかわりに関することの４項目が明示されております。        本市の教育振興基本計画の中にある「自分を大切に、人を大切に、ふるさ
と宝塚を大切にする人づくり」ということも含めて研究されております。        教育基本法の第１条には、教育は人格の完成を目指すと明記されておりま
す。道徳教育は、その人格形成の基本として道徳性を育てる重要なものです。

新学習指導要領での道徳の内容項目として、相互理解や寛容、法や決まりを

守る、公正、公平、社会正義など、公共のために役に立つこと、そして友達
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と仲よく助け合う、信頼関係を構築する、という観点に立った内容項目が挙

げられております。        本市としては、この視点に立ち、宝塚の子どもたちに育みたい６つの基本
方針に沿った道徳教育を推進してまいりたいと考えております。        続きまして、９条本につきましては、調査員より、この１０年で特別支援
学級に在籍する児童生徒が２倍以上にふえ、児童生徒の教育的ニーズに応じ

るため、多様な教科書が必要になっている現状や、本年度特に力を入れたい

分野である英語、道徳、社会、算数、数学、それと自立に関する内容につい

ての詳しい報告がありました。        小学校道徳の教科化に合わせる対応や本年度の削除本の５冊、新規提案本
３４冊につきまして、それぞれの理由について詳細な説明がございました。        それでは６５ページ、資料３をご覧ください。削除予定本の一覧表と新規
採用予定本の一覧表を掲載しております。        それでは、今回、新しく採択されました新規提案本を、学校教育室特別支
援教育担当課長より５冊ご紹介いたします。 

紀谷課長   まず１冊目の、３番、「きもち」です。子ども、友達、家族など、いろいろ
な人の顔の表情を描いた絵が多く出てきますが、終わりに近づくまで文字は

出てきません。やっと出てくる文には、自分の気持ちと人の気持ちは違う、

どんな気持ちか考えてみようと書かれ、表情から気持ちを読み取ることや、

人の気持ちを考えることの大切さに気づかせてくれる内容となっています。        続きまして、７番、「かみさまからのおくりもの」です。生まれたばかりの
５人の赤ちゃんに、天使が神様から贈り物を届けるお話です。赤いほっぺた

の赤ちゃんには、よく笑う。泣いている赤ちゃんには、歌が好き、などが贈

り物として届けられます。一人一人の子どもの個性を大切にする気持ちを育

む内容となっており、授業参観で教材として使うことで、障がいのある子ど

もの個性を認め合うクラスづくりや、親子で子どものよいところを大切にす

る気持ちを育む授業を行うこともできます。        続きまして、５３番、「ひとりだちするための調理実習」。簡単な調理実習
の方法が書かれているだけでなく、包丁、ガスコンロを使うときに気をつけ

ることや、誰と調理をするのかなど、調理の目的や安全面、衛生面について、

わかりやすく丁寧に書かれています。簡単なお菓子づくりといった子どもの

興味を惹きつけるものから、栄養バランスのとれた日々の食事メニューに進

んでいく内容となっており、障がいのある子どもが自立に向けて、一人で自

分の食事をつくることを目指した内容構成になっております。        １３４番、「さわって学べる算数図鑑」。それぞれのページに、さわること
ができる仕掛けが施されていて、足し算、引き算や平面図形、立体図形、掛

け算、分数などが、目で見るだけでなく、さわることによって印象的に学習

できるように工夫されています。ここ数年は、中学校の特別支援学級在籍生

徒の保護者から、学力をつけてほしいといった要望が多く、生徒自身も特別

支援学級で自分のペースで体験的に学習することで理解が深まり、学習意欲
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の向上につながっています。        続きまして、２３２番、「にほんごえいご はじめてことば図鑑」。特別支
援学級においては、さわると音が出る絵本で学習することで気づきを促し、

自分からさわろうとする意欲を高める効果が期待できます。また、音を出す

ことができたという達成感を味わうことや、やりたいことを伝えるコミュニ

ケーション力を伸ばすための教材としても有効です。この本は、日本語と英

語の両方の声が出るので、語彙力を高め、身の回りのものを認識する力をよ

り高めることにもつながります。        昨年度に引き続き、自立に向けた本や学力を伸ばす本を取り上げたことは、
選定委員の方々にも高く評価されました。また、小学校で道徳が教科化され

ることに合わせて、心を豊かにする道徳的な内容の本を増やし、教科の区分

に道徳を追加するとともに、区分の見直しも行われました。        これらを含め、本年度の一般図書、調査研究報告書に掲載している２５１
冊につきましては、宝塚市の児童生徒の障がいの状態や発達段階に応じ、適

切な教科用図書であるというのが、選定委員会の協議結果です。 

今北課長   説明は以上です。 

須貝教育長  ありがとうございました。        今、説明がありましたが、この長い期間、選定委員の皆さんにいろいろ協
議をしていただいて、ご意見をいただいております。        新たに、道徳の教科化ということで、これまで以上に子どもたちが議論で
きるような道徳ということで、選定委員さんは、３つのポイントを重視して

見られたと聞いております。いかがでしょうか。 

川名委員   すごく丁寧に議論をしていただいたのがよくわかって、この感想からも、
よく見ていただいていると思います。初めて道徳というものが教科になって、

教科書もできて、評価の対象になるということで大きな議論を呼びました。

幾つか拝見して、やはり教科書にするのは難しいというのが実感です。人間

が社会生活をする上で、普遍的な守らないといけないものというのはありま

すが、多様性に気をつけたといっても、何か正解に結びつけていくようです

し、どうしてもそう行かざるを得ないと。        それで、評価の高かった日本文教出版というのは、ノートが別冊でついて
いて親切だと思います。ただ、このノートの存在で、やはり多様性と言いな

がらも、ある到達点に導いていくような感じが、少し強まっている気もする

し、親切であるがゆえに、どういうふうにして現場で、これだけではないと

いうことを担保していくのかと。親切なノートがついているがゆえに、かえ

ってどうなのかと思います。 

須貝教育長  学年によって、罫線の升目を大きくとってみたり、学年によっては縦線に
していたり、物すごく配慮されていますよね。 

川名委員   その配慮があだになりはしないかという、心配があります。初めて教科書
になるので、すごく行き届いたものになっていると思います。そのことが、

本当に多様な議論や思考に結びついていくのかどうか。 
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   ある正解にたどり着くような感じの仕立てになっているみたいで、難しい
なと思うのですが。 

井上委員   本当にすばらしい教科書ばかりで、これを先生が子どもたちに、いかに教
えられるか、その力量が問われると思います。先生が具体的に、実体験とか

いろいろな部分で、この道徳という部分をあらわされるかどうか、子どもた

ちに教えられるかどうか、それにかかっていると思います。 

須貝教育長  子ども同士が対話できそうなお題が多いし、そのようにつくられています。 
井上委員   そのように持っていけるかどうか、先生の力量だと思うのですが。 

森委員    ノート、ワークシートについての話になっていると思いますが、評価ツー
ルとしては、やっぱり書かせるということについては、授業だけで子どもの

心や成長というのは把握できないので、書かせることによって子どもの考え

を知っていくということでは、ワークシートや、ノートを委員会の中でいろ

いろと話し合ったということは、望ましいことだと思います。今度新しく道

徳が教科になるということで、指導と評価の一体化ということがすごく叫ば

れていると思います。その評価ということについて、どのような話し合いが

されたのか、具体的にお聞きしたいのですがいかがでしょうか。 

今北課長   学習指導要領の中で道徳の評価については、数値による評価は実施せず、
記述で評価を実施することになります。その際は、子どもたちの道徳的な高

まりを認めることや、道徳的成長を見ていくことになります。        今回の教科化で、文科省から指導要録にも道徳の記述欄を設けるように来
ておりますが、記述欄につきましても、授業での学習状況と道徳的成長の様

子を記入するとしております。 

井上委員   今、宝塚は特に自尊感情及び規範意識の育成が急務と思いますが、その辺
はどのように判断されていますか。教科書の中で、どのような形で。 

今北課長   こちらにつきましては、１年生、２年生にも新しく入ってきた内容項目で
す。規範意識については、特に１年生、２年生の教科書の中で、挨拶をしま

しょう、それから友達のことを考えて行動しましょうという教材が非常に多

くなっております。        ３年生、４年生、５年生、６年生に上がるにつれて、友達と協力して物事
をやっていく、信頼関係を構築していくというように、発達段階に応じて教

材が考えられております。 

篠部委員   全部きれいで、挿絵もたくさん入っていていいですけど、教科書としては、
私は１冊にまとまっているほうが使いやすいかと思います。後で議論をする

というのが一番大事だと思うので、挿絵も多いほうが興味も持ちやすいです

し、いいと思いますが、あまりに絵が強烈だと、その印象で固まるので、難

しいところですよね。字ばかりだとつまらないですし。 

須貝教育長  それは各社によって、色の使いでやわらかさが出ていたり、題材によって
変えていたりと随分違っていましたよね。篠部委員も言われた、議論される

ように持っていく、これは指導者の問題もあるのだけども、教科書の中で話

したくなる思いになれるというのか、その体験の場面に入れるというか、そ
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ういう教科書がいいかなと。そういったところを調査委員は十分時間をかけ

て見ていただいた、調査していただいたと思います。 

今北課長   先ほどからノートの件が出ておりますが、市民の皆様からのアンケートに
も、ノートも付いており大変使いやすそうだ、というご意見がありました。

他にも、ノートは私たち保護者も子どもの成長を見守ることができますし、

学校でどんなことを学んだのかもわかるのでとてもありがたいです、家庭で

の教育とも連携が図れてよいと思いました、というご意見がございました。 

市民の皆様からのアンケートも、選定委員会に配付しております。その 家
庭での連携を図れるという観点も、選定委員会には盛り込まれておりますの

で、家庭とのやりとり、学校と家庭が連携できるノートを選定委員会では考

えておられます。 

須貝教育長  ありがとうございます。今、言われましたけども、自分の思いだけではな
くて、友達の思いなんかも書き込むようになっているしね。 

井上委員   このＡ、Ｂ、Ｃの評価のうち、Ａは、どれぐらいまでをＡとされているの
ですか。 

今北課長   Ａは指導に対して十分に満たされている、Ｂは満たされている、Ｃは満た
されていないということで、今回、Ｃはございませんでした。Ｂについては、

満たされているということで、この教科書を使って指導はでき得ると判断さ

れているものです。Ａについては、十分に満たされているということで、若

手教職員、若い先生方においても、この教科書を使って指導できると判断さ

れたものです。 

井上委員   調査委員さんの中で、全てがＡというわけじゃないですよね。当然、分か
れるわけです。その中で、多いほうがＡとされるわけですよね。 

今北課長   はい。調査委員のメンバーが７名おりまして、その７名の調査委員の先生
の協議でＡ、Ｂを決定しております。 

森委員    教科の調査観点で、一番上の次期学習指導要領の道徳教育の目標を一変さ
せるために適した内容という部分を、私は一番大事にしていきたいです。特

に、特別な教科、道徳に対して道徳教育じゃなくて、道徳の教科化の目標に

適した教科書という箇所で、ＡとＢがついています。このＡがついている出

版の特色というか、どういうところでＡになったのかお聞かせください。 

今北課長   では、Ａ評価が多かった教科書についてご説明申し上げます。こちらにつ
きましては、次期学習指導要領においては、議論して考えていく道徳という

ことで、友達の考えを記入するコーナーが、各項目に必ず設けられているこ

と、自分の考えと友達の考えを比べることができる教科書であることが挙げ

られております。        子どもの興味・関心については、宝塚の手塚治虫について、これは手塚治
虫単体で取り上げられております。そして、阪神・淡路大震災においても、

各学年において、取り上げておりまして、ほかの教科書会社につきましては、

阪神・淡路大震災を取り上げている教科書もありましたが、東日本大震災を

取り上げている教科書が非常に多かったと思います。このＡ評価が多かった
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教科書については、阪神・淡路大震災を中心に取り上げておりました。        道徳的価値の高まりにつきましても、やはり人権教育の視点に立った道徳
的価値といいますか、仲間とともに一緒に歩んでいる、ともに成長していく

ということで、これが宝塚の教育の基本方針に合ったものであるということ

で、そちらも高い評価を得ております。 

須貝教育長  ほか、どうですか。        本当に、この調査研究の委員には、時間をかけて調査をしていただきまし
た。いろいろな観点で、子どもたちが本当に議論しやすく、議論になるだろ

うというような教科書を選んでいただいたと思います。 

井上委員   地元ですから、阪神・淡路大震災を取り上げるのはよくわかりますが、子
どもたちからしたら、東日本大震災でもいいのではと思います。その辺はい

かがでしょうか。 

今北課長   私も阪神・淡路大震災を経験しておりますが、中には阪神・淡路大震災の
ことを知らない先生方もおられます。東日本大震災については、映像や新聞、

テレビや本も多数出ており、子どもたちが情報等に触れる機会も多いですが

阪神淡路大震災で宝塚のまちも大きな被害を受けており、やはり忘れてはい

けないということで、宝塚市民として、語り継いでいかないといけないと感

じております。        これにつきましては、選定委員会の委員の皆様もおっしゃっておられまし
たし、道徳の委員の皆様の中のご意見でも挙げられておられました。 

井上委員   わからないことはないのですが、別枠でもいいのではと思います。これは
全国的な教科書ですから、その部分でこだわったらどうかとも思うのですが、

わかりました。 

須貝教育長  いろいろ議論もしていただきましたけども、もうご意見はございませんか。
よろしいですか。        道徳の教科書については、答申の内容もふまえ、また、内容や学校現場で
の使用も考えて、日本文教出版でよろしいでしょうか。 

委員    （はい） 

須貝教育長  それでは、議案の第２７号 平成３０年度使用宝塚市公立学校教科用図書
の採択について、報告事項 平成３０年度使用宝塚市公立学校教科用図書採
択に係る調査の研究について、道徳については日本文教出版の教科書を、９

条本については一覧の書籍を採択することとします。 

西本室長   傍聴者の方は、このタイミングで退席はできますが、いかがされますか。
退席される方は、どうぞ退席してください。 

 

【傍聴者退室】 

 

須貝教育長  それでは、続きまして、議案第２６号 平成３０年度宝塚市立幼稚園の園
児の定員の決定について、担当課より説明お願いします。 

高田課長   議案第２６号 平成３０年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定について、
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提案理由及びその内容をご説明申し上げます。        本件は、宝塚市立幼稚園規則、以下、規則と申します。第３条第１項の規
定において、園児の定員は宝塚市教育委員会が別に定める旨が規定されてい

るため、平成３０年度各市立幼稚園の園児の定員を定めるものです。        まず３年保育、３歳児についてですが、平成３０年度から新たに長尾、仁
川の両園で３年保育を実施いたします。そのため、従来の西谷幼稚園を加え

た３園における３年保育、３歳児の定員につきましては、規則第３条第２項

の規定により、各幼稚園１学級２０人定員とし、市立幼稚園３園で合計３学

級、定員は６０人といたします。        次に２年保育、４歳児についてですが、規則第３条第２項の規定により、
１学級３０人とし、西谷幼稚園を１学級３０人定員とし、その他の１１園を

２学級６０人定員とします。市立幼稚園１２園で合計２３学級、定員は６９

０人といたします。        次に１年保育、５歳児についてですが、各市立幼稚園の学級数は、本年度
の２年保育、４歳児と同数とし、かつ規則により５歳児の１学級の園児数は

３５人以下と定められていることから、市立幼稚園１２園で合計１７学級、

定員は５９５人といたします。        なお、２年保育、４歳児につきましては、本年１０月３日から実施する平
成３０年度の入園児募集の申込者数が、西谷幼稚園を除く１１園で３０人以

下となった場合は、定員を減員することとし、１１月以降の教育委員会で改

めてお諮りする予定としております。        続きまして、議案書１５ページですが、１２園、各学年の学級数と定員の
一覧です。３年保育は西谷幼稚園に加えて長尾、仁川の両園で、それぞれ１

学級２０人の定員としております。２年保育では西谷幼稚園のみ１学級で、

それ以外は２学級６０人定員です。１年保育につきましては、１学級が非常

に目立っていますが、これは今年の４歳児の学級数をそのまま学年進行させ

ております。１学級の園児数が３０から３５に増えておりますので、学級数

掛ける３５が１年保育の定員となります。        １６ページ以降につきましては、園児募集の要項でございます。私立幼稚
園との申し合わせによりまして、毎年１０月１日には私立幼稚園の願書受付、

２日から公立幼稚園でということになっていますが、今年１０月１日が日曜

日ですので、１日ずつ繰り下がりまして、１０月２日、月曜日に私立幼稚園

が一斉に願書受付を行います。１日ずれた３日、火曜日から３日間、市立幼

稚園の各園で定員に達するまで園児募集を行います。        この園児募集において、定員を超えて申し込みがあった場合でも受付を行
いますが、後日抽選により園児を決定します。また、３０人以上定員を下回

った園については、定数の変更をしてからということですが、定員に達する

まで追加募集を行います。これは１２月の予定ですが、その際は改めて、教

育委員会でお諮りします。これが園児募集でございます。        また２２ページが、規則の抜粋でございます。２３ページが、今年の各市
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立幼稚園の在籍状況です。５月１日の在籍状況です。３歳児は西谷幼稚園だ

けですので５人、４歳児は１２園でやっておりますが３７６人、５歳児が４

０９人、全園３学年合わせまして７９０人の園児がおります。        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。何かご質問、ご意見ございますか。 

井上委員   例年のことですが、どうしても６０人にしておかないといけないのですか。
いつも明らかに定員に満たないのに、なぜ６０人かなと思います。 

高田課長   実は、昨年の７月に市立幼稚園の適正規模、適正配置の基本方針を策定い
たしまして、それぞれの地域に説明させていただきました。その際に、特に

小規模校は、かねてから３０人定員で募集をしていましたが、３０人しか募

集をしなくて３０人以下で、小規模だと言わないでほしいと地元の方に言わ

れました。結果、来なかったとしても間口は６０人で、その結果、３０人以

下となったときには仕方がないとなるのですが、間口はまず広くとってほし

い。その後、少なかったら定数を減らして、それが続けば小規模校だと判断

をされても致し方がないということです。６０人というのは地域からの要望

があったということでございます。 

森委員    募集人員を超えた場合は、後日抽選となっていますが、大体どのぐらいの
期間を置いて抽選になるのでしょうか。もし抽選に落ちた場合、私立の幼稚

園にまた応募できる、その期間があるのかどうか。 

高田課長   今年の抽選は、１０月１０日に予定しております。抽選を外れた方が私立
幼稚園に行けるかどうかということですが、私立幼稚園の定員の空き状況に

よって、受け付けしてもらいます。定員を越している場合には、受け付けで

きないということになりますので、場合によっては、２年保育からお入りに

なるということになるかと思います。 

井上委員   例えば小浜でしたら、宝塚幼稚園に回すとか、できないのですか。 

高田課長   ２年保育で抽選になる可能性は、極めて低いと感じていますが、万が一、
抽選になるような待機の方が出る場合には、従来から近隣の幼稚園をお勧め

しております。今回もそういう事態が発生した場合には、近隣の公立幼稚園

へご案内することになるかと思います。 

森委員    待ちに待った３年保育ということで、私は２０人よりもすごく定員オーバ
ーになると思います。けれども、その受け皿を、もっと市の幼稚園でできる

のではと思うのですが、それはなかなか難しいのですよね。 

高田課長   基本的には、１学級当たりの園児数そのものが非常に少なくなっています。
４歳児３０人、５歳児３５人と比較しますと、３歳児は２０人ですから、非

常に１学級当たりの人数が少ないです。これは、保育の特殊性から、しっか

りした保育をするため、２０人を１学級単位にすると決めた経過があります。

あと、学級数につきましては、２０人でも１つの教室が必要になるかと思い

ます。        そうなりますと、仁川幼稚園は物理的に、保有教室数がございませんので、
１学級のみとなります。長尾幼稚園につきましては、地域、周りに私立幼稚
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園等がございますので、そういった状況も見きわめながら、次年度以降、学

級数について検討していくべきかと考えております。 

谷川次長   かつて公立幼稚園が１年だった時期が長い間あり、２年保育が始まった際
も、抽選になるぐらい非常に多数の応募がございました。私立幼稚園に希望

されて行くことができなかった方については、そのフォローとして各幼稚園

で子育て支援として、定期的に幼稚園に来ていただいて、支援をしていくと

いう形でやってきた経緯があります。この３歳児についても、２０人を超え

る応募があるのではという予測はされます。        私立幼稚園でも、申し込みをされていて行かれないという方については、
それぞれの公立幼稚園で何らかの子育て支援的なフォローアップをしていく

という方向で、考えていきたいと思っております。 

須貝教育長  ほかは、よろしいですか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、議案の第２６号 平成３０年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の
決定について、提案どおり可決といたします。        次からは、非公開ということになりますので。        では、報告事項の３号 専決処分した事件の承認を求めることについて、
職員の処分の内申について、担当課より説明お願いします。 

田邊課長   それでは、報告第３号 専決処分した事件について、ご説明申し上げます。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 

 

須貝教育長  ありがとうございました。この件で、ご意見ございませんか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  では、報告事項第３号 専決処分した事件の承認を求めることについて、
職員の処分の内申について、原案どおり承認いたします。        続きまして、報告第４号 専決処分した事件の承認を求めることについて、
職員の処分の内申について、報告第５号 専決処分した事件の承認を求める
ことについて、職員の処分の内申について、担当課より一括して説明お願い

いたします。 

田邊課長   それでは、まず報告第４号 専決処分した事件について、ご説明申し上げ
ます。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 

 

須貝教育長  それでは、この件について質問等はございませんか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  では、報告事項の第４号 専決処分した事件の承認を求めることについて、
職員の処分の内申について、報告第５号 専決処分した事件の承認を求める
ことについて、職員の処分の内申について、原案どおり承認といたします。 
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       本日の予定の案件は以上ですけども、何か報告はございますか。 

西本室長   以上です。ほかにはございません。 

須貝教育長  それでは、本日の教育委員会の会議、これで閉会といたします。        どうもありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時４４分 ───────────── 

 


