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平成２９年第１９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１０月１９（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２８分 

５ 出席した委員の氏名   須貝 浩三教育長、井上 輝久委員及び森 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 
建築住宅室長     福田 芳巳 施設課長       上治 秀臣 

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 
教育支援課長     福本 德子 
施設課係長      北方 隆史 
施設課係長      平田 泰三 
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３２号 教育財産（市立長尾中学校屋内運動場外）の取得の申出について   議案第３３号 工事請負契約（市立長尾中学校屋内運動場外新築等（建築）工事）の 

締結について意見を申し出ることについて   議案第３４号 宝塚市奨学基金条例の一部を改正する条例の制定について意見を申し 

出ることについて   議案第３５号 平成３０年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の変更について 

 

10 その他 

（報告事項） 平成２９年度 全国学力・学習状況調査結果から（リーフレット）の作

成・配布について 
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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１９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、傍聴者はいかがですか。 

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、篠部委員がご欠席という通知いただいております。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項の規定により、
過半数の議員の出席がありますので、本会が成立する旨をご報告いたします。  本日の署名委員は、井上委員です。よろしくお願いします。  本日の付議案件は、議決事項が４件、議決事項以外の案件が１件、進行を
事務局よりお願いします。 

西本室長   本日の付議案件は、議決事項が４件、議決事項以外の案件が１件です。        議案第３２号、教育財産（市立長尾中学校屋内運動場外）の取得の申し出
について。        議案第３３号、工事請負契約（市立長尾中学校屋内運動場外新築等（建築）
工事）の締結について意見を申し出ることについて。        議案第３４号、宝塚市奨学基金条例の一部を改正する条例の制定について
意見を申し出ることについて。        議案第３５号、平成３０年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の変更について。        報告事項、平成２９年度全国学力・学習状況調査結果から（リーフレット）
の作成・配布について。        なお、議案３２号及び第３３号につきましては、関連する議案となります。
一括でのご審議をお願いいたします。        よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。        以上です。 

須貝教育長  それでは、議案第３２号、教育財産（市立長尾中学校屋内運動場外）の取
得の申し出について、議案第３３号工事請負契約（市立長尾中学校屋内運動

場外新築等（建築）工事）の締結について意見を申し出ることについて、担

当課より一括して説明をお願いします。 

上治課長   それでは、議案第３２号と第３３号、一括してご説明いたします。        まず、議案書の１ページをご覧ください。        議案第３２号、教育財産（市立長尾中学校屋内運動場外）の取得の申し出
についてですが、市立長尾中学校屋内運動場外新築等（建築）工事について

は、平成２９年１２月議会の議決を得ることにより、現在、仮契約が進んで

いる案件が、本契約して締結される見込みです。本件は、この工事により取

得することになる建物について、教育委員会が維持管理をするため、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第２８条第２項の規定により、市長に意

見を申し出るものです。        下の表については、後で図面等により説明させていただきます。 
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       続きまして、同じ議案書の１３ページをご覧ください。        議案第３３号、工事請負契約（市立長尾中学校屋内運動場外新築等（建築）
工事の締結について意見を申し出ることについてです。        本件は、市立長尾中学校屋内運動場外新築等（建築）工事の工事請負契約
を締結することについて、平成２９年１２月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

に意見を申し出るものです。        長尾中学校の屋内運動場は、築後５３年が経過しており、老朽化が進行し
ています。また、授業や行事を行うための十分な広さが不足していることや、

指定避難所にもかかわらずトイレが整備されていないことなど、機能面にも

問題を抱えています。これらの屋内運動場の問題に加え、グラウンドの形状

の整形、グラウンド面積の適正規模確保、武道場の整備、安全な通学路の確

保など、現在、長尾中学校が抱える複数の課題の解決を図るため屋内運動場

棟及びプール棟の新敷地への移設新築工事を施工いたします。        本工事契約は平成２９年１０月６日付けで仮契約が締結されており、契約
相手方は株式会社鍛治田工務店、契約価格は７億７，６０８万８，０００円、

契約工期は契約締結日から平成３１年２月２８日までとなっています。        工事では、屋内運動場棟、プール棟、渡り廊下及び歩道橋を新築するとと
もに、既存校舎北館につきましても、２階多目的トイレを連絡用廊下に改修

するほか、エレベーターやトイレの改修工事を行う予定です。        では、概要について、図面でご説明させていただきます。        まず、議案書の１１ページをご覧ください。        ハッチがかかっているところが、長尾中学校を示しています。        続きまして、上の１０ページの配置図、その部分を拡大した配置図を示し
ています。中央に走っている道路が、都市計画道路中筋山本線です。その南

側にある敷地が、現在長尾中学校の校地です。北側にある部分が、今回取得

した約４，３００平方メートルの敷地になります。こちらに、屋内運動場棟

及 び プ ー ル 等 の 建 築 を 計 画 し て い る も の で す 。       
なお、屋内運動場棟・プール棟については、建物一体ではなく、間に約１．７

メートルの避難経路を確保した形で設置をさせていただきます。        続きまして、参考資料の３ページをご覧ください。  これが、屋内運動場棟の１階の平面図です。アリーナとしては、８１１．
９平方メートルとなっており、１階部分で玄関ホールを介し体育館にも直接

入れる形とエレベーターの設置、なお防災倉庫も備えています。１階の面積

としては、１４９４．６８平方メートルとなっています。        続きまして、４ページをご覧ください。        これが２階の平面図です。２階にはアリーナの上部と、２５７．９９平方
メートルの武道場を計画しています。図面の右下が、歩道橋です。後でまた

渡り廊下の説明をさせていただきますが、旧の管理棟から上履きで直接行け

る廊下を設置しています。 
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       続きまして、５ページですが、こちらが立面図です。高さとしては、アリ
ーナ部分が最も高いところで１２．８メートル、武道場等が１１．３メート

ルとなっています。上が南側の立面図、下が北側の立面図となっています。        続きまして６ページ、上の図面が東側の立面図、下が西側の立面図です。        続きまして、プール棟の説明をさせていただきます。７ページです。        プール棟１階平面ですが、建物としては、機械室・器具庫・男子便所・女
子便所で、６１．５４平方メートルとなります。また、プールとしては、       ２５メートル７コースということで、２５メートル掛ける１５メートルの規
模を設定しています。なお、建物ではございませんが、プール全体としては

およそ８７３平方メートルとなっています。        追加資料の７ページに、立面図を示しています。        続きまして、渡り廊下についてご説明いたします。議案書の６ページが平
面図で、追加資料の８ページが立面図となっています。議案書の６ページの

平面図ですと右下の部分が既存の管理棟の特別教室部分、そこで渡り廊下と

接続をかけています。スロープを経由して歩道橋を介し、今回新築する屋内

運動場棟になります。なお、このスロープについては、当初、通常新バリア

フリー法では１２分の１という設定でしたが、極力低く抑えたいという考え

方もあり、１５分の１で設定した計画です。        追加の参考資料の８ページ、立面図をご覧ください。既存校舎と新築の敷
地で、約１．２メートルの勾配があります。かつ道路法により、道路上空の

制限があるため、それをクリアする高さとして設定した結果、最低限の必要

なものとしてスロープを設置しています。        なお、各建物におきましてはエレベーターやスロープを介さず、直接上下
できる形としています。        続きまして、議案書の４ページの右側をご覧ください。右側の改修後２階
平面図ですが、これの一番右上のところに渡り廊下棟ということで、ここに

渡り廊下が接続されてきます。それに伴い、右の改修前の図面の場所を見て

いただくと、多目的便所があります。この便所を改修し、渡り廊下と接続を

するということで、既存校舎については、この便所の改修を計画しています。        それに伴い、下の５ページですが、便所部分にハッチをかけていますが、
便所の改修となりますので、配管等の工事の関係上、天井等を改修する必要

がありますので、工事範囲となります。        それと、既存校舎については、エレベーターの改修を計画しています。エ
レベーターについては、３ページの３階部分から４ページ、５ページと各階

全てを対象としています。なおエレベーターについては、日々進歩いたしま

すので、技術的なものが既存不適格になります。それに伴って増築等がある

場合は改修をする必要があるので、今回遮煙性能の向上等を含めた改築を考

えています。        建物の概要は以上ですが、続いて参考資料です。参考資料の１ページをご
覧ください。一応、こちらに示しているのが、現状と完成後です。屋内運動
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場の床面積については、現状６８８．７５平方メートルを完成後は１，９８１．４８

平方メートルとなります。アリーナ部分については、５０１．８４平方メー

トルが８１１．９０平方メートル、武道場については今ありませんので、そ

れが２５７．９９平方メートル、プールについては、６レーン２５メートル

いうのが７レーンで２５メートルになります。        なお、グラウンド面積については、現在、全体としては下の括弧書きで入
れていますが、９，６０３平方メートルです。ただ、ここの分については、

平地ということでグラウンド面積に入っていますが、プール部分もあるので、

６９３．８平方メートルが確実にグラウンドとして利用できる形に整備がで

きると考えております。        続いて、議案書の１５ページをご覧ください。こちらが工事の請負の概要
となります。先ほど、説明させていただいたように工期については、議決が

あった日から完工は３１年２月２８日、設計者は、株式会社綜企画設計の神

戸支店です。予定価格は、８億２，４２５万６，０００円、先ほど税抜きで

したが、今回は税込みの価格です。        なお、５番の一般競争入札ですが、１０社から申し出がありましたが、開
札前に辞退というのが６社ありました。未入札が１社あり、３社で入札を行

いました。なお、落札率につきましては９４％となっております。        ご説明については、以上です。 

須貝教育長  ありがとうございました。        何かご質問があれば、お願いします。        体育館のアリーナ部分が、今狭いですよね。３００平方メートルぐらい大
きくなるのですね。 

上治課長   長尾中学校が面積的に人数からいうと一番少ない形になっているので、か
なり解消になると考えています。 

須貝教育長  ほかと違うのは、渡り廊下ね。校舎から直接行けるということで、接続部
分の工事が入るけども、雨の日も濡れずに体育館へ移動できるのはいいね。 

上治課長   歩道橋部分については、法律の関係上全くの屋根付きという形にはできま
せん。可動式のルーバーを設置する形で、極力防げる形の構造になります。 

須貝教育長  一部天井はあくのですか。 

上治課長   あきます。道路の上空になるので、建物としては一般的に建てられません。
建てようとすると建築基準法上許可が必要になります。許可をとろうとする

と、隣地境界からの距離が必要になります。隣地境界から今回距離が１０メ

ートル以上離れていませんので、許可もおりず、建物として造ることはでき

ません。可動ルーバーではないですが、テント的なもので今回は対策を取る

計画です。 

井上委員   この体育館ができると、今までの旧体育館の問題点は解消できるのですか。 
上治課長   使い方によるかと思いますが、市内では一番大きな規模の体育館となり、

文科省の補助金メニューがございます。そこで１８クラスからという形でア

ッパーの面積がありますが、長尾中学校の場合１８クラスジャストになりま
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すので、それから見ても遜色ない大きさではないかと考えております。 

須貝教育長  ほかどうですか、何かご質問はございますか。 

川名委員   今が余りにも狭い、きちんと体を動かせないので、良かったと思います。 

須貝教育長  プールが中に入ることによってプール部分がグラウンドの一部になります
が、あそこはいびつな形ですよね。プールが奥に入っているから、南側がグ

ラウンドとしてきちんと使用できるかどうかですね。 

上治課長   今後の課題となりますが、現在、防球ネットなどが低い部分です。プール
自体が除却されたときに、その辺も込みで計画はやっていかなければならな

いと考えています。 

須貝教育長  南門の史跡がある部分の移築も含めてね。 

上治課長   移築については、協議になるかと思います。古墳になりますので、いきな
り移設というのはなかなか困難かと思います。 

須貝教育長  土地だけでいうたら、あの部分がグラウンドになっているからね。 

上江洲理事  今回の請負で、この現プールや体育館の撤去費用も含まれていますか。 

上治課長   次期工事になります。完成してから潰すという形です。 

井上委員   体育館のあとは、何になるのですか。 

上治課長   そこも計画を練る必要がありますが、パブコメの時期や歩車の分離等を考
えますと、駐車場という考え方が強いとは思います。ただ、それについては、

まだ未確定になります。現在、工事車両等がなかなか入れない形になります

ので、後々の建物の維持管理とかその辺も考慮しながら、他の手法もあるか

どうかを検討していきたいと考えています。 

井上委員   ということは、当分仮設はなくならないわけですね。 

上治課長   その予定です。 

井上委員   当然、避難場所に指定されると思いますが、どれぐらいの人数を考えてお
られますか。 

上治課長   今回飲み水で、プールを利用しようとしています。それとマンホールトイ
レも考えています。便器数からいきますと内閣府が出しているのが、当初避

難では５０人で１基計算とし、長期では大体２０人で１基という形になって

います。飲料水も計算に入れると、機械がいわゆるフィルターの約１０時間

使用可能のタイプ、フィルター交換すれば処理能力からすると、１人３リッ

トル程度必要と考えると、大体５００人は処理可能になるかと想定していま

す。５００人と算定しますと、大体アリーナ部分で１．６平方メートル当た

りが、１人当たりの床専有面積になるかと思います。ただ、私も２０年前の

阪神大震災を経験し、避難所も見てきましたが、通路とかも必要になってく

るので、もう少し人数が減るかと思います。        フィルターも交換とか清掃が必要ですが、それを行うともう少しもつと考
えます。ただ、阪神のときの事例で、地震の規模によっても違うと思います

が、前回もトイレの水も使用しましたが、飲料水系で近畿地方整備局に応援

を頼みました。そして、大体１週間で落ちついたという経過がございます。

なので、フィルター１セット、１０枚になりますが、それを備えながら、な
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おかつ清掃していけば、何とかもつのではないかという憶測です。 

須貝教育長  詳しく説明していただいていますが、ほかにご意見はございますか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、議案３２号、教育財産（市立長尾中学校屋内運動場外）の取得
の申し出について、議案第３３号、工事請負契約（市立長尾中学校屋内運動

場外新築等（建築）工事）の締結について意見を申し出ることについて、原

案どおり可決といたします。  続きまして、議案第３４号、宝塚市奨学基金条例の一部を改正する条例の
制定について意見を申し出ることについて、担当課より説明をお願いします。 

高田課長   それでは、議案第３４号、宝塚市奨学基金条例の一部を改正する条例の制
定について意見を申し出ることについて、提案理由及びその内容をご説明申

し上げます。        主な改正内容ですが、現行の条例では、基金への積み立ては、基金への積
み立てを指定した寄附金の額に限定しているため、新たに一般会計歳入歳出

予算に定める額についても積み立てができるよう条例を改正しようとするも

のです。  また、現在の、基金の運用から生じる運用益金については、一般会計予算
に繰り入れ、奨学助成事業の財源の一部に充当していましたが、今後はこの

基金の運用から生じる運用益についても、収益についても基金への積み立て

を行うよう、合わせて条例を改正しようとするものです。        議案書の１９ページをご覧ください。        新旧対照表ですが、第２条が主な改正点です。現在は、基金への積み立て
を指定した寄附金の額としていますが、一般会計歳入歳出予定で定める額。

この基金への積み立てを指定した寄附金の額、運用益を基金に繰り入れるこ

ととします。        これに合わせて、第４条、運用益金の処理の内容も変わってきます。従前
は左側、一般会計予算に計上して修学資金事業に要する資金に充てるものと

すると規定されているところ、基金の運用から生じる収益は、予算に計上し

て再度この基金に繰り入れていこうとするものです。        この条例改正に合わせて文言の整理が必要になってきますので、第６条の
処分のところ、現行では一般会計予算という言葉を使っていましたが、その

前段で一般会計予算を以下予算とすると規定していますので、この第６条の

一般会計予算は予算に変わります。        説明は、以上です。 

須貝教育長  はい、ありがとうございました。        説明は終わりましたが、ご意見はございますか。 

井上委員   一般会計歳入予算の中に入れるわけですか。 

高田課長   今までは寄附をしたいという方が申し出られて、そのお金しかこの基金に
積み立てることができませんでしたが、市が予算化をして、この基金に積み

立てる額を指定して予算化したものについて受け入れができるようにしよう
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とするものです。ですから一般会計予算から、この基金に入れることができ

るようするものです。  実は、本年９月の市議会において可決された宝塚市市民福祉金条例の廃止
に伴う代替措置、代替施策の一つとしてひとり親家庭を対象とした新たな奨

学金制度の創設を予定しています。それに必要とする額をこの基金に積み立

て、その基金から取り崩してこの奨学金に充てる予定です。その相当する額

というのは、これから具体的に庁内で検討しますが、その枠をこの基金に積

み立てていこうとする、そのための準備行為となります。 

和田部長   市民福祉金で母子・父子・遺児に対して、年間１万円から４万円の額を支
給していました。ただ、その条例は廃止されました。ただ廃止する条件とし

て、今まで母子・父子・遺児に使っていたお金は、母子・父子・遺児のため

に使う、その額を残しておきなさいという条件が付きました。そのお金を、

奨学基金へ積めるようにします。奨学基金だけでなく、あと子ども未来基金

にも積む予定です。予定としては、大体２，０００～３，０００万円の額が

毎年ここの基金へ積めるという形になってきましたので、そのために一般会

計予算で定める額を奨学基金へ入れられるようにするための条例改正です。 

上江洲理事  実は、福祉金として年間５，０００万円、要は母子家庭に５，０００万円
ほどお金を使っていました。個人への現金給付ということで、それでは手元

に残りません。すでに他市も廃止していますし、それを廃止して、別の施策

に変更しますが、５，０００万円ほどは、子ども未来部が管理している基金

と教育委員会が管理している奨学基金と分けて、教育委員会には年間に約３，

０００万円を入れて、それを基金に積んでその基金を財源にして、特にひと

り親家庭を中心にした給付型の奨学金に変えていこうということで、この基

金の整理をしました。 

須貝教育長  ご理解いただけましたか。よろしいですか。        その上で、何かご質問ございませんか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、議案第３４号、宝塚市奨学基金条例の一部を改正する条例の制
定について意見を申し出ることについて、原案どおり可決します。        続きまして、議案第３５号、平成３０年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の
変更について、担当課より説明をお願いします。 

高田課長   議案第３５号、平成３０年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の変更について、
提案理由及びその内容をご説明申し上げます。  本件は、平成２９年７月２７日開催の第１４回宝塚市教育委員会の定例会
において決定した、平成３０年度の宝塚市立幼稚園の園児の定員のうち、良

元幼稚園、小浜幼稚園、宝塚幼稚園、仁川幼稚園、西山幼稚園、中山五月台

幼稚園、丸橋幼稚園の７園のそれぞれ２年保育の定員を１学級３０人に変更

するものです。        この流れについては、平成３０年度の園児の定員をそれぞれ２学級６０人
定員としましたが、本年１０月３日、４日、５日に実施した市立幼稚園の入
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園児募集において、いずれの園も３０人を下回りました。この園児募集の結

果を受け、当該７園については１学級３０人に定員を変更いたします。        この変更により、平成３０年度の宝塚市立幼稚園の２年保育の定員は１６
学級４８０人の定員となります。        続いて、議案書の２３ページをご覧ください。園児募集と定員についてで
すが、上段が３年保育です。長尾、仁川の両園が新たに３年保育に取り組み

ます。各園ともに１学級２０人定員のところ長尾が５５人、西谷が２人、仁

川が２８人の応募がありました。このうち長尾、仁川の２園で定員を超える

応募があり、１０月１０日火曜日に抽選により入園予定者を決定いたしまし

た。この２０人の入園予定者の決定に続きまして、補欠順位も決定して、こ

の補欠の方については入園予定者の中で辞退が生じた場合に補欠順位の高い

方から順番に入園予定者に繰り上げていきます。長尾で３１人、仁川で８人

補欠者がいる状況です。辞退者数については、１９日現在で申し込みを辞退

された方の数です。長尾で４人、そのほかで辞退者はございません。  続きまして、下の段ですが、４歳児になります。西谷を除く１１園で各園
２学級６０人を募集しましたが、１２園で３３７人の応募がありました。全

園で定員以内でしたが、先ほど申しました良元、小浜、宝塚、仁川、西山、

中山五月台、丸橋の７園で３０人を割りましたので、ここを１学級に変更す

るものです。この７園のうち、宝塚と丸橋は昨年度まで２学級体制でしたが、

今年初めて１学級になる予定です。末成が昨年度、今年度は１学級でしたが、

来年度は２学級に膨れるということになります。  本年度の１７学級からは、結果として１学級減った１６学級で平成３０年
度の体制を進めていこうとするものです。        次にその下の段が５歳児です。１年保育です。今年度の４歳児を学年進行
しますので、１７学級となります。応募者数は例年大体２０人台ですので、

例年とほぼ同じ応募者数だったと思います。ただ学級数については、今年度

は１９学級でしたので、来年度１７学級ですから２学級減となります。        続きまして、２４ページ以降ですが、追加募集です。この改正後の定員で
もって、今度は定員に達するまでの人数を１２月１４日と１５日に追加で募

集をいたします。ここで定員を超す場合には、１２月２０日に抽選により入

園予定者を決定していきます。この１２月１４日、１５日、この追加募集以

後については、定員に達するまで学事課で随時入園を受け付けします。        説明は、以上でございます。 

須貝教育長  はい、ありがとうございました。        何かご質問はございますか。 

井上委員   ７園も１クラス学級になっていますが、この大きな原因は何でしょう。 

高田課長   これも全体的な傾向、過去からの傾向ですが、基本的には子どもの数が全
体的に減少傾向にあり、保育所、長時間保育への需要が非常に高まっていま

す。私立の中でも長時間保育を実施しているところ、保育所へ人が非常に流

れる傾向にあり、公立幼稚園の園児数が減っていると分析しています。１０
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年ほど前は幼児の全体の５０％が私立幼稚園でした。１０年前は３０％が公

立幼稚園、２０％が公私立の保育所であったものが、今では私立幼稚園が５０

％は変わりがないですが、保育所は３０％、公立幼稚園が２０％という傾向

から見ると、やはり長時間保育への子どもの流れが非常に顕著にあらわれて

いると分析しています。 

井上委員   そこまでわかっているのであれば、なぜ最初の予定学級数を１クラスにし
ないのですか。２クラスとなると、園長は一生懸命募集のために努力されて

いるのですよ。２クラスのために、園長が大変ご苦労されていますが、その

辺どのように思われていますか。 

高田課長   実は、昨年度から幼稚園の統廃合計画、適正配置の説明会を進めていく中
で、１学級、単学級が継続しているので園を廃園します。あるいは今後、単

学級が継続する場合には、廃園していきますという計画をつくる中で、保護

者から、そもそも１学級しか募集していなかったら誰も応募しづらくなると

いうことから、間口は広げて、結果として１学級が継続するようであれば廃

園になってもいたし方がないというご意見を受け、間口だけは一旦広げて、

少ないようであれば後から学級を縮小していく方針に変更いたしました。昨

年度から、そういう方針にしています。それ以前は、こちらで推計を立てて

人数が少ないというところは、当初から１学級の想定はしていましたが、昨

年度、説明会をする中での保護者のご意見を受けて入り口の段階では２学級

６０人定員としました。 

井上委員   でもね、単学級になれば廃園対象になるという、その文言からおかしいの
ではないですか。要は、保護者のニーズに応えていないから、単学級になる

のです。まずそこから直していく必要があると思います。 

谷川次長   確かに保護者の子育て形態が変わってきているので、就労しながら子育て
をする方が増えており、保育所を選択される方が増えています。保育所と幼

稚園のすみ分けというところでは、幼稚園は４時間の教育内容の中で、しっ

かりと学校教育の一環として幼児教育を実施していくという方向できていま

す。何から何まで保護者のニーズに対応する、具体的に言うと給食や長時間

保育など、そういうことを全て公立幼稚園が対応できるかというと、なかな

か難しいものがあります。それぞれ役割の中でやってきましたので、保護者

がいろいろな選択肢の中で選んでいただく形かと思います。  ただ、選ばれなかった理由として、公立幼稚園自体が保育内容や質におい
て低いということでは、決してないと思っています。各幼稚園の先生や園長

は一生懸命教育活動に取り組んでいますから、その中でもっと魅力ある教育

内容というのは今後一層頑張っていかないといけないと思っています。 

井上委員   保護者や地域の皆さんは、幼児教育について幼稚園と保育所は同じ、大き
く変わらないというイメージが強くあります。その辺をもう少し具体的に説

明して、幼稚園の教育はこうだと、保育所との違いをはっきり打ち出さない

と、中途半端が一番ダメだと思います。その辺もまた検討してください。 

須貝教育長  ほかにご意見はございませんか。 
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川名委員   どうしても子どもが減っているし、労働力が足りなくて、専業主婦が増々
減っています。そういう世の中の大きな流れの中で、どうやって魅力をアピ

ールするか、貧しくても働かないで家にいたいという保護者もいますから、

そういう方々のニーズに応えられるようにというのは考えないといけないで

すね。ただ、もう公立幼稚園はやりませんという自治体もありますから、限

られた税金をどこに投入するかという話になると、給食をして欲しいとかい

うのは難しいと思います。だけどゼロにはしないと宝塚では決めているわけ

ですから、その中で井上委員が言われたように魅力を伝えていくということ

は、現場の先生方はすごく熱心にやっておられますし、体力づくりもいろい

ろ努力してくださっていますし、あとはどう支えていくかですね。 

須貝教育長  よろしいですか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、議案第３５号、平成３０年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の変
更について、原案どおり可決といたします。        続きまして、報告事項、平成２９年度全国学力・学習状況調査結果から（リ
ーフレット）の作成・配布について、担当課より説明をお願いします。 

今北課長   平成２９年度、全国学力・学習状況調査結果からのリーフレットをご覧く
ださい。１ページ目の１、本市の全体結果については、教科に関する調査の

平均正答率は全ての教科で全国平均値を上回っております。        ３の調査結果の概要をご覧ください。教科に関する調査結果の段階として
は、平均正答率の全国平均を１００とした場合、極めて良好は１１５以上、

良好は１０５以上１１５未満、それからおおむね良好は９５以上１０５未満

としています。その結果、小学校国語Ａ、Ｂ、算数Ａはおおむね良好、算数

Ｂは良好という結果になっています。中学校も国語Ａ、Ｂはおおむね良好、

数学Ａ、Ｂは良好という結果になりました。        次にチャート図ですが、点線の円グラフのところが全国平均値を示してい
ます。青いグラフについては、教科に関する調査結果、そのほかは児童生徒

質問肢の調査からの結果を示しています。        ４の強化に関する調査結果について、説明を申し上げます。小中学校とも
に基礎基本の学習は定着していますが、小学校の国語に関してはさまざまな

条件に合わせて文章をまとめていくことに課題が見られます。これは、条件

作文です。中学校の国語に関しても同様に、発問の目的に応じて適切な言葉

を選択する力に課題が見られます。小学校算数については、数直線が表・グ

ラフをもとに自分の考えをまとめ、文章で説明する力に課題が残ります。中

学校数学においても、問題の趣旨を考えながら数学的な表現を使って説明文

を書いていく力に課題があります。        次の見開きページをご覧ください。食習慣、生活習慣、学習習慣、最後に
読書習慣の４つの習慣が安定した学力向上につながっていきますという説明

をしています。その中で、朝食を毎日食べていますか、学校の宿題をしてい

ますか、１日当たりの携帯電話・スマートフォンの使用時間、最後に読書は
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好きですかという質問を取り上げまして、平均正答率とクロス集計の結果を

出しています。特に毎日朝食を食べている児童生徒ほど、正答率が高い傾向

が見られました。  また、家庭学習を中心とした宿題をしているという習慣については、小学
校から着実に積み重ねた結果は顕著にあらわれてきています。携帯電話・ス

マートフォンについては、家庭で使用についてのルールを決め、長時間使用

し過ぎないようにすることが必要であることがわかりました。それから、読

書についても児童生徒の読書に親しむ時間を増やすことが子どもたちの言葉

の力を高め、コミュニケーション能力の育成につながることがわかりました。        では、最後のページをご覧ください。本市の教育委員会としては、学校・
幼稚園・家庭地域と協力連携し、「家庭学習の手引きＴＡＫＡＲＡっ子 スタ
ディ・ナビを」発行し、児童生徒の学習への関心意欲を向上させるとともに、

自主的・計画的な家庭学習の取り組みを全力で支援してまいります。        そして宝塚の子どもたちを大切にする教育をより一層推進し、このふるさ
と宝塚を大切にする子どもたちをつくっていきたいと思います。        このリーフレットについては、定例教育委員会後に校園長会で説明をし、
本市の教職員、小中学校の保護者様に配付する予定です。        それから、ホームページにも掲載し、市民の皆様にご覧いただけるように
する予定です。        説明は以上になります。 

須貝教育長  ありがとうございました。        ご質問ありますでしょうか。 

井上委員   食習慣、生活習慣、学習習慣、これは家庭の協力なしではできないもので
すよね。これを具体的に、どのような形で支援される予定ですか。 

今北課長   保護者にはリーフレットを配付し、校園長会でも説明して、学校長や教職
員からこの３つの習慣については、ご家庭に説明をしていただく予定です。

市民にはホームページで公表し、現職研修会や初任者研修会など様々な場で、

先生方にお伝えし、保護者に説明をしていただくよう考えています。        あと、パワーアップ・ナビについても発行する予定ですので、そのような
形で説明をしていきたいと思っています。 

井上委員   保護者に伝える機会というのは、具体的にどのように考えていますか。 

今北課長   学校現場におりましたときは、まず教育委員会からこのリーフレットがき
たら、学校評議員の皆様に説明をいたします。それからさまざまな地域の、

例えばまち協の委員会や補導委員会の会がありましたから、そのような会の

ときに配付し、地域の皆様には知ってくださいということで、パンフレット

の説明をしていました。まず地域の保護者、それから地域の皆様から発信を

していくように教育研究課からも学校長に伝えていきたいと思います。 

須貝教育長  個別懇談や三者懇談の中で、これを使ってほしいと先生方に伝えますよね。 
今北課長   はい、伝えていきたいと思います。 

川名委員   このナビは全員に配りますよね。 
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今北課長   はい、ナビは全員に配布します。 

川名委員   子どもたちが持って帰りますよね。 

今北課長   はい、小学校低学年・中学年・高学年と中学生用と４種類つくる予定です。 

井上委員   これを頑張らないと、チャートが平均値以上に絶対なりませんよ。すごく
低いです。学力以外の自尊感情にしても、学習・生活全部にわたっています。

保護者がどれだけ協力してもらえるかにかかってきますから、もっと興味を

持てるような、これだけ配っても見てくれないと意味がないわけです。その

辺も考えていただけたらと思います。 

今北課長   これから、教育研究課含め、教育委員会全体で検討してまいります。 

須貝教育長  ほか、ご質問、ご意見でも結構です。 

田上部長   自尊感情についてはまだまだ全国平均より下ですが、最後にもありますよ
うに、学校も取り組んでいただいて、徐々に上がってきています。ただそれ

も含めて教科への興味関心がまだまだ低いところがありますので、そこを上

げていき、自分たちがこれだけのことがやれたという部分と強化の底上げを

合わせてやっていくということと、家庭へのところの３つのバランスを、こ

れからも考えて取り組んでいきたいと思っております。        以上です。 

須貝教育長  はい、よろしいですか。        それでは、本日の予定の案件は以上ですけども、ほかにございますか。 

西本室長   ほかにございません。以上です。 

須貝教育長  よろしいですか。それでは、本日の教育委員会を閉会いたします。        どうもありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時２８分 ───────────── 

 


