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平成３０年第１８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９月６日（木） 

２ 場 所      宝塚市役所  ２－４・５会議室 

３ 開会時間  午後１時３０分 

４ 閉会時間  午後２時４５分 

５ 出席した委員の氏名   森 恵実子教育長、篠部 信一郎委員、川名 紀美委員及び望月 昭委員 

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     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 学校教育課長     藤山 昌生 

特別支援教育担当課長 今北 眞奈美 
社会教育課長     水野 寧 
中央図書館館長    田野 一哉 
西図書館館長     西田 薫 
教育研究課副課長   筒井 啓介 
青少年センター所長  伊藤 章 
教育研究課係長    小林 秀昭 
中央図書館係長    西川 和巳 

 

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２５号 宝塚市子どもの読書活動推進計画（第３期）の策定について（可決） 

○報告事項 平成３０年（２０１８年）６・７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 】 

〇報告事項 平成３０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 】 

〇報告事項 社会教育委員の会議からの答申書の提出について 
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            会議の概要 

─────────── 開会 午後 １時３０分 ───────────── 

森教育長   平成３０年第１８回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催いたします。  傍聴希望の方はいらっしゃいますか。 

西本室長   はい。１名おられます。入っていただきますが、よろしいでしょうか。 

 

【 傍聴者入室 】 

 

森教育長   それでは、会議に入る前に、９月３日付けの市議会の同意を得て新たに教
育委員に着任されました、望月委員から一言ご挨拶をいただきます。  望月委員、よろしくお願いします。 

望月委員   ９月３日に着任いたしまして、今月３０日まで務めさせていただきます、
望月昭と申します。右も左もわからない状況ですが、よろしくお願いいたし

ます。 

森教育長   それでは、本日の会議を始めます。  なお、本日は木野委員から、欠席の通知を受けております。  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、
過半数の委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、川名委員です。よろしくお願いいたします。  本日の付議案件は、議決事項１件、議決事項以外の案件３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、議決事項１件、議決事項以外の案件３件です。 

議案第２５号、宝塚市子どもの読書活動推進計画（第３期）の策定につい

て 

報告事項、平成３０年（２０１８年）６・７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３０年度全国学力・学習状況調査宝塚市の結果概要につい

て 

報告事項、社会教育委員の会議からの答申書の提出について 

いじめ事案の報告につきましては個人に関する記載がございます。また学

力・学習状況調査の報告につきましても、学校ごとの数値の記載がございま

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、審議の順番としましては、はじめに議案第２５号を御審
議いただいた後、答申書の提出についての報告を行い、その後に非公開でい

じめ事案、学力・学習状況調査の報告を行います。  以上です。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

森教育長   それでは、議案第２５号、宝塚市子どもの読書活動推進計画（第３期）の
策定について、担当課より一括して説明をお願いします。 

西田館長   議案第２５号、宝塚市子どもの読書活動推進計画（第３期）の策定につい
て、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。 
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 本件は、第２期計画が平成２９年度で終了したことから、国県の計画も踏
まえて、第３期計画を策定しようとするものです。同計画案については、本

年６月１日から６月３１日かけてパブリックコメントを実施し、一部修正を

行い、第３期計画として策定するものです。説明は以上です。 

森教育長   ８月９日の教育委員会でパブリックコメントの実施についての報告があり、
そこで委員の方々に御意見をいただきました。そして、この内容で市民に周

知するということですが、何か御意見、御質問等ございませんか。 

川名委員   この計画案を読ませていただいて、このとおり進めていただけるといいな
と思いますが、その学校とか幼稚園、その他現場にこの方針が下りたときに

どのように具体化するかということは調査をして、また報告をしていただけ

ますか。どのように実践するかということが、確認できるとありがたいです。

私たちは柱の一つに、この読書というのを挙げて力を入れていくわけです。

子どもたちの環境の中で、スマホなどが大きな割合を占めていて、やはり本

を読んでほしいと切に願っているわけです。その具体的な実践のフォローな

どをしていただけるといいなと思っていますが、これを担当の先生だけが読

んで終わるのではなく、うちの学校ではこのようにやりますみたいなことも

知りたいなと思いますが、それについては報告していただけますか。 

森教育長   図書館の担当は、学校が具体的に実践していくために、どのような連携を
していこうと考えておられますか。 

田野館長   実施計画をつくりまして、進行管理の会議を年に数回もちまして、各担当
が集まり、執行管理を行っていく計画です。その会議上で学校教育課と協力

をして、学校との連携を図っていきます。 

森教育長   学校図書の環境整備は学校独自でやっていくと思いますが、それに対して
の支援は積極的にしていかれますか。 

田野館長   学校図書館に皆さん集まっていただいて研修会を実施するなど、従来から
もやっておりますし、これからもしてまいります。 

森教育長   学校教育部はどうでしょうか。 

田上部長   現在も読書活動推進について取り組んでいますが、この読書活動推進計画
について社会教育部としっかり連携をしながら進めていきます。今、川名委

員がおっしゃられましたが、進捗状況につきましては、随時御報告をさせて

いただきます。きちんと詰めきれてはいないのですが、例えば学校間の貸し

出しについては、大変難しい部分もあります。ただ、教材等の集団貸し出し

的なことは今でもやっていますので、そこを取っ掛かりに進めていければと

思っております。そして概要版の読書活動が困難な子どもへの支援について、

外国人の子どもや帰国児童生徒への読書機会の提供という外国語図書の充

実では、各学校で配架をしている部分でこの視点は欠けていたと思います。

そこは公立図書館と連携をしながら、どのようなものがあって、また貸し出

しをしていただけるのかなど、司書を通じて全ての子どもたちが読書に興味

関心をもって、継続して本を好きになっていけるような形で進めていまいり

ます。状況について御報告していき、御意見をいただきながら、進めていき
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たいと思います。 

立花部長   学校だけではなく、健康センターや保育所等の出先の機関も含み、それぞ
れの機関で報告というのは難しいと思いますので、その中で統括的に整理し

たものを御報告させていただきます。 

川名委員   可愛い読書手帖の効果も知りたいです。 

立花部長   ７月から配っておりますが、夏休みということもあり多くの方に来ていた
だきました。今までは親の登録カードで子どもの分も借りられていましたが、

今回から子どものカードも作っていただいているということで、登録数もか

なり伸びているみたいです。それと、子どもの来館数も増えており、担当か

ら効果としては非常にあるという報告を受けています。数字等については、

整理が出来次第、御報告させていただきます。 

川名委員   せっかくいいアイデアでしたので、どのぐらい効果があったか知りたいと
ころです。うれしい成果ですね。 

森教育長   数字に表れるともっと実感できますので、また結果の報告もよろしくお願
いします。 

篠部委員   具体的に市民の方には、どのように周知をしていくのですか。 

田野館長   市のホームページ、広報紙、チラシ等で広報してまいります。 

篠部委員   概要版は配られますか。 

田野館長   はい。 

立花部長   ホームページや広報紙が基本的な形になりますが、関係するところが結構
ありますので、関係機関に協力を求めて配布をいただくとか、保育園であれ

ば保護者の方に配っていただくなど、広がりのあるような配り方をしてみた

いなと思っております。 

森教育長   ほかに御意見、御質問等ございませんか。 

委員     （なし） 

森教育長   それでは、議案第２５号、宝塚市子どもの読書活動推進計画（第３期）の
策定については、原案どおり可決といたします。  続きまして、報告事項、社会教育委員の会議からの答申書の提出について、
担当課より説明をお願いいたします。 

水野課長   社会教育委員の会議から、地域課題解決のための公民館学習及び社会教育
のあり方という答申をいただいております。今回の諮問につきましては、公

民館学習としてのあり方という項目を諮問させていただいています。今回は

そのうちの前段の公民館の学習に関する答申について、御報告させていただ

きます。  その前に宝塚の公民館の内容というところで、宝塚市内には中央、東、西
公民館、三つの公民館がございます。これまでは、市の直営という形の中で

管理運営をしておりました。特に平成２２年の８月に、行財政改革推進委員

会第２次の提言書の中で、今後指定管理制度の導入に関して、他の自治体の

状況を見据えながら引き続き検討という御意見も頂戴している経過もござい

ます。宝塚の第２次行財政運営アクションプランの重点項目の中に中央公民
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館の指定管理への移行に合わせて、公民館に対する指定管理者制度の導入を

検討ということがあげられました。そして、２８年度に改めて社会教育委員

の会議の中で、公民館における指定管理者制度のあり方について、調査研究

をお願いし、２９年の４月にこの意見書を頂戴いたしました。それの検証に

つきまして、公民館と指定管理者制度のあり方ということで、参考資料とし

て添付しています。その状況の中で公民館につきましては、制度の導入につ

いてはやむを得ない、その制度の導入については一定の条件を最大限配慮し

ていただきたいとご意見がございました。条例は改正いたしまして、この議

会において指定管理者の選定について御審議を賜ることになっております。

そのような公民館の流れの中で、今回の答申の１ページにつきましては、今

申し上げた意見書と今回の意見、答申書の中身、概要について載せておりま

す。２ページ目は指定管理者制度の導入にあたる留意点ということで、こち

らは意見書の中にもございますが、まずは経済的な面のメリットである経費

の削減。これが第一義的な理由とした指定管理者制度の導入ということは、

あってはならないという御意見がありました。それについて、もう一度改め

てこの答申の中でも盛り込まれております。公民館に限ったことではないの

ですが、指定管理が導入されたことに伴い、そのまま廃館に結びついた例も

あるということで、教育委員会でのチェック体制に注意していただきたいと

いうような内容になっています。第２章については、公民館の一つのテーマ

として、これはもう全国的なものになっているのですが、地域課題に対して

どのように関わっていくかということがテーマになってきており、一体地域

課題というものがどういったものかというのを社会教育委員の会議の中で分

析をしていきたいというものです。  そういったことも踏まえ、宝塚では地域課題の解決に向けた公民館の学習
のあり方をどのように考えていくべきなのかということが、第３章６ページ

以降になっております。この中で、宝塚のこれまでの公民館の事業の経過、

それを一定評価いただくとともに地域課題ということになりますと、これま

での宝塚のまちづくりの経過も３章の中で踏まえ、一方で身近な公民館とし

ては地域、都市によっては地区公民館をもって応える、おおむね小学校の範

囲の中での公民館という地区公民館というのがありますが、宝塚において今

から地区公民館を整備するわけにはいかないので、そういった宝塚のための

まちづくりの経過も踏まえ、今後３館の公民館がどのように関わっていった

らよいのかということが、１０ページ、１１ページで書かれております。こ

れまで３館ということで、地元を含めた地域との繋がりがなかなか薄い部分

もありますので、今後は遊んでもらうニーズも含めて展開をしていく地域課

題、市全体の方位的な新しい課題も両方見据えて公民館が関わりを持ってい

くべきだという御意見になっています。 

そして、これからの公民館、地域課題解決のための学習に向けた公民館の

あり方を踏まえて、指定管理を導入する際のポイント的なものとして、最後

１２ページに答申のまとめが書かれております。 
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御報告は以上です。 

森教育長   この指定管理者制度のあり方ということで、昨年度から教育委員会での活
発な御意見をいただいて議論をしてきました。そして、３１年度から指定管

理者の運営になっていくということで、その選定にあたり大きく三つの点を

重視して選定に当たっていただきたいということがまとめられております。

そのことについて、御意見、御質問等ございますか。 

委員     （なし） 

森教育長   それでは、続きまして、先ほど事務局からありましたように次からの報告
は非公開とさせていただきます。 

 

【 傍聴者退室 】 

 

森教育長   それでは、報告事項、平成３０年（２０１８年）６・７月における宝塚市
立学校の「いじめ事案」について、担当課より説明をお願いします。 

 

【 非公開案件の報告事項あり 】 

 

森教育長   ほかにございませんか。 

委員     （なし） 

森教育長   ほかに何か御報告いただくことはございますか。 

西本室長   台風２１号に関して、学校施設等へ被害等ございました。台風２１号接近
に伴う対応について（第７号）ということで最終の記者発表資料と、横長の

資料で５日１５時時点での各学校の被害状況の一覧にまとめたものを配布

しております。豪風台風ということで、停電が各学校で発生しました。停電

については、５日の午前２時ごろに全て復旧し、５日からの学校運営につい

ては幸いにして通常どおりの授業等ができました。また、雨漏りなども多か

ったということと、暴風ということで屋根の一部が剝がれました。できるだ

け早期に改修し、施設整備については整備を進めていく考えです。 

森教育長   ９月３日が始業式で、中学校は１１時前には帰るということで、それまで
に４日をどうするかについて、学校におろしたほうが混乱はないだろうとい

うことで、いち早く宝塚市では休校という判断をさせていただきました。学

校園では混乱はなく、保護者も明日のことについてすぐに対応ができるとい

うことで喜んでいただけました。ただ、ご覧のように、被害はいろいろとあ

りました。停電もありましたが、５日の給食も献立どおりできたということ

で、全てぎりぎりですが対応ができたことも合わせて御報告させていただき

ます。このことについて、御質問等ございますか。 

川名委員   早く判断できてよかったですね。 

森教育長   スーパーコンピューターが、台風の予想をはっきりとしてくれました。た
だ、あまり早く出すのもどうなのかと思い躊躇したのですが、皆がそうする

ように言ってくれましたので、判断することができました。 
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他に何か御質問等ございますか。 

委員     （なし） 

森教育長   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４５分 ───────────── 

 


