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平成３０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３０年５月２２日（火） 

２ 場 所      宝塚市役所  ３－３会議室 

３ 開会時間  午後１時３０分 

４ 閉会時間  午後２時２５分 

５ 出席した委員の氏名   須貝 浩三教育長、井上 輝久委員、篠部 信一郎委員、川名 紀美委員  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 
学教教育室長     羽田 正樹 
教育支援室長     川戸 義弘 
学校教育部次長    谷川 妙美 
生涯学習室長     公手 勤 学事課長       高田 輝夫 

学校教育課長     藤山 昌生 
特別支援教育担当課長 今北 眞奈美 
青少年センター所長  伊藤 章 
教育研究課副課長   筒井 啓介 
学事課係長      松本 康平 

 

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   ○議題第１６号 平成３１年度（２０１９年度）使用宝塚市公立学校教科用図書の採
択の基本方針及び平成３１年度（２０１９年度）使用宝塚市立中学校

用教科書「特別の教科 道徳」の採択方針並びに平成３１年度（２０
１９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

針の決定について  ○報告事項 平成３０年第８回教育委員会の会議において可決した議案に関して、修
正した条例（案）をもって市長へ意見を申し出たことについて  ○報告事項 平成３０年（２０１８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 平成３１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３０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、傍聴者については、いかがですか。 

西本室長   現在、１名おられます。        入っていただいてよろしいでしょうか。 

 

【傍聴者入室】 

 

須貝教育長  本日の署名委員は、森委員です。よろしくお願いします。  本日の付議案件は、議決事項が１件、報告事項が３件です。  進行について、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１件、報告事項が３件です。        議案第１５号、平成３１年度（２０１９年度）使用宝塚市公立学校教科用
図書の採択の基本方針及び平成３１年度（２０１９年度）使用、宝塚市立中

学校用教科書「特別の教科 道徳」の採択方針並びに平成３１年度（２０１
９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の決定

について        報告事項、平成３０年第８回教育委員会の会議において可決した議案に関
して、修正した条例（案）をもって市長へ意見を申し出たことについて        報告事項、平成３０年（２０１８年）３月における宝塚市立学校の「いじ
め事案」について        報告事項、平成３１年度使用宝塚市公立学校教科用図書の採択に関する諮
問について        まず、議案第１５号及びこれに関連する諮問の報告については、一括での
審議をお願いいたします。なお、資料に記載されている、宝塚市公立学校教

科用図書選定委員会委員名に関しては、本年８月まで非公開のため、審議の

際は取り扱いにご注意をお願いいたします。また、いじめ事案の報告につい

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、審議の順番としては、初めに議案第１５号及びこれに関
連する諮問の報告を一括で審議をいただいた後、修正した条例（案）をもっ

て市長へ意見を申し出たことについて御報告し、最後にいじめ事案について、

非公開で御報告いたします。        よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

須貝教育長  それでは、議案第１５号、平成３１年度（２０１９年度）使用宝塚市公立
学校教科用図書の採択の基本方針及び平成３１年度（２０１９年度）使用宝

塚市立中学校用教科書「特別の教科 道徳」の採択方針並びに平成３１年度
（２０１９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

針の決定について及び報告事項平成３１年度使用宝塚市公立学校教科用図
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書の採択に関する諮問について、先ほど事務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委員名の取り扱いについてご

注意ください。        それでは、担当課より一括して、説明をお願いします。 

川戸室長   それでは、報告事項、平成３１年度（２０１９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いて、及び議案第１５号、平成３１年度

（２０１９年度）使用宝塚市公立学校教科用図書の採択の基本方針、及び平

成３１年度（２０１９年度）使用宝塚市立中学校用教科書「特別の教科 道
徳」の採択方針並びに平成３１年度（２０１９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の決定について、一括して内容及び提

案理由を御説明申し上げます。        本件は、平成３１年度に使用する教科用図書について、採択の基本方針等
を定めるものです。採択の基本方針等につきましては、平成３０年４月２５

日に開催された教育委員会定例会で議決いただいた案をもって、宝塚市公立

学校教科用図書選定委員会に諮問いたしました。これについて、５月１１日

に開催した第１回宝塚市公立学校教科用図書選定委員会において、慎重に審

議いただいた上で、５月１４日に教育委員会に答申をいただきました。この

答申を尊重し、平成３１年度（２０１９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を、別紙１から３のとおり決定しようとするものです。       ５月１１日の選定委員会にて議論されました内容について、委員からの主な
御意見と合わせて御報告いたします。        まず、平成３１年度（２０１９年度）使用宝塚市公立学校教科用図書の採
択の基本方針についてですが、選定委員会会長より概要の説明を求められま

した。事務局から、法令に基づいて採択の期間が決まっていること、また、

文部科学省通知及び宝塚市公立学校教科用図書選定委員会規則に則り、専門

的な調査研究、適切かつ公正な教科書採択、採択結果とその資料の公表、一

般図書の採択、教科書展示会、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等を説明いたしました。

その後の協議では、委員から、小学校用教科用図書については、法令で定め

られた４年を過ぎても、同じものを後１年使うことを確認する御意見などを

いただきました。協議を経て、基本方針を原案どおりといたしました。        次に、平成３１年度（２０１９年度）使用宝塚市立中学校用教科書「特別
の教科 道徳」の採択方針についてですが、学校現場の委員より、これまで、
県教育委員会や文部科学省からの読み物教材や学校独自の教材を使って、子

どもたちに共感させることで、道徳性を養う学習を進めてきたが、次期学習

指導要領では、子どもたちはお互いに自分の考えを出し合い議論することで、

道徳性を高め合う学習を行うとされていて、具体的にどのように取り組んで

行くのかを考えて行くことが課題であるといった御意見をいただきました。        また、中学校用道徳の教科書は、文部科学省の検定に合格した８者につい
て、調査研究を行うことを口頭で伝えました。協議を経て、採択方針を原案
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どおりといたしました。        平成３１年度（２０１９年度）使用学校教育法附則第９条に規定する教科
用図書の採択方針の決定については、教育委員会事務局特別支援担当より、

市内の特別支援学校、学級に在籍している児童生徒の人数や実態、また、宝

塚市立学校在籍児童生徒に対する割合が、昨年度は２．８％であったのが、

今年度は３．１％に増えること等の説明を行いました。その後、学校現場の

委員より、人数が多くなり、１人ひとりの学習内容が違っても、丁寧に対応

している様子や、１人ひとりの教育的ニーズを把握していくことの大切さに

ついての御意見をいただきました。また、保護者の委員からは、ここ数年、

自立を促す教科書を多く採択していて、この方向を今年も続けてほしいとい

った御意見をいただきました。これらの意見を踏まえた上で、協議し、採択

方針を原案どおりといたしました。よって、今回、この答申を踏まえて、平

成３１年度（２０１９年度）使用宝塚市公立学校教科用図書の採択の基本方

針及び平成３１年度（２０１９年度）使用宝塚市立中学校用教科書「特別の

教科 道徳」の採択方針並びに平成３１年度（２０１９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の決定しようとするもので

す。        説明は以上でございます。 

須貝教育長  何か御質問等はございますか。 

森委員    現場の先生や保護者の代表の方から、とても積極的な意見が出ていると感
じましたが、このほかにどのような意見が出ましたでしょうか。 

川戸室長   採択から少し離れて、道徳の中にも、家族愛というものがあるのですが、
自分たちも大事にしないといけない。それから、教科書ができるなら、どの

ような内容で、どのような教材が出ているのか興味があり、自分たちも教科

書を早く見てみたいなどの意見が出されました。 

立花部長   少し気になったのですが、教科用図書と教科書という記述がありますが、
違いはあるのでしょうか。また、「中学校用教科書として新たに特別の教科、

道徳の教科書及び一般図書を除き」と書いてありますが、新たに採択したな

ど言葉が抜けているのではないですか。新たに採択する、何々を除き、何々

というものを採択するものとするという表現になるのが、適切ではないかと

思います。 

筒井副課長  教科用図書に統一するべきでした。申しわけありませんでした。 

立花部長   通知では教科書とあるものもあり、再確認した方が良いのではないですか。 
筒井副課長  文言については、確認し直します。 

井上委員   道徳の教科書は、いつ見ることができますか。 

筒井副課長  展示会は６月１５日金曜日から６月３０日土曜日までです。また、教育委
員会室に事前に置かせていただきますが、実際に置かせていただく日は後日

お伝えさせていただきます。 

須貝教育長  ほかに何か御質問等ございますか。 

委員     （なし） 
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須貝教育長  それでは、議案第１５号、平成３１年度（２０１９年度）使用宝塚市公立
学校教科用図書の採択の基本方針及び平成３１年度（２０１９年度）使用宝

塚市立中学校用教科書特別の教科道徳の採択方針並びに平成３１年度（２０

１９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の決

定について、先ほどありました文言の整理等を事務局で行うこととし、その

他は原案どおり可決といたします。 

西本室長   ここで、傍聴者は退席することもできますが、いかがされますか。 

 

【傍聴者退室】 

 

須貝教育長  続きまして、報告事項、平成３０年度（２０１８年度）第８回教育委員会
の会議において、可決した議案に関して、修正した条例案をもって、市長へ

意見を申し出たことについて、担当課より説明をお願いします。 

髙田課長   平成３０年度（２０１８年度）第８回教育委員会の会議において可決した
議案について、修正した条例（案）をもって市長へ意見を申し出たことにつ

いて、概要を御説明いたします。        本件は、４月２５日開催の、平成３０年第８回教育委員会の会議において、
御審議いただき、可決しました。        議案第９号、宝塚市立幼稚園保育料等の徴収条例及び宝塚市立西谷認定こ
ども園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

きまして、修正した条例案をもって市長へ意見を申し出たことについて、御

報告するものです。これは、市民税の改正によって、幼稚園と認定こども園

の保育料に影響が出ないようにということと、児童福祉法が一部改正された

ことにより、西谷認定こども園の保育料軽減の対象となる施設名称が改正さ

れておりますので、それに対応しようとするものです。当該条例案につきま

しては、教育委員会での議決後に市長事務局との整備を行った結果、改正す

る条例ごとに議案を分割し、それぞれの議案として市議会に提出することと

したほか、文言についても、表現方法を一部修正したものです。改正の概要、

理由及び施行日につきましては、議決いただいた内容から、変更はございま

せん。添付資料としては、分割した議案をそれぞれ掲載しております。        説明は、以上です。 

須貝教育長  この件について、何か御質問等ございますか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  先ほど事務局からありましたように、次の報告は、非公開といたします。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 

 

須貝教育長  ほかに何か御質問等ございますか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  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。 
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西本室長   ございません。 

須貝教育長  では、本日の教育委員会の会議は閉会といたします  ─────────── 閉会 午後 ２時２５分 ───────────── 

 

 


