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平成２９年第２１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１２月７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３時２０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 教育企画課課長    柳田 直記 

職員課長       田邊 哲朗 
学校教育課長     藤山 昌生 
教育研究課長     今北 眞奈美 
青少年センター所長  伊藤 章 
中央公民館長     山下 富司 
東公民館長      大西 章 
西公民館長      高野 進 

 

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   報告第 ７号 専決処分した事件の承認を求めることについて（平成２９年１２月         ２日付け教育委員会所管職員の人事異動について）   報告第 ８号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育委員会         事務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制定について）   報告第 ９号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育委員会         事務局等職務権限規程の一部を改正する規程の制定について）   報告第１０号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育委員会         公印規則の一部を改正する規則の制定について）   報告第１１号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育委員会         公文書取扱規程の一部を改正する規程の制定について）   議案第３８号 平成３０年度宝塚市公立学校教職員異動方針の決定について   議案第３９号 平成３０年度宝塚市公立幼稚園教職員異動方針の決定について   議案第４０号 宝塚市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正す          る規則の制定について 
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10 その他    （報告事項） 平成２９年(2017年)９月・１０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３０分 ───────────── 

須貝教育長  平成２９年第２１回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催いたします。  傍聴者はおられますか。 

西本室長   傍聴者は、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。  本日の付議案件は報告事項が５件、議決事項が３件、議決事項以外の案件
が１件です。  進行について事務局、お願いします。 

西本室長   本日の付議案件は、報告事項５件、議決事項３件、議決事項以外の案件が
１件です。        報告第７号 専決処分した事件の承認を求めることについて（平成２９年
１２月２日付け教育委員会所管職員の人事異動について）        報告第８号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育
委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制定について）        報告第９号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育
委員会事務局等職務権限規程の一部を改正する規程の制定について）        報告第１０号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教
育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について）        報告第１１号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教
育委員会公文書取扱規程の一部を改正する規程の制定について）        議案第３８号 平成３０年度宝塚市公立学校教職員異動方針の決定につい
て        議案第３９号 平成３０年度宝塚市公立幼稚園教職員異動方針の決定につ
いて        議案第４０号 宝塚市立小学校及び中学校の管理運営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２９年（２０１７年）９月・１０月における宝塚市立学校
の「いじめ事案」について        なお、報告第８号及び報告第１０号については、同一の理由による規則の
改正に関するものであるため、一括でご報告をいたします。        加えまして、議案第３８号及び議案第３９号については、平成３０年度の
教職員異動方針に関する案件ですので、一括してご審議をお願いします。        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い
るため、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。        以上です。 

須貝教育長  それでは、報告第７号 専決処分した事件の承認を求めることについて（平
成２９年１２月２日付け教育委員会所管職員の人事異動について）担当課よ
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り説明をお願いします。 

田邊課長   それでは、報告第７号 専決処分した事件についてご説明申し上げます。        本件は、社会教育部生涯学習室中央公民館の新設に伴い、平成２９年１１
月３０日に人事異動の内示をし、平成２９年１２月２日付け人事異動を行っ

たものです。本件異動については、中央公民館の新設に伴い、公民館サービ

ス向上担当の中央公民館参与を新設し、公民館サービス向上担当及び中央公

民館整備担当の社会教育課参与の山下富司を任命し、中央公民館館長を兼任

させることとしました。        今回の人事異動については、本来であれば教育委員会の会議においてご審
議いただくべきものですが、１２月２日の異動までに教育委員会を開催する

ことが困難であったことから、教育委員会事務決裁規則第７条第１項の規定

により専決処分したものです。        以上、ご報告いたしますとともに、ご承認いただきますようお願いします。 

須貝教育長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、報告第７号 専決処分した事件の承認を求めることについて（平
成２９年１２月２日付け教育委員会所管職員の人事異動について）原案どお

り承認といたします。        続きまして、報告第８号 専決処分した事件の承認を求めることについて
（宝塚市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制定につい

て）及び、報告第１０号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝
塚市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定ついて）担当課より説

明をお願いします。 

柳田課長   報告第８号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育
委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制定について）及び、報

告第１０号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育委
員会公印規則の一部を改正する規則の制定について）まとめてご説明申し上

げます。        本件は市立中央公民館の開館に伴い、市立中央公民館に関する整備を行う
ため、規則を改正したものです。規則の改正は、本来であれば教育委員会の

会議においてご審議いただくべきものですが、市立中央公民館が本年１２月

２日に開館し、当該規則の施行日である１２月２日までに教育委員会を開催

することが困難であったことから、宝塚市教育委員会事務決裁規則第７条第

１項の規定により、専決処分したものです。        改正の主な内容としては、報告第８号については生涯学習室が分掌する公
の施設に中央公民館を追加するものです。        報告第１０号については、市立中央公民館にて保管する公印の名称及び使
用区分を規定するものです。        以上、ご報告いたしますとともに、ご承認いただきますようお願いします。 

須貝教育長  ご質問、ご意見ございますか。 
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委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、報告第８号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝
塚市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則の制定について）及び、

報告第１０号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育
委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について）原案どおり承認とい

たします。        続きまして、報告第９号 専決処分した事件の承認を求めることについて
（宝塚市教育委員会事務局等職務権限規程の一部を改正する規程の制定につ

いて）説明をよろしくお願いします。 

柳田課長   報告第９号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育
委員会事務局等職務権限規程の一部を改正する規程の制定について）ご説明

申し上げます。        本件は市立中央公民館の開館に合わせ、市立中央公民館の職務権限を規定
する必要があったこと等を理由に、訓令を改正したものです。        教育委員会訓令の改正は、本来であれば教育委員会の会議においてご審議
いただくべきものですが、市立中央公民館が本年１２月２日に開館し、当該

訓令の施行日である１２月２日までに教育委員会を開催することが困難であ

ったことから、宝塚市教育委員会事務決裁規則第７条第１項の規定により、

専決処分したものです。        改正の内容としましては、市立中央公民館の職務権限を新たに規定すると
ともに、市長事務局における職務権限規程の内容にそろえるため、所要の文

言の整理を行うものです。        以上、ご報告いたしますとともに、ご承認いただきますようお願いします。 

須貝教育長  ご質問、ご意見ございますか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、報告第９号 専決処分した事件の承認を求めることにて（宝塚
市教育委員会事務局等職務権限規程の一部を改正する規程の制定について）

原案どおり承認といたします。        続きまして、報告第１１号 専決処分した事件の承認を求めることについ
て（宝塚市教育委員会公文書取扱規程の一部を改正する規程の制定について）

担当課より説明をお願いします。 

柳田課長   報告第１１号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教
育委員会公文書取扱規程の一部を改正する規程の制定について）ご説明申し

上げます。        本件は、市立中央公民館が開館したことに合わせ、市立中央公民館にて管
理する公文書の記号及び番号を規定するよう、規程を改正するものです。教

育委員会訓令の改正は、本来であれば教育委員会の会議においてご審議いた

だくべきものですが、市立中央公民館が本年１２月２日に開館し、当該訓令

の施行日である１２月２日までに教育委員会を開催することが困難であった

ことから、宝塚市教育委員会事務決裁規則第７条第１項の規定により、専決
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処分したものです。        以上、ご報告いたしますとともに、ご承認いただきますようお願いします。 

須貝教育長  この件ご質問、ご意見ございますか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、報告第１１号 専決処分した事件の承認を求めることについて
（宝塚市教育委員会公文書取扱規程の一部を改正する規程の制定について）

原案どおり承認といたします。        続きまして、議案第３８号 平成３０年度宝塚市公立学校教職員異動方針
の決定について、議案第３９号 平成３０年度宝塚市公立幼稚園教職員異動
方針の決定について、担当課より一括して説明をお願いします。 

田邊課長   それでは、議案第３８号 平成３０年度宝塚市公立学校教職員異動方針の
決定について、及び議案第３９号 平成３０年度宝塚市公立幼稚園教職員異
動方針の決定について、提案理由をご説明申し上げます。        本件は、平成３０年４月１日に行う公立学校及び公立幼稚園教職員の異動
について、その方針を決定しようとするものです。        公立学校においては学習指導要領に基づき、また、公立幼稚園においては
幼稚園教育要領に基づき、それぞれの教育課程が実施されているところです。

学習指導要領や幼稚園教育要領では、それぞれの発達段階に応じて、子ども

たちの「生きる力」を育むことを基本的な考え方とし、そのねらいを実現さ

せるためには、学校・園において、創意工夫による教育課程の実施及び開か

れた特色のある学校・園づくりのより一層の推進が重要です。        これらの観点を踏まえて、平成３０年度の異動方針としては、全市的視野
に立ち、公正かつ適切な人事異動を行うものとし、精神明朗な機運の醸成に

努め、もって学校・幼稚園運営の活性化を図ろうとするものです。        なお、２２ページ「平成３０年度（２０１８年度）宝塚市公立学校教職員
異動実施要領（案）」、２３ページ「平成３０年度公立学校教職員異動方針」、

２５ページから２７ページ「平成２９年度県費負担教職員年齢構成等一覧表」、

それから２９ページに「幼稚園教職員人事異動関係」を掲載しています。こ

れらについて、ご説明させていただきます。        まず、２１ページ「宝塚市公立学校教職員異動方針」、及び２４ページ「宝
塚市公立幼稚園教職員異動方針」に、異動にかかる大枠を載せています。        そして、２２ページの「教職員異動実施要領（案）」には、実際の異動にか
かる具体の内容を挙げております。今年度においても、昨年度同様、文言等

に変更を加えておりません。        ２３ページ「平成３０年度公立学校教職員異動方針」については、県教委
が県立高等学校、及び全県的な視点で作成したものです。ですので、本市と

しては、あくまで参考として取り扱うこととしています。ただし、指導・異

動方針になじむ部分については、踏襲することとしています。        今回、県の方針自体に変更はありませんが、この中で、２の（９）にある
「インクルーシブ教育システムの構築や、通級指導の円滑な実施に配慮する」
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が文面に付け加えられています。        ２２ページ「平成３０年度宝塚市公立学校教職員異動実施要領（案）」です
が、２１ページの異動方針を細かく規定しています。        そして２５ページが、市内学校全体の年齢構成をあらわしたものです。１
番上の段の表ですが、学校の中軸を担う４０代が１３０人と非常に少なくな

っており、全体の１７パーセントになります。        資料には載せていませんが、中山五月台小学校、長尾台小学校のように４
０代が１人もいない学校もあります。そして、中学校では西谷中学校、宝梅

中学校、中山五月台中学校の３校が、４０代が３名以内となっており、小学

校でも１７校あります。これらの学校は２０代・３０代の教員が大半を占め

ており、活気がある反面、教員としての経験不足は否めないところがありま

す。４０代がいないことにより、若手教諭を指導する教員が不足している現

状もあり、この点について校長会からも要望が出ています。来年度改善を図

っていくよう、努力していきます。        ２６ページの上段に、男女比を挙げています。資料はありませんが、県全
体の小学校の女性教諭の比率が６３．０パーセントで、中学校が４２．３パ

ーセントとなっています。宝塚の小学校は、６２．４パーセントとなり、県

の平均に近い内容になっています。中学校では、４５．２パーセントと少し

上回っている状態です。小学校における男女比率に特に問題はありませんが、

中学校において女性教諭の比率が、高司中学校は３８．１パーセント、安倉

中学校が３３．３パーセントと非常に低い割合になっています。昨年度より

女性教員の割合は増加していますが、この部分において宿泊行事や女子生徒

への生徒指導に少し困難が生じることになります。        逆に、山手台中学校は、女性教員の比率が６５．０パーセントとなってお
り、これも同じような問題が生じることになりますが、臨時講師の男性割合

が非常に多いこともありバランスがとれています。これらについても、念頭

に置いた上で人事異動を行いたいと考えております。        ２７ページは、教職員の在籍年数をあらわした表です。原則、人事の実施
要領の中では在籍６年をもって異動の対象とするとしていますが、現状中学

校では６年以上の比率が３８パーセント、小学校と養護学校については３６

パーセントと、長期在籍者の数字が大きくなっています。        これらの主な理由として、中学校では生徒指導や教務などの分掌を担って
おり、その代わりになる者が育成されていないという点、そして２年時から

３年時への担任の持ち上がりのために、なかなか異動をさせられない点や、

特別支援の担当であるという点が挙げられております。        小学校の事情で言えば、同じく特別支援の担当であるということや、校内
で教育計画や教務等の分掌を担っていることが挙げられます。これに加えて

最近の傾向として、特別支援学級の急激な学級増に伴いまして、現在当該学

校に在籍している正規職員を特別支援学級の担任として当てていく必要があ

ることから、異動に関して一定の硬直が考えられます。これについては、次
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代を担う教職員の養成が肝要であろうと考えています。        今年度も、長期在籍者を限りなくゼロに近づけるべく努力をいたしますが、
同時に人事異動方針でもうたっているよう、基本的には校長の意見を重視し

尊重していく必要もあり、校長とは丁寧な話し合いをしていきます。        ２９ページ以降は、「幼稚園教職員の人事異動」です。これについては、年
齢別・経験別・年度別等の職員数のデータを挙げています。        ３１ページの９にある在園年数別人数ですが、５年から９年の箇所に園長
１名、教諭が４名となっています。この教諭４名については、育児休暇のた

めです。また、園長については、再任用の烏山園長であり、長期になってい

ます。これを除きますと、ほぼ市の異動方針にのっとり、順調な異動が行え

ており、特に問題はないと考えています。        説明については以上でございます。 

須貝教育長  この件について、ご質問ございますか。 

井上委員   インクルーシブ教育システムと、現在の入学基準との矛盾等はありますか。 
谷川次長   特にその子の受け入れについて、規定があるというわけではありません。

ただ、障がいがある子については、入学までに教育支援委員会にかかってい

ただき、そちらで答申をいただいて、それを尊重しながらお子さんに適した

就学先というのを保護者、学校と共有しながら進めています。 

井上委員   それは非常によくわかりますが、実際にお子さんが学校に行かれたときに、
介助が必要なために先生がその子につかないといけない。最初から養護学校

が子どもにとっても良いという、強烈なアピールができないのですか。 

谷川次長   専門の方たちがお子さんの様子を聞きながら、答申を出していただいてお
り、私たちもできる限りそれを尊重した形で進めていきたいと思っておりま

す。保護者にもそのような形でお話は丁寧にさせていただいておりますが、

どうしても地域の学校で子どもを育てていきたいという保護者の強い思いが

あると、なかなか養護学校を無理強いするようなことは難しいです。 

井上委員   現実的に見ても、普通校だと同じクラスでみんなと同じようにやるのは難
しいと思いますが。 

谷川次長   お子さんについて養護学校がふさわしいという情報は持っており、保護者
の方にアプローチしています。養護学校では、支援体制の充実や、スクール

バスがあり、危機管理もきちんとできており、受け入れる環境が整っている

という説明を、地域の学校と養護学校とのメリット・デメリットを明示し説

明しています。その上で、保護者の方が選択した結果となっています。 

井上委員   それであれば、受け入れる学校に支援をしないと、学校は大変です。介助
が必要な人の受け入れは増えるが、介助員はそうもいかないという現実があ

ります。 

谷川次長   介助員については、特別支援の担当が学校の状況・お子さんの発達の状況・
障がいの状況等を把握して、適正に配置できるようにしています。介助とい

うのはあくまで生活介助、安全に過ごせることを第一目的としており、その

視点で必要であればきちんとつけるということになります。 
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       ただ、学校からあの子にもこの子にも付けてほしいという要望はあります
が、全て聞き入れることは財政的にも非常に難しいところです。そういう進

め方の中で工夫していただきながら、全体的にスムーズに学校生活を送れる

ように、アドバイスは特別支援担当がきちんとさせていただいており、必要

なところに付けさせていただいているという認識です。 

井上委員   先生の負担になるし、その子にもあまりよいことではないと思います。保
護者の気持ちはよくわかりますが、事務局が入学前にもう少し説得していた

だければ、もしかしたら気持ちも変わるのではと思い、お聞きしました。 

谷川次長   森委員が校長をされていた時に、非常に障がいの重いお子さんを受け入れ
ていただきました。様々な場を設け、数か月かけて保護者と協議をしました

が、最終的にはやはり地域の学校をということで、受け入れていただいたと

いう経緯があります。 

川名委員   かつては、あなたはこちらの方がよいとか、行政が強引に入学先を決める
ということをしてきました。ただ、現在はそのようなことができず、意向を

大事にして、行政側としてそれに応える。情報をいろいろ提供し、途中で養

護学校のことを知ると、きめ細かくやってくれているということがわかり、

途中で変わっていかれる方もいます。だから、最初の段階でまだ何も体験し

ていない時に、こちらの方が良いという事は今ではできません。インクルー

シブ教育を進めようということになっており、まずは希望を聞いて、できる

ことをして、体験しながら考えていただくことになっています。 

井上委員   わかってはいますが、現場の学校の先生の状況を見たときに、絶対に補助
を付ける必要もありますし、それが良いのかどうかです。 

川名委員   そのご苦労ももちろんありますが、そのような仲間が教室にいることによ
り、ほかの生徒が学ぶことも多いですし、先生方も学ぶことが多いです。で

すから、やはりまずはよく相談をして、いろいろな情報を提供して、保護者

のお気持ちを大事にするとしか今はできないと思います。 

上江洲理事  子どもの数や介助員のサポーターの数がどのぐらい増えてきているか、推
移がわかりますか。インクルーシブでは差別解消法との関係が一番大事にな

りますが、学校現場が非常に困っているのもまた事実です。介助員の確保の

困難なことや、財政的な問題もあります。例えば、介助員のアルバイト関係

で３億円近くになり、尼崎市と比べても遜色がないような状況です。学校数

と子どもの規模で比較するとかなり違うため、財政当局からの指摘もありま

した。非常に大きな、課題ではありますが、排除することは出来ず、そうい

うジレンマはあります。 

田邊課長   ２９年度までの分ですが、２６年度であれば学級数が９９学級で在籍者数
が２９９人です。２７年度は学級数１０６学級、在籍者数３４６人。２８年

度は学級数１１３学級、在籍者数は４０９人。２９年度は学級数１２８学級、

在籍者数は４７８人です。介助員の推移ですが、２６年度は８０人、２７年

度は８１人、２８年度は８２人、２９年度は８０人です。 

上江洲理事  介助員は減ってはいない。要は補填するような形で臨時ボランティアとい
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うものがありますよね。支援ボランティアの数は、増えていますか。 

田邊課長   その数は増えていますが、今正確な数字はわかりません。 

井上委員   でも、児童数に追いついていない。それと、学校のトイレを広くする必要
があるなど、施設も追いついていないですね。 

森委員    やはり、学校の中で特別支援学級が増えています。そういう中で特別支援
学校教諭の免許証取得者が担任をする必要があり、学校も相当苦労していま

す。この県の依頼方針の配置に向けた措置を総合的に講じるとともにという、

この部分を市はどのように理解をされていますか。 

田邊課長   小中学校での特別支援学校教諭の免許の取得率というのは、２０パーセン
ト強です。今特別支援学級の担任をできる者は、正規職員と再任用職員です。

それも再任用職員というのは、過去に特別支援教育に携わった正規職員のみ

です。ということで、臨時講師は基本的にはできません。そのため、配置に

ついてはかなり困難な状態です。仮に臨時講師が特別支援の免許を持ってい

ても、就くことはできません。逆に養護学校は、なくてもできるという状態

です。ただ、そういった状態の小中学校で、このような子どもたちが増えて

いる中で、そういった資格があり担任となる者は、やはり限られてしまうと

いう状況です。我々としては、特別支援の免許の取得率を高め、スキル等の

向上が大事であると考えています。 

森委員    例えば、２０代の子で特別支援の免許を持っている。新任で２年間学級担
任を経験したと、でもその学校に特別支援の免許を持っている人がいないの

で、特別支援学級が増えて、誰もいないから特別支援学級を担当しなければ

いけない。そうすると、その若い子たちは学級経営の経験が浅いまま特別支

援学級を受け持つことになる。それでまた人がいないから、結局そこに長く

いることになる。そして今度は結婚をして産休に入り、育児休暇に入る。そ

うすると３０代後半になり、何も自分は引き出しを持たないまま中堅となり、

自信をなくすことになる。そのようなことが、今の若い人たちに起きていま

す。これを何とかしなければならず、課長が言われたように臨時講師でも担

当できるようにと思いますが、これは県として駄目なのですよね。 

須貝教育長  特別支援の免許を持っていて、ずっと普通学級の経験をせずに育ってしま
うことは、大きな問題だと思います。例えそうであっても、人を変えながら

経験をさせるということは、学校を任された運営のあり方だとも思います。

だけども、年齢構成や男女比などの関係も出てきます。特別支援では、女児

であれば女性の先生がトイレに付き合わないといけないという件もあります。

今、特別支援の免許を持った方、特別支援に最初から希望して来ているとい

う方が増えてはいるよね。 

田邊課長   特別支援の免許を持っている者はおりますが、初任者の場合は、入り口が
違うので特別支援を担当させることはできません。特別支援の試験の入り口

で受けた者については、やはり特別支援学校を受けます。近年であれば、２

人、もしくは３人が採用ということになっています。 

須貝教育長  どんどん支援の必要な子が出てきており、介助員がどんどん必要となって
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きている。ただ、それに専門的な知識なり対応ができる先生がいないという

問題があります。時間はかかりますが、専門的な知識や技能を持った者、例

えば特別支援学校で経験した先生が普通学級に来られた場合に、アドバイザ

ーとなって対応がしやすくなることもあり、交流人事の中で免許を持った先

生も増えつつあるのではないですか。 

田邊課長   基本的に、特別支援学校の方が基幹校となるので、実際研修の中で、養護
学校の教員が各小中学校へ指導というのはあると聞いていますが、なかなか

機能していないのが現状です。人事異動的に徐々にですが、特別支援学校で

一定の年数の経った者、いろいろ経験とスキルを十分に学んだ者については、

各小中学校への異動の際、特別支援の担当としてお願いをしています。ただ、

絶対的に数が少ないため、なかなか進まないのが現状です。 

須貝教育長  他にご意見等よろしいですか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、議案第３８号 平成３０年度宝塚市公立学校教職員異動方針の
決定について、議案第３９号 平成宝塚市公立幼稚園教職員異動方針の決定
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４０号 宝塚市立小学校及び中学校の管理運営に関す
る規則の一部を改正する規則の制定について担当課より説明をお願いします。 

井上室長   議案第４０号 宝塚市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部
を改正する規程の制定についてご説明申し上げます。        本件は、平成３０年度から市内の小学校及び中学校に宝塚市学校運営協議
会、いわゆる「宝塚コミュニティ・スクール」を設置するため、宝塚市立小

学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を制定しよう

とするものです。        現在、学校運営協議会（コミュニティ・スクール）については、文部科学
省により全国的に導入が進められており、本年４月の法改正により、その設

置が努力義務として規定されました。設置に際しては、地域の実情を鑑み、

自治体ごとに既存の類似の仕組みから、法に基づく学校運営協議会の仕組み

に発展させることで、継続的な協働体制の確立や風通しのよい学校運営が可

能になるなど、多くのメリットがあるとされています。        そこで、本市においてもまずは既存の学校評議員制度などを生かし、全小・
中・養護学校において順次、市独自の仕組みとして「宝塚コミュニティ・ス

クール」を設置し、学校と地域の協働・信頼関係の土台を築きながら、法に

基づく学校運営協議会制度への移行を検討してまいります。        説明は以上ですが、資料の説明を少しさせていただきます。        本市においても、２年前から「コミュニティ・スクール」について検討し、
昨年度から教育委員会の中でもご説明させていただきましたが、本年度少し

動きも具体化されておりますので、改めてご説明させていただきます。        地域とともにある「宝塚コミュニティ・スクール」ですが、いわゆる保護
者、地域の方々と学校とが今以上に連携、協働して子どもたちの成長を支え
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ていく学校の仕組み、地域とともにある学校をつくっていくということが「宝

塚コミュニティ・スクール」です。この組織ですが、真ん中の図のように、

学校運営協議会という会を立ち上げます。この機関には校長、教頭、教員、

また地域の代表や保護者代表の中から、校長がご推薦され、その方を教育委

員が委嘱し、１０名程度のメンバーで運営していくイメージです。        校長が、例えば学校運営の基本方針や教育活動、また学校の環境整備など
のお願いや説明などをされ、学校運営協議会で協議をし、その意見を生かし

て、校長が学校を運営されます。        平成１７年度の文科省からの通達以後、コミュニティ・スクールを展開す
るところは全国的に少なく、２９年度の４月１日現在で１６７の自治体、３，

６００校が導入されている状況です。兵庫県では篠山市のみが全校で実施し

ている状況で、なかなか進んでいないのが現状です。        「宝塚コミュニティ・スクール」とは、学校、保護者、地域の方々が参加
する協議会「学校運営協議会」を設置し、学校だけではなく、保護者、地域

も一体となって子どもの教育にかかわっていこうとする学校のことです。学

校は「地域とともにある学校づくり」を進めるために、学校運営の独自性を

残しながら、より柔軟な運用ができるように要領を定めます。なお、学校運

営の責任者は校長であり、学校運営協議会が学校運営を決定、実施するもの

ではありません。あくまでも校長が主体となって、学校を作っていきます。        ２枚目の組織づくりについては、このようなメンバーの中から、校長が推
薦されます。地域のコーディネーターがおられる学校は、その方が学校応援

団とも統制をとられておりますので、入っていただくことで、地域との連携

がより深まると思います。        ２番の課題の共有という点です。学校運営方針の共有という部分は、例え
ば、ふるさとで学び確かな学力を身につけ、心豊かで健やかな子どもの育成

など、学校ごとに教育目標が定められています。ある学校では挨拶を目標に

据えて、挨拶のできる子どもを育てたいという学校の教育目標をまず学校か

ら伝え、地域、保護者の皆様の協力を得ながら、子どもへの支援に携わって

いただくというものです。        また、校内で取り組んでいる研究のテーマ、例えば言語活動の充実を図っ
ているなどを学校から皆さんにお伝えし、子どもたちと話をするときにいろ

いろな言葉をかけてあげるように、地域でも関わっていこうという具体的な

意見をいただくことになっています。        ２点目の学校の課題や情報等の共有です。校長より、学校の実情や、地域
や保護者のニーズを捉えられて、また学校評価の状況もお知らせしながら、

学校をよりよいものに変えていくということです。        それから３点目は、課題解決に向けた学校支援です。学校のニーズにあっ
た地域人材の確保という点ですが、授業で体験的な活動を考える学校であれ

ば、田植えの体験ができるところはないかと投げかけることで、場所の提供

であるとか、授業の中でのお手伝いなどの確保についてご協力をお願いしま
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す。学校ですること、家庭ですること、地域ですることの課題を共通認識さ

れて、それぞれの立場で協働して連携しながら取り組んでいただきます。        最後のページの真ん中の表ですが、どの学校にもある学校評議委員会、こ
れが移行して、学校運営協議会の中に入ります。また、学校応援団が図書ボ

ランティアや園芸ボランティアなどの、さまざまなご指導を頂戴している団

体の代表も入り、そうした団体との連携も図ります。それと学校関係者評価

委員会とも連携しながら、学校の評価もこの学校運営協議会で行います。こ

のような会議は、学校の実情に応じてですが、年４回程度になるかと思いま

す。スタートの４月、５月は学校の教育目標などをお話され、その後は授業

支援や、例えば運動会の前にテントを張りたいがお手伝いいただけますかと

いう話で、校長が開きたいと思われるときにこの会議が開催されることにな

ります。また、年度末には学校評価の自己評価を行います。        いずれもまだお返事をいただいていませんが、本年度中に２校をモデル校
として設置したいと思っております。３０年度から、いよいよモデル校が立

ち上がり、１年をかけて検証しながら成果を残すことに全力で取組み、順次

広げていきたいと思っています。進み具合が遅く、非常に時間がかりました

が、ようやく具体化してきましたので、本日あわせて報告いたします。 

須貝教育長  説明は終わりましたが、ご質問等ございますか。 

川名委員   今ご説明を聞いて、私は大変驚いております。根本的なことを伺いますが、
コミュニティ・スクールは文科省も旗を振っていますし、導入できたらいい

ねと今までもありましたが、宝塚ではそういう土壌が整っているかと考える

となかなか難しく、来年４月からの導入というのは、私の感覚ではあり得な

いです。大きな変化をするため、地域に説明をして理解を得ること。モデル

校は２校で終わりなのか、それとも全市に広げるのか。その場所だけでなく、

全体の理解を得られないと難しいのではないでしょうか。地域コーディネー

ターが今いるところは、それぞれしっかりとしていると思いますが、それ以

外の部分はどうするのですか。だから、そういう根本的な議論とか説明、青

写真がないのに来年４月から導入すると、学校に相当のご苦労をかけるので

はないかと心配になります。        大きな変化なので、やはり地域のご理解を得ないと、一緒になって学校を
運営してもらう気持ちはなかなか起きません。自分の学校がそういうことに

なっているのを知らない人がいるのはまずいわけで、準備をきちんとして、

それでモデル校も押しつけるのでなく、安心してやっていこうという気持ち

にならないと、学校の負担が大変重くなるかと思います。 

井上室長   導入することにより、学校が大変になることは、避けるべきと考えていま
す。例えば既存の実施されている地域の連携、取組を少し拡大するイメージ

で、急激な変化ではなく、宝塚としての学校のあり方で、あまり負担のなら

ない形での取組からのスタートを考えています。全体のＰＴＡ会長への説明

や、青少年育成市民会議やまちづくり協議会などの全体での説明も順次進め

ております。１２月に、地域の方にご説明にあがろうと考えています。 
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川名委員   ＰＴＡ代表とかだけでなく、全体への説明も必要ではないかと思います。
モデル校は、２つで終わりか、広めるのかどうなのでしょうか。 

井上室長   来年度２校で実施して、その後順次５年ほどかけて全校に広げていけたら
と考えています。阪神間では伊丹市と三田市のみ運営されており、伊丹市は

平成２７年にスタートし、今１１校ですので、１／３ほどです。三田市は平

成２４年からスタートし、今１２校ということで、どちらも早急な動きでな

く、本市もこのように期間をかけて広めていこうと考えています。 

森委員    コミュニティ・スクールを宝塚市で設置していくということをまず指定す
るのはなくて、教育委員会として全コミュニティに説明をされましたか。 

井上室長   全コミュニティを回ったわけではありません。モデル校を決めて、そのコ
ミュニティに説明した後に、全部のところに回るような動きをしています。 

川名委員   モデル校をこちらが２校を指定ということですが、このような大きな変化
を伴うことには、まず説明をして、中にはやってみようと思う学校もあるか

もしれない。根本的に１番最初にすべきことができているのかということを

私は危惧しています。校長会とかはどうなのですか。 

井上室長   ２年間かけて検討をされてきて、校長会でもずっと議論してきて、この形
でのモデル校の実施について落ちついているところです。 

川名委員   校長会では、５年がかりでやっていくことに同意しているのですね。 

井上室長   はい。 

森委員    私が聞きたいのは、全コミュニティはわかっていて、それぞれの地域がコ
ミュニティについて相談をして、そして手を挙げていく。そして、手を挙げ

るところがなければ、教育委員会からコーディネーターがいるところにあた

っていくという経緯が普通かと思います。ただ、全然知らないコミュニティ

もあるということですよね。そこがおかしいのではないですか。というのは、

設置の努力義務化となったとすると、指定制度は廃止になって、全ての学校

に置かなければならなくなると思います。やはり初めに、そのような説明を

して、それからその２つの地域というのであればわかりますが、全く知らな

いコミュニティがあるということについて、話のもっていき方としてはまず

いのではないかと思います。 

川名委員   それで来年４月からやるのですか。 

井上室長   そう考えています。 

井上委員   学校を優先的に考えて、コミュニティが置き去りになっているから、そう
いう部分からまずいかと思います。 

須貝教育長  いろいろご意見が出ていますが、井上委員も言われたように、地域挙げて
の学校を拠点としたものなので、両者とも納得した上でのものでなければい

けないと思います。積極的に今ご意見も出されましたように、全市的にコミ

ュニティへ説明をしていきましょう。 

森委員    やはりコミュニティ・スクールをするにあたって、コミュニティのさまざ
まな課題、例えばコミュニティの人が変わってもやっていけるのかどうか。

それぞれの地域に人がいるのかなど、様々な課題があります。そういう面で、
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コミュニティに先に聞くということも大事ではないかと思います。 

田上部長   私が去年担当していて、私が室長にできるところからやっていこうと指示
をして進めておりました。それで、実際に学校に受けていただける土壌がで

きたということで、該当の２校に今度改めて説明をさせてくださいと伝えて

おりました。ただ、全部のコミュニティにまずお話をし、市ではこういう形

で考えているということの説明が抜けているというのは言われるとおりです。

早いうちに説明を進めていきながら、ＰＴＡとコミュニティの皆さんへの説

明をより尽くしていって進めていきたいと思います。 

森委員    進めていってくださるのは構いませんが、いろいろな課題もあるので、も
う少し時間をとって協議をしていただきたいと思います。        例えば、コミュニティ・スクールに地域の方たちも学校運営にかかわって
いきますが、その研修はどのようにしていくのか、それは全部学校任せなの

か、教育委員会はどこまではイニシアティブをとってやっていくのか、その

棲み分けをきちっとしてかないと、結局最終的には全部学校まかせになって

しまいます。なので、やはり委員会のすること、学校ですることの枠組みを

きちんと決めて始めないと、広げていくどころか、逆になくなっていく気が

します。こんな重荷なことはお断りだということや、今までの評議委員会制

度と何ら変わりはしないのではないかという気がします。だから、もう少し

丁寧に進めていく必要があると思います。何年も前から説明しているとあり

ましたが、何年も前からコーディネーターの養成を依頼していますが、その

地域でコーディネーターが育っていないのが現状です。そのような中でコミ

ュニティ・スクールを広めていくという、このことについても教育委員会と

してどう考えているのか。該当の２校以外の学校で進めていくためには、ど

のような取り組みを地域と学校がしていかなければいけないのか、そういう

投げかけも地域にしていく必要があります。そのような話し合いを教育委員

会でしていく必要があり、もっと時間をとっていただきたいと思います。 

須貝教育長  早急に全市的に広げていく作業をしながらも、課題についても多々ありま
す。たしかに学校応援団も、なかなか担い手やリーダーなどもいない中で、

形だけをつくるのは学校負担になってしまうので、進めていきながらコミュ

ニティ・スクールの話をしていきましょうか。 

上江洲理事  次回以降、できるだけご指摘のあった課題についてお答えするということ
にしましょう。 

森委員    ぜひ、地域の方の声を聞かせていただけたらと思います。 

須貝教育長  ほかよろしいですか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、議案第４０号は原案どおり可決といたします。        続きまして、先ほど事務局からありましたように、次の報告については非
公開とします。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 
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須貝教育長  ほか、ご意見、ご質問等ございますか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは本日の予定の案件は以上ですが、ほかに何かございますか。 

西本室長   ございません。 

須貝教育長  それでは本日の教育委員の会議を閉会いたします。        どうもありがとうございました。 

  ─────────── 閉会 午後 ３時２０分 ───────────── 

 


