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平成２９年第１７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９月２１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３０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 教育企画課長     柳田 直記 

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 

 

８ 会議の書記 

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３１号 教育委員会の事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価につ
いて 

○報告第 ６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 】 

 

 

10 その他 

（報告事項） 平成３０年度（2018年度）山手台地区における通学区域の弾力的運用

（区域外就学）について 

（報告事項） 平成２９年度 全国学力・学習状況調査 宝塚市の結果概要について 

【 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  それでは平成２９年第１７回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催い
たします。傍聴者はおられませんか。 

西本室長   今のところどなたもおられません。 

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、川名委員です。よ
ろしくお願いします。  本日の付議案件、議決事項が１件、議決事項以外の報告事項が２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、議決事項が１件、議決事項以外の報告事項が２件です。  議案第３１号 教育委員会の事務の管理及び執行の状況に関する点検及び
評価について。  報告事項 平成３０年度（２０１８年度）山手台地区における通学区域の
弾力的運用（区域外就学）について。  報告事項 平成２９年度全国学力・学習状況調査宝塚市の結果概要につい
て、です。  なお、全国学力・学習状況調査宝塚市の結果概要については、資料中に各
学校名を記載しております。非公開での報告とさせていただきます。よろし

くご審議のほど、お願い申し上げます。 

須貝教育長  それでは、議案第３１号、教育委員会の事務の管理及び執行の状況に関す
る点検及び評価について、事務局より説明をよろしくお願いいたします。 

柳田課長   議案第３１号、教育委員会の事務の管理及び執行の状況に関する点検及び
評価について、その内容をご説明申し上げます。  本件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定
により、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点

検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、市議会に提出すると

ともに、公表しようとするものです。  点検及び評価の方法としましては、平成２８年２月に策定した、本市の教
育の基本方針である『宝塚市教育振興基本計画（後期計画）』に掲げる目標に

対して、その初年度である平成２８年度に行った事務等が適正であるか、成

果をもたらしたか等について、まず教育委員会事務局が４６の施策ごとに自

己評価を行いました。その後、本年度ヒアリングを実施する２０施策につい

て、教育長と教育委員、外部評価者の合同によるヒアリングを実施していた

だきました。  ヒアリング実施施策に関する意見に、外部評価者からの総合的な意見を付
して、評価報告書としてまとめたものです。  なお、この評価報告書につきましては、１０月に開催される決算特別委員
会の審査に合わせて市議会に提出するほか、広報紙やホームページなどを通

して、広く市民に公表する予定です。  説明は以上でございます。 
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須貝教育長  ありがとうございました。  この件、何かご質問ありましたら。特にございませんか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは議案の第３１号、教育委員会の事務の管理及び執行の状況に関す
る点検及び評価につきまして、原案どおり可決といたします。  続きまして、報告事項、平成３０年度（２０１８年度）山手台地区におけ
る通学区域の弾力的運用（区域外就学）について、担当課よりよろしくお願

いします。 

高田課長   それでは、平成３０年度（２０１８年度）山手台地区における通学区域の
弾力的運用（区域外就学）について、ご説明いたします。  本件は、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
方針に基づきまして、昨年１０月１７日に設置いたしました中山台地区教育

環境適正化検討委員会、この検討委員会は中山台地区にある中山桜台小学校、

それと中山五月台小学校、それと中山五月台中学校の、２小学校１中学校の

保護者の代表と学校長、それに地域として中山台コミュニティから主に自治

会長を中心として委員を選出し、総勢約３０人の委員構成でした。この検討

委員会において、小規模化が著しい中山五月台中学校の適正化について検討

いたしまして、その適正化の手法として、隣接する地域であり、かつ児童生

徒数が増加傾向にある山手台地区からの通学区域の弾力的運用により、生徒

数を維持させようとする方向性を確認いたしました。  これは、中山台地区としての考え方です。  こうした方向性、考え方を受けまして、対象地域となる山手台地区として、
小学校区コミュニティ、山本山手コミュニティですが、このコミュニティを

初め、山手台小学校ＰＴＡとも協議を進め、別添の「平成３０年度（２０１

８年度）山手台地区における通学区域の弾力的運用（区域外就学）実施要領」

のとおり取り扱うことで、地域や保護者にもご理解をいただきましたので、

ご報告いたします。  まず概要ですが、山手台の北部地域に居住する生徒の中学校への通学途上
の安全性の確保と合わせて、中山、それから山本地域全体における学校規模

の適正維持を目的として、山手台地区の一部の地域の生徒については、本来

の校区である、「山手台中学校」に加えて、保護者からの申請に基づき、「中

山五月台中学校」のいずれかを選択して進学できる「通学区域の弾力的運用

地域」いわゆる区域外就学を許可する地域として指定するものです。  具体的に指定する地域は２番目ですが、（１）山手台西４丁目と（２）山手
台東５丁目とします。  地図をお配りしましたが、参考にご覧ください。  山手台東４丁目を対象地区として指定する予定ですが、現在造成中の地域
で住宅が建っていないため、次年度以降住宅建設が進んだ段階で指定地域に

入れることとします。現在は、この２地域を考えております。  次にこの制度の運用開始時期は、平成３０年（２０１８年度）からとして
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います。山手台西４丁目あるいは山手台東５丁目に居住する現小学６年生の

保護者からの申請に基づき、指定校である山手台中学校か五月台中学校を選

択し、申請いただいて、五月台中学校へも進学が可能というように、適用開

始時期を次年度からとしています。  ただし、この通学区域の弾力的運用により、本来の指定校である山手台中
学校の生徒数が減少することにも一定の歯止めをかける必要があることから、

山手台中学校の学級数に影響が出ないよう、上限人数を設けます。  この上限人数の設定については、毎年５月１日付けの住民基本台帳や開発
申請等に基づいて作成する生徒数推計のうち、山手台中学校の新１年生の推

計値から、学級数維持に必要な生徒数を差し引いた人数の範囲内として、毎

年、上限人数を設定していきます。  具体的には、１年生の推計人数から、４学級必要な１２１人を引いた中で
決定していきます。  次に２ページですが、上限人数を超えて申請があった場合は、以下の二つ
の優先順位で許可をしていきます。  まず第１優先として、兄弟姉妹を優先します。これは兄弟姉妹が別の学校
へ就学すると保護者の負担となるため、第１に優先していきます。  次に、通学距離が近いこと。これは、中山五月台中学校の方が近いという
方を優先して許可を決定していきます。この二つの優先枠で、決定していこ

うと考えています。  今後のスケジュールも含めてですが、今月２７日に山手台小学校の全保護
者に対して、このような制度が来年度から始まりますというお知らせをお送

りします。 その後、該当する保護者へ通知をいたします。  希望される方は、７ページにある「区域外就学願」を、学事課へご提出い
ただきます。上限人数を超えた場合には、先ほどの優先枠の考え方で決定し

ますが、それ以下の場合はすぐに許可証を発行します。そのため、制服採寸

や入学説明会については、中山五月台中学校でお受けいただきます。  続きまして、９ページに、生徒数推計を参考としてお付けしています。  １１ページをご覧ください。宝塚市では、山手台地域以外にも就学学校変
更、区域外就学制度がございます。  学期途中あるいは学年途中に引っ越したが、切りのいいところまでは今の
学校に行き続けたい、又は、やむを得ず住民票を異動させたが、実際に居住

している地域の学校に行きたい、転居する予定がある場合に、あらかじめ転

居先の学校に行くなどの場合です。あるいは、親がお仕事をされていて、祖

父母の家から通学される場合も、区域外就学の対象となります。  （６）の地理的な理由ですが、今回の山手台地域が該当しますが、山手台
地域のほかに五つの地域が既に選択できる地域なので、今回の山手台地域が

六つ目の地域となります  中国縦貫の北側の御殿山４丁目ですが、本来校区は宝塚小学校です。希望
すればすみれガ丘小学校への就学が可能で、約半数の方が希望されています。 
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 ２番目の口谷西３丁目ですが、本来校区は丸橋小学校ですが、いったん長
尾南小学校区に出ないと行けないことから、そのまま長尾南小学校に行くこ

とが可能な地域です。  ３番の塔の町ですが、本来校区は良元小学校、宝塚第一中学校ですが、通
学途中に非常に危険な道路があることから、安全性を考慮して、西山小学校

あるいは宝梅中学校にも行けますよということです。  中筋山手２丁目あるいは７丁目ですけども、本来校区は長尾小学校、山手
台中学校ですが、通学距離が近いということで、桜台小学校、五月台中学校

へも就学可能です。  ６番目が、今回の山手台中学校になります。  この内容については、今後要綱で整理し、教育委員会に後日お諮りさせて
いただく予定です。  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、いかがでしょうか。 

井上委員   上限人数を設定するのは、行政の都合だけではという意見もあるのですが、
人数を制限しなくてもいいのではないですか。制限するのは山手台中学校の

学級数を維持するためですが、そのような不満を持っておられる方もおられ

るので、丁寧な説明を再度住民の方々にお願いします。 

高田課長   確かに上限人数を設定するに当たって、本来の山手台中学校そのものが逆
に小規模化になってはという心配が、山手台地域の方の中にありました。そ

のような心配を払拭するためにも、この上限人数の設定を求める声が強かっ

たというところがございます。  これにより地域が不安になることはあってはいけないので、今後も引き続
き丁寧に説明をしていきたいと思います。 

井上委員   もう１件あります。これができたために、適正校区、特区を設けて五月台
中学校を一貫校にするというような話が具体的にありましたが、これはどう

なるのですか。 

高田課長   この通学区域の弾力的運用は、長期的な視点で見たときに効果がどこまで
続くかというと、数々の疑問がございます。あくまでも短期的な対処法とし

て取り入れたものです。ですから、長期的な視点に立っては、その中山台地

区教育環境適正化検討委員会の中でも検討していきますが、本来の学校区の

あり方、学校運用のあり方についての検討が必要だと思います。  今お話の出ました、小中一貫教育などの内容について、まだ具体的な方向
性は決まっていませんが、地域からは勉強会的に知恵を出してほしいという

声もあります。次回１０月１７日ですが、そのときに文科省などのデータや

いろいろな情報を用いて、この中山台の検討委員会の中で議論を始めていき

たいと思います。  あくまでも、この弾力的運用は短期的であり、長期的にはしっかりと小中
一貫も見据えて検討をしていきたいと思います。 

川名委員   この地域には、特区構想があるわけですよね。ですから、そのことを言わ
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ないのはフェアではないと思います。たとえ短期であっても、将来的にはそ

ういう構想を検討しているという情報提供をして、その上で選んで頂いたほ

うが良いと考えます。ただ学習のことだけではありませんよという特色を出

していくわけだから、何を中心として小中一貫をするのかみたいなことも私

たちも固めていかないといけないですが、それなしに短期だからというのも、

良くないのではないですか。  将来はこんなことも考えていますというのを、早く出して、私たちも何を
看板にした特区にするか議論を進めて、それも合わせて提示して、変更する

なら変更してもらったほうが、後で「そんなのだったらもっと早く言ってよ」

となりかねないのではないですか。 

高田課長   確かに情報はしっかり開示しないと、学校を選んでいただくことがなかな
か難しいと思います。この今の適正化検討委員会の審議内容というのは、ホ

ームページで公開していまして、議事録も公開しています。当日お出しした

資料も公開していますが、そこのＰＲ不足があるかと思いますので、情報の

公開の仕方はしっかりと検討していきたいと思います  それと、この中山台の学校規模、教育環境については、今後教育委員会と
して取り組む内容としては大きな課題になってきていますので、しっかりと

そういうことも含めて、ホームページ等を活用して、公表できるように進め

ていきたい、研究していきたいと思います。以上です。 

井上委員   全市的な適正規模の学校にするため、校区変更などの見通しはどうですか。 
高田課長   スポット的には小規模校である光明小学校は、具体的に検討委員会を何度

か重ねてきていますが、それぞれの地域には地域なりの考えがあり、全市的

な校区の再編の流れまでは結びついていない状況です。やはり今の学校の規

模を維持したい、今の地域を守っていきたいという色が強いのが現状です。  例えば大規模校においても、校区分離というのが大規模校の解消の手法と
して、一番有効な手法としてありますが、かつて失敗したという経験もあり、

地域そのものもあまり望まれていないような状況です。そこを強引に入って

いけず様子を見ていて、なかなか進んでいないのが現状です。全市的にどう

していくのかを、一度立ち返って考えなければ、そこの地域の考え方に押し

戻される状況ですので、仕切り直しも含めてどうしていくのかしっかり考え

進めていかなければいけないと考えています。 

川名委員   まず、成功例を一つという話だったと思います。だからまずはここが抵抗
も少なくやりやすい地域だから、もうちょっと力を入れて、まずは一つ実現

しましょう。  それには何を校区の軸にするかとか、校区を外して全市から来てください
とするのかなど、詰めないといけないことがあります。ここは吹奏楽という

看板があるので、やりたい人は他から来てもいいわけでしょう。何か旗印を

立てて、具体的に進めていかないと、いつまでたっても進みません。 

西本室長   今委員がお話しされたように、中山台については非常に特色がありますの
で、それをさらに一層高めていくためには、小中一貫教育をさらに強化して
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いくという方向性は、私どももあと地域も同じ考え方です。  ただ行政がこういうものを持ち上げ過ぎると、地域とかみ合わない部分も
出てきます。デメリットも知りたいという方もおられますので、１０月半ば

に適正化検討委員会の中でデメリット・メリットを出し、しっかり合意形成

を図りながら丁寧にやっていく必要があると考えています。  スピードが期待されているより遅いというのは事実かと思いますが、丁寧
にやっていこうと思います。 

川名委員   そうしないと途中でひっくり返ると大変ですから、それはよくわかります。 
もう何年もやっているので、いいかげん形になって欲しいと思います。 

森委員    前の委員会の時に、五月台地区に対しての教育委員会としての考え、構想
を持っておくべきではないかというような意見を言いました。やはり、今の

お話を聞いていて、教育委員会だけでなく、まちづくりと一緒にこういう件

は進めていかないと進まないのではないかと思います。その点は、行政とう

まくいくよう調整をしていただきたいと思います。  それからこの山手台地区につきましては、丁寧に進めていただいて、来年
度こういう形で実施ができるということに、とてもうれしく思います。ただ、

五月台小学校や五月台中学校の地域への説明は、どうなっているのですか。 

高田課長   昨年度に、ＰＴＡ代表の方には方向性についてお話していますが、全保護
者や全地域に向けてのお話はできておりません。ただ、この中山台適正化検

討委員会には各ＰＴＡの代表の方、それと地域の代表の方がいらっしゃいま

す。そこでの報告内容や決定内容は、ＰＴＡがどのように回されているかは

わかりませんが、地域は回覧等でお回しいただいていると聞いています。  それと、ホームページに議事録を載せておりますので、地域の方はその進
捗を確認できる状況です。 

森委員    ホームページは、ほとんど見ませんよね。どちらかと言えば、山手台より
も五月台の校区の方とか、五月台の保護者の方がすごく関心が高いと思いま

す。なので、このような適正化という話は、五月台の住民や保護者に委員会

として説明してほしいと思います。 

西本室長   その件については、中山台地区の適正化検討委員会でまず中山五月台中学
校の今後のあり方、何もしなければ減っていくのでどうするかということで、

隣接校の力を借りようという方向性は確認しています。  その後、進捗状況についても適正化検討委員会にフィードバックし、情報
提供をしながら進めています。それで、適正化検討委員会は委員だけで情報

を持つのではなく、しっかりそれを広めるという仕組みもできています。  教育委員会が先頭に立って、例えば説明会を一堂に会してするとか、そう
いう手法は取っておりませんが、丁寧に周知しながらできているのではない

かと考えています。 

須貝教育長  先ほどのまちづくりとの連携ということが出ましたが、その辺はどのよう
に連携を取っているかの説明をお願いします。 

高田課長   市民交流部の部長、室長、担当課長、これに政策担当も加わりますが、検
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討委員会や代表の方とお話をしたときの資料あるいは議事録を、随時提供し

ています。また、意見を聞かないといけない場合は、意見を聞いております。  出席が必要な事態があると、そこは出席いただく形で市民交流部とは協議
は進んでおります。普段から連携を取られるよう努めております。 

須貝教育長  ほかご質問等ございますか。  それでは、報告事項、平成３０年度（２０１８年度）山手台地区における
通学区域の弾力的運用（区域外就学）については以上です。  続きまして、先ほど事務局からありましたが、次の報告は非公開でお願い
します。  それでは、報告事項、平成２９年度全国学力・学習状況調査、宝塚市の結
果概要について、担当課より説明をお願いします。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 

 

須貝教育長  他にご質問等何かございますか。  本日の予定の案件は以上ですが、ほかに何かご報告ありますか。 

西本室長   追加の案件として、報告事項が１件ございます。お手元に当日配付資料を
お配りしています。  報告第６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
の内申についてです。こちらの件についても、個人情報、個人に関する事項

を含んでおります。引き続き非公開でのご報告とさせていただきます。 

須貝教育長  次の報告も引き続き非公開といたします。  それでは、報告第６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、担当課よろしくお願いします。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 

 

 

須貝教育長  それでは、報告の第６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。        ほかに何かご報告ありますか。 

西本室長   はい、以上でございます。 

須貝教育長  それでは、本日の教育委員会定例会を閉会いたします。ありがとうござい
ました。  ─────────── 閉会 午後 ２時３０分 ───────────── 

 


