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平成３０第２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２月８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３時１５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 教育企画課長     柳田 直記 

職員課長       田邊 哲朗    
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 
青少年センター所長  伊藤 章 
社会教育課長     水野 寧 
中央公民館長     山下 冨司 
東公民館長      大西 章 
西公民館長      高野 進 
中央図書館長     田野 一哉 
スポーツ振興課副課長 橋詰 正人 
教育企画課係長    小松 謙太 
施設課係長      平田 泰三 
中央図書館係長    西川 和巳 

 

８ 会議の書記 

教育企画課事務職員  猪井 繁哲  
９ 議題   ○議題第１号 平成３０年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提出について意見

を申し出ることについて   ○報告事項 教職員の体罰における処分結果について【 非公開案件 】   ○報告事項 宝塚市体力向上プログラムについて   ○報告事項 平成２９年（２０１７年）１１月・１２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３０年第２回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催いたします。  傍聴者はどなたかおられますか。 

西本室長   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、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、議決事項以外の案件が３件です。  進行について、事務局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、議決事項以外の案件が３件です。 

議案第１号 平成３０年度教育委員会所管一般会計予算案の提出について
意見を申し出ることについて。 

報告事項 教職員の体罰における処分結果について。 

報告事項 宝塚市体力向上プログラムについて。 

報告事項 平成２９年２０１７年１１月１２月における宝塚市立学校のい
じめ事案について。  ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。  なお、議案第１号の予算に関する議案が終わりましたら、控えているそれ

ぞれの担当は退出させていただきます。  また、教職員の処分結果について、及び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いますので、非公開での報告とさせていただきます。  従いまして、審議の順番としては、初めに議案第１号をご審議いただき、
宝塚市体力向上プログラムについての報告をさせていただいた後に、非公開

で教職員の処分結果について、いじめ事案についてのご報告をいたします。  以上です。 

須貝教育長  では、議案第１号、平成３０年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提
出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。 

柳田課長   議案第１号、平成３０年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提出につ
いて意見を申し出ることについて、内容のご説明を申し上げます。  本件は、平成３０年度一般会計予算のうち、教育委員会関係予算に関しま
して、平成３０年３月定例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、市長に次の予算（案）

をもって、意見を申し出るものです。  平成３０年度教育委員会所管一般会計予算（案）については、歳入額は２
７億７，１６４万２，０００円、歳出額は５８億５，４１５万１，０００円

といたします。また、債務負担行為（案）として、公民館の指定管理料等を

設定いたします。  資料１ページをご覧ください。  平成３０年度一般会計歳出予算における款１０教育費の予算額は、８９億
２，２７３万９，０００円で、前年度に比べて、１３億６，２１９万５，０
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００円、約１８％増加しております。  増加の要因としては、平成２９年度当初予算は、４月に市長選挙が控えて
いたこともあり、政策的経費を除く骨格予算として、編成されました。また、

平成２９年度に実施した学校園の施設改修工事については、前年度の国補正

予算における事業採択を受けて、平成２８年度予算として予算措置をしてお

りましたので、相対的に平成２９年度の予算規模は小さくなっていました。

平成３０年度はこれらの政策的経費や学校園の施設整備工事費について、通

常どおり当初予算に計上したこともあり増加しております。  なお、この議案として意見を申し出る教育委員会所管の予算については、
下の表にあるとおり、款１０教育費の総額、８９億２，２７３万９，０００

円から、子ども未来部が所管の私立幼稚園就園奨励費補助金、私立幼稚園助

成事業補助金と、給与労務課が所管の人件費等を合わせた３１億６，２９１

万円を除きまして、郵便料とか、その他教育費以外、款１０以外で計上する

ものを、９，４３２万２，０００円を加え、総額５８億５，４１５万１，０

００円となります。  続きまして、次のページをご覧ください。  こちらは、款１０教育費予算の経年の推移を示したものです。平成３０年
度の教育費予算は、平成２９年度に比べて、約１３億６，０００万円増加し

ている一方で、一般会計総額については５７億５，０００万円の増加となり

ます。一般会計に占める教育費予算の割合については、過去１０年間で最も

高い１１．３％。表で言いますと②の欄になります。１１．３％と前年度か

ら、０．９ポイント増となっています。下のグラフで、その推移をご確認い

ただけるかと思います。  続きまして、各事業で主なものについて、順に説明していきます。次ペー
ジ以降に、費用の一覧を載せております。この一覧は、各課で予算説明書に

計上している事業についてまとめたものです。新規事業については◎、拡充

は○という形で示しており、これは一般会計の予算説明書に準じたものとし

て記載しております。これらを含め、実施計画などで採択されたもの、新規、

拡充事業を中心に、ご説明させていただきます。  まず４ページをご覧ください。  １０番、１１番で、小学校施設整備事業と、中学校施設整備事業、校舎等
の老朽改修工事費を合わせて、５億２５９万１，０００円と、２億１，８１

０万円をそれぞれ計上し、前年度に比べて合わせて５億７，２１８万５，０

００円増加しています。  ５ページをご覧ください。  続いて１２番ですが、長尾中学校屋内運動場改築事業において、屋内運動
場改築工事費を、７億６，１７６万５，０００円計上しております。  続きまして１５番、就学事務事業では、学齢簿システム、就学援助システ
ムの導入経費を、９５５万９，０００円計上しております。  続きまして６ページをご覧ください。 
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 ２０番、要保護及び準要保護児童生徒就学援助費ですが、新１年生を対象
に支給する新入学学用品費について、支給額を増額するとともに、入学前支

給を実施する費用として、９２１万６，０００円を計上しております。  次に７ページをご覧ください。  ３１番、ＴＡＫＡＲＡっ子いきいきスクール推進事業については、平成３
０年度から小学校の外国語活動が拡充されることに伴い、留学生による外国

語活動の補助費用ということで、新たに１０万円を計上しております。  続いて８ページをご覧ください。  ３８番、学力向上推進事業です。こちらは、小学校の英語教育の支援とし
て、地域人材を活用した講師の謝礼で、新たに４０万円を計上しております。  ９ページをご覧ください。  ３９番、いじめ防止対策推進事業では、「ＣＡＰ」いじめ防止プログラム実
施費用として、新たに２２６万８，０００円を計上しております。  続きまして、１１ページをご覧ください。  ５８番、幼稚園運営事業ということで、仁川幼稚園と長尾幼稚園で新たに
開始した３年保育の関係の事業費として、総額１６８万１，０００円を計上

しております。  続いて、１５ページをご覧ください。  ８２番、文化財保護事業です。こちらについては、発掘調査の業務委託料
ということで、１９５万３，０００円を計上しております。  続いて８４番です。宝塚自然の家利活用推進事業では、アスレチックの点
検・改修費用など、総額１，０８４万２，０００円を計上しております。  ８５番、中央公民館整備事業では、第２期の工事に係る費用などで、３億
５，６４７万円を計上しております。  説明は以上です。よろしくご審議いただきますよう、お願いいたします。 

須貝教育長  予算関係の資料をもとに、事務局から説明がありましたが、何かご質問等
ありましたらお願いいたします。 

井上委員   ここに出ているものは全部新規、拡充のものが出ているわけですか。 

柳田課長   この一覧については、教育費に係る予算全てですので、新規、拡充以外も
含め、全部出ております。 

井上委員   小学校の施設整備事業とか中学校の施設整備事業というのは、拡充に当た
るのではないですか。 

柳田課長   記述の仕方ですが、事業そのものは継続しております。そして従来ない形
で新たにメニューを加えると拡充になりますし、そもそも事業がなかったも

のを新たに起こすとなると新規という形で、この◎と○というものを区別し

ております。 

井上委員   教育予算が１８％増加しているのに、新規、拡充がなぜないのですか。 

柳田課長   冒頭でご説明させていただきましたとおり、去年に比べ増加している部分
については、投資的経費を計上したためです。規模的に大きい施設整備事業

費ですが、２９年度当初はこの事業については、前年度の２８年度予算とし
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て措置して２９年度に実行するという、通常にはない形で予算編成をしてお

りました。ですから２９年度の総額自体が少なくなっていたことが、前年度

に比べて今年度が増えている一番大きな要因です。 

井上委員   この別表の予算要求集計表で、５８億５，４１５万１，０００円が歳出合
計に出ておりますが、こちらの事業概要では約５７億５，９８０万という数

字です。この差額分は何になるのですか。 

柳田課長   予算関係の資料の１ページをご覧ください。下の表に教育委員会所管予算
ということで、款１０教育費という分け方をしますが、こちらの予算につい

ては、先ほど言いましたように８９億２，２７３万９，０００円です。この

中には、教育委員会以外の集計が計上されております。 

井上委員   別表１で見たら、歳入が２７億７，１６４万２，０００円で、歳出が５８
億５，４１５万１，０００円になっていて、歳入と歳出が、およそ倍ぐらい

違いますよね。 

柳田課長   歳入の額についてですが、教育委員会においての項目ですので、この中に
国の補助金、県の補助金、あるいは地方債というような借金の数字が入って

おります。歳出と歳入の差について３０億８，２５０万９，０００円ござい

ますが、こちらについては一般財源ということで、市税や地方交付税、その

ような金額が充当されるという形になります。 

森委員    財政削減の中で相当ご苦労されて予算を立てられたと思いますが、来年度
の教育委員会の最も大事にしたい事業、先ほど外国語活動を拡充していると

お聞きしましたが、来年度どこに重きを置いておられるのか。それから、大

変きついですが今年度と比べてここをすごく削ったという事業があれば、具

体的に教えていただけますか。 

須貝教育長  来年度の予算で重点を置いている点、新規または拡充、このあたりの説明
をお願いできますか。それから削った部分などの説明も、お願いいたします。 

西本室長   管理部ですが、５、６ページに学事課が所掌している就学事務事業です。
学齢簿や就学援助は、従来の基幹系の市役所全体で動かしていた基幹系シス

テムが停止することに合わせて、個別のステムを立ち上げて業務の効率化を

図るために現在もシステムの開発をしております。しっかりとシステムの効

率化を行い、できるだけ事務の負担を軽減しようとしています。  それと６ページの要保護、準要保護についてで、入学時に必要な学用品費
を入学後に従来は支給していたのを、入学前に必要なもののために事前に支

給を行います。それと、国の補助金における限度単価の額とすり合わせて、

整合を図るということで、増額することが、管理部としての目玉になります。

また、管理部としては、各学校園の施設の整備です。安全管理ということを

負っておりますので、予算で言えば額が半分近く占めているという状況です

ので、しっかり国の補助金を取得しながら整備を進めていきます。  事業メニューは例えば４ページの小学校施設整備事業、それから１０番、
１１番の中学校施設整備事業とあるのですが、やはり対象となる改修に取り

組むコストも変動します。これをできるだけ増やしていくという形で、努力
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しております。 

須貝教育長  管理部から今ありましたけども、よろしいですか。 

森委員    はい、よくわかりました。ありがとうございました。 

井上委員   幼稚園の既存施設の改修整備で８園が対象になっていますが、廃園の幼稚
園は入ってないわけですね。 

西本室長   おっしゃられるとおり、対象には入っておりません。 

柳田課長   事業として、金額的に減らしている部分がございます。学校園で使ってお
ります光熱水費、こちらにつきましては、２５年度以降単価が下がっており、

年度末の３月補正でいつも３，０００万円程度の減額をしておりました。こ

ちらについては３０年度当初の段階から、あらかじめ金額の規模を落として

予算計上をしておりますので、学校園の運営には支障ない範囲で金額的には

約３，０００万を予算から削減しております。 

西本室長   価格に燃料調整費というものが加わっており、それがどこまで膨らむかわ
からないため、約３，０００万を当初予算に織り込んでおりました。ただ、

だんだんと見えてきたところがあり、来年度は当初予算の中に織り込まず、

足りない場合は補正で確保していくという話が、財政課としております。 

須貝教育長  それでは管理部で、ここはもう抑えたという部分は、今の光熱水費が大き
い部分ということですね。 

柳田課長   一番大きなコストです。 

須貝教育長  また重点については、就学援助や奨学金の拡大になりますね。  それでは、学校教育部お願いいします。 

田上部長   学校教育部としては、いじめ防止になると思います。総合教育会議でも話
にあがったＣＡＰについても、予算確保ができそうということで、いじめ防

止の今までの取り組みと合わせて、自殺予防防止の取り組みも含めて、来年

度は進めていきたいと考えています。  例年、全国で１００名程度の中学生の自殺者がいます。小学生も１０名程
度いるという中で、助けてほしいというその援助希求の力を子どもたちにつ

けていきたいと思っております。それと合わせて、教職員の研修を重ねて、

そのＳＯＳの発信をきちっと受けとめられる教職員にしていくために、ここ

を何とか継続していきたいと考えています。  経費を削減した点としては、体験学習、自然学校、トライやる等の諸経費
を切り詰められるだけ切り詰めています。また、来年度、特別支援学級の子

どもたちが６０名、８０名と増えていく予定の中、介助員増員を最小限に抑

えているとか、部活の指導員ももう少し入れたいところを、若干数に抑えて

おり、予算の均衡がとれるようにいたしました。 

須貝教育長  お聞きのとおり、重点はいじめ防止、自殺予防といった研修の拡大を図っ
ていきたいということですね。逆に抑えた部分としては、ご意見をいただき

たいところですが、特支の介助員という部分で、介助が必要な子どもの数が

増える一方で、抑えなければいけないという予算措置になっております。  学校教育部から説明がありましたが、いかがですか。 
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井上委員   学校現場は介助員の数が本当に足らず、大変苦労されています。全介の子
どもが非常に多くなってきている状況で、全介の子を預かると学校の設備を

変えていかないといけない部分があり、それもできないという厳しい状況な

ので、ぜひ人的な支援だけはしてあげてほしいと思います。  それと、ＳＳＷはどこに入っているのですか。 

須貝教育長  今、ＳＳＷの話が出てきましたが、これは人件費に含まれているというこ
とですか。 

上江洲理事  アルバイトでしたら教育費の予算に入りますが、嘱託という扱いですと給
与労務課所管の人件費となります。少し確認をさせてください。 

須貝教育長  では、後で説明をお願いします。他に学校教育部で何かございますか。 

森委員    細かいところについて、後でまたご質問させていただきます。まず、来年
度の全体の様子が知りたいので、全体として教育委員会は来年度どういう方

向で進んでいるのかというのを教えてください。 

須貝教育長  重点部分、そして抑えた部分について、社会教育部お願いいたします。 

立花部長   来年度に力を入れた点としては、中央公民館整備事業です。来年の２月に、
第２期オープンを迎え、グランドオープンとなります。また、合わせて指定

管理者が、再来年度から導入になりますので、そういった取り組みも含めて

進めます。あと金額的に、自然の家利活用推進事業です。今まで自然の家が

休所中でしたが、集客の魅力をつくりたいというところで、アスレチックの

修繕や、危険なリーダーハウス撤去を行い、自然の家の利活用をもう少し上

げていきたいということで、特に力を入れて取り組みます。  それと、金額は少ないのですが、文化財の保護事業です。安倉北の小学校
の東側に畑が多くありますが、そこで土地区画整理事業が予定されており、

伊丹側から少し土器などが出たという経緯があります。宝塚市側もやはり調

査の必要があります。今まで体制も含めてなかなかこのような調査というの

ができていませんでしたが、今後はしっかりと文化財保護の意味を含めて、

やっていきたいと思っております。  それから削った分としては、全体的に削れるものはわずかずつでも削って
います。大きく削ったものとしては、一つは学校開放事業です。土日祝の体

育施設の利用というのがあり、これの委託料がありました。それは管理指導

員を配置するためにお金を出して委託していましたが、それを自主管理方式

にし、約１，０００万円の削減をいたしました。  そして、ハーフマラソンです。これは実行委員会に、市から毎年８００万
円を補助金として出しておりましたが、これを半額にして、４００万円にし

ます。当然、内容としては参加料の値上げや、あるいは歳出の削減といった

ものが出てきます。  あと、図書の購入費も落としています。中央図書館に関しては外壁工事な
どの工事が入っていますので、金額自体は増えておりますが、ソフト面での

費用というのは、中央も西も下がっている状況です。 

須貝教育長  中央公民館、自然の家、発掘事業について、重点を置いていきたいという
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こと。逆に抑えた部分として、体育施設の管理を委託から自主管理にして、

約１，０００万円削減した。そしてハーフマラソンについての費用を半減し、

約４００万円削減した。あと図書館の資料の費用を抑えたということですね。  これで三部の重点部分と抑えた部分というのが出てきました。これについ
て、何かご意見等ございますか。 

井上委員   自主管理方式に変わり、校長等の管理職の負担が増えませんか。 

立花部長   運営委員会というのは、学校ごとに編成しています。その中で自主的にそ
の鍵を管理しながら、運営するということです。土日祝の体育施設の利用に

関しては、学校の先生の負担にはならないと考えます。鍵自体の管理は、運

営委員会自体が行いますので、自ら入って自ら閉めるという形です。 

井上委員   ということは、各スポーツ団体が鍵を持っているわけですか。 

立花部長   はい。 

須貝教育長  ほかに、ご意見、ご質問などはございますか。 

森委員    来年度どのようなところに重点を置くか、また削減することのご苦労とい
うのが伝わってきました。先ほどの学校への光熱費に関して、ご質問いたし

ます。今までもいろいろと、エアコンの使い方などの工夫を学校も努力して

いますし、さらに学校も働き方改革など、行政と学校とが一緒になって努力

していく必要があります。ただ、さらにこのように抑えられていくと、現場

は大変苦しい状況ではないでしょうか。 

西本室長   説明が十分ではなかったと思います。現在、必要な光熱水費を学校側の努
力でもって減らしていき、その減じた額が今回の当初の額ということではあ

りません。もともと必要額以上に、燃料調整費というものを上積みしていま

した。変動に対応するために、小中合わせて約３，０００万円が膨らんだ状

態でした。ただ、ほとんどこの３，０００万円を使うことはありませんでし

た。ですので、現状をさらに圧縮して、学校側に努力を求めるという意味の

減額ではございません。 

川名委員   電力自由化になりましたよね。私も自分の家を切りかえると、少し安くな
りました。そのような工夫はされているのですか。 

西本室長   はい、相当な削減効果がありました。ただ、幼稚園だけは規模が小さいの
で、そのメリットが見出せないため、現時点で着手はしておりません。 

須貝教育長  光熱費についてはよろしいでしょうか。  それでは、ＳＳＷの件はいかがでしょうか。 

柳田課長   事業費としては、人件費ということで給与労務課の所管になります。この
事業概要に載せているのとは、別に計上しています。予算については、１，

４５６万８，０００円がＳＳＷの人件費で、市全体の人件費の中に入ってい

ます。 

川名委員   スクールカウンセラーとか、ＳＳＷの方の身分は、現在は嘱託ですか。謝
礼などは、どのように決められているのですか。また、どのぐらいのお払い

をされているのですか。 

伊藤所長   ＳＳＷは、青少年センターが所管しております。現在６名のＳＳＷがおり、
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１名の方にスーパーバイザーを兼ねていただいております。  ＳＳＷは年間４２０時間で、単価が時給５，０００円の１２カ月で、交通費
を支給の５名分と、スーパーバイザーは、年間７２０時間に交通費を支給と

いう形で、全体で１，４５６万８，０００円になっています。  そして、本年度は県の補助金が１６４万円あります。上限が３２万８，０
００円と決められており、その５名分の１６４万円の補助金。来年度は８名

に増えますので、２６２万４，０００円の県の補助金がいただける予定です。

で、市の総需要費は同じですので、市の負担金は、実際来年度は１，１９４

万４，０００円になる予定です。 

川名委員   この時給５，０００円というのは、高くはないのですか。どのぐらいが相
場かわからないですが、私の知り合いのカウンセラーは、開業している人は

大体１時間で約５，０００円とかです。カウンセラーは、お客様に来てもら

ってお話をしますが、ＳＳＷは、家庭などあちこちに移動されますよね。そ

れで時給５，０００円は、高額だと思います。調整が仕事ですから、相談だ

と１時間幾らみたいになりますが、それだと大変高くなるかと思います。時

給の形態がふさわしいのかどうか、私は特に中学校でＳＳＷの力を借りたら

どうですかと何度も言いましたが、１時間５，０００円とすると、簡単には

薦められません。どうしてこのような謝礼の決め方になっているのですか。 

和田部長   学校へ行くなどの移動時間は、加えておりません。また、近隣全部が時間
給であり、３，０００円台が一番多いです。ただ兵庫県のＳＳＷの額が５，

０００円であり、本市はそれに合わせております。ただ少し高いということ

で、いろいろお話はしておりますが、なかなか進んでおりません。 

森委員    私も初めて聞きましたが、ＳＳＷになりたての人と、ベテランのＳＳＷ、
スーパーバイザーも、全部一律５，０００円なのですか。 

和田部長   そうですね。 

森委員    それは、ほかの基準と違いますね。幾ら資格があるといっても、経験年数
が無しの方とある人でも一律なのですね。 

上江洲理事  高司中学校の火災事案の関係で、ケアも必要ということから、平成２３年
度から仕組みを導入いたしました。その際、県の雇用しているＳＣの単価が、

時給５，０００円でしたので、我々がＳＳＷをお願いする際に、そこを準用

してほしいという先方からの強いお願いがあり、その条件で採用いたしまし

た。  ただ、他市と比較しても県下で一番高い状況ですので、ＳＳＷの代表であ
るスーパーバイザーの大塚さんと、見直しのためにお話をしました。そこで、

費用対効果を見ていただきたいという申し出があり、それに見合う成果も出

していますというお話がありました。我々もその話を持ち帰り、財務当局と

協議した上で、継続協議案件にすることとなりました。３０年度については、

そのまま継続ということになっています。  経験の有無での格差については、県では一律５，０００円で採用している
ということなので、そこを準用しているということです。 
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伊藤所長   他市でも経験年数で時給が変わるということは、調べましたが見当たりま
せん。宝塚市では、なるべく経験のある方を大塚先生から紹介していただい

て採用していますので、全くの初めての方は、今のところおられません。 

川名委員   おそらく、ＳＣやＳＳＷの力を借りなければならない案件は、増えこそす
れ減らないと思います。できるだけ活用したほうがいいと思いますが、この

ままでは膨張していくばかりですよね。このような専門家の方々を、どのよ

うにして双方納得して活動していただけるかを考えないといけないですね。 

上江洲理事  単価の話ばかりクローズアップされていますが、雇用形態をどうするのか
というのは、やはり課題だと思います。例えば常勤でいくのか、あるいは非

常勤がいいのか、固定給で採用するとか。大阪市も模索しているようなので、

国もどんどん推奨していますし、仕組みなどは注視しながら、雇用形態を考

えていく必要があるかと思います。 

川名委員   ある程度時間をかけてもらわないといけないものなので、それを時給でや
っていると増えるばかりの感じになります。調整で学校へ行ったり家に行っ

たり、教育委員会と相談したりされる方々を、時給でというのは何となく働

き方と合っていない気がします。 

須貝教育長  では、ほかに何かございますか。 

井上委員  ５５番の幼児教育センター研究研修事業で、囲碁研修費を３１万５，０００
円計上していますが、これはどのようなものでしょうか。 

谷川次長   囲碁研修ですが、囲碁の榊原宝塚市大使のお世話で、関西棋院の方に子ど
もたちに囲碁を教えていただいております。囲碁を通して、子どもたちは集

中力や持続力などが非常に育まれていくということで、子どもたちの姿から

もその様子がうかがい知ることができます。  来年度については、公立幼稚園の４園でモデル的に、囲碁に積極的に取り
組もうと考えております。関西棋院の方に定期的に幼稚園へお越しいただき、

子どもたちに囲碁を教えていただいて、小学校への力もつけていけられれば

よいということで計上させていただきました。 

井上委員   お礼ですが、保育室の空調整備工事で、４園に約３，７００万円計上して
いただきありがとうございました。これ、工事には入りますよね。 

和田部長   予算は計上しております。ただ、国の交付金が当たるか当たらないかとい
うところで、交付金が当たればできるという予算になっています。市負担の

分のお金は、現在用意しております。 

森委員    来年度、ことばの祭典の実施予定ですが、予算というのは、どこに入って
いるのでしょうか。 

田上部長   予算については、まだ計上できていません。計画が進んでないところもあ
り、何とか本年度中に、実施をしていきたいと考えております。先日に市長

から、「私もこの祭典にすごく力を入れたい。一緒にやらせてほしい」という

お言葉をいただきまして、しっかりと進めてまいります。補正を組むなり、

予算的措置は絶対必要です。一回目だからこそ、きちんとやりなさいという

ことを言われております。そして、今一つ考えているのは、宝塚市大使のや
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すみりえさんなど何人かにお願いして、子どもたちも参加体験ができて、そ

の場で批評していただけるような形のもの。尼崎市も短歌の募集など今やっ

ておりますが、構成的に考えながら、参加ができて祭典としてふさわしい形

にプログラムを立てていきたいと考えております。 

川名委員   前にも申し上げましたが、プロジェクトチームをつくったらいかがでしょ
うか。校長や子ども代表に入ってもらい、何をしたいか、みんなが参加でき

るようなものをプロジェクトチームで決めていくといいのではないでしょう

か。それで、目途がついたら幾つか同時並行的にやるという。もともとの構

想は、いろんな催しを同時に図書館や、公民館など、様々なところで同時多

発的にやろうということだった気がします。 

須貝教育長  今のことも参考にして、進めていくということでお願いいたします。  ほか、なにかございませんか。 

森委員    施設課から学校への整備支援を重点的にしていくという、力強いお声を聞
かせていただいて、とてもうれしく思っております。この１０番と１１番の

１校、５校と書かれていますが、どこの学校、予定校というのは、お聞きで

きるのでしょうか。よろしければ、教えていただけますか。 

上治課長   １０番について、申し上げさせていただきます。トイレ改修の１校につい
ては、安倉小学校です。次の校舎と改修工事の設計委託ですが、これについ

ては西山、丸橋、安倉北、小浜、売布の５校です。次の園舎というのは、旧

の中山桜台幼稚園です。仮設校舎というのは、宝塚小学校です。地下道、通

学路、地下道埋め戻しについては、売布小学校です。老朽についての３校は、

西山、丸橋、安倉北です。  続きまして、１１番の中学校です。校舎改修の設計委託については、西谷、
御殿山です。空調については長尾です。老朽改修については御殿山で、仮設

校舎買収については長尾です。 

西本室長   従前からご意見をいただいていた山手台については、学校側、それから保
護者からもお話をいただいていますので、少しずつではありますが、修繕費

を別途持っており、今年度もモデル的に２教室にどれぐらい費用がかかるか

ということも含めて実際着手しております。ただ全部一気にということにな

りますと、ここに挙げるような改修費用という形で挙げていく必要がありま

す。そもそも安全確保という面から、老朽改修がなかなか進まない状況にあ

りますので、至急進めていかないとだめということで、優先順位からします

と老朽改修工事と、少しずつ時間はかかりますが、修繕等で対応は継続して

いければと考えております。 

須貝教育長  ほか、なにかご質問等ございますか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは議案第１号、平成３０年度教育委員会所管一般会計予算（案）の
提出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。  それでは控えていたそれぞれの担当は、退室をお願いします。 

【 説明員退室 】 
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 続きまして、報告事項、宝塚市体力向上プログラムについて、担当課より
説明をお願いします。 

藤山課長   宝塚市体力向上プログラムについて、ご報告いたします。        宝塚市体力向上プログラム、運動を通した児童・生徒の育成を考える、体
育科授業、最初の１０分につきましては、宝塚市教育振興計画基本計画（後

期計画）の重点施策の中でもうたわれていますように、体力は学力と両輪で、

生きる力のベースとなるものとして捉え、子どもの体力向上を狙いプログラ

ムを作成しました。  現在、子どもを取り巻く環境は、日々変化しており、生活様式も大きく変
化しています。放課後の外遊びの場の減少、遊び方の変容、また塾通い等に

伴い体を動かす機会も明らかに少なくなっています。毎年実施される全国体

力運動能力、運動習慣等の調査の結果からも、本市の子どもたちの体力の低

下が、課題として挙げられています。  子どもたちの運動能力の低下の大きな原因は、様々な動きを経験していな
いこと。ボールを遠くまで投げられないほか、真っすぐ走れないなど、基本

的な動きの経験不足にあると考えます。したがって子どもたちに様々な動き

を、意欲を持って、楽しく、多くの経験をさせることにより、体力の向上を

図ることが必要です。また体力を向上させることで、けがの未然防止や病気

の予防、心身のリフレッシュを図ることにもつながると考えます。  そこで子どもたちの体力向上に有効な取り組みについて、市内小中学校の
委嘱研究員の先生方とともに、今年度６月より研究と協議を重ねてまいりま

した。つけ焼き刃でその場その場をしのぐような取り組みではなく、小学校

中学校、系統立てた狙いのもと、生涯スポーツが推進されていくための土台

となるべきプログラムの構築が必要であるという結論に至りました。  また、このプログラムは、児童・生徒にとって、最も有効で、かつ現場の
先生方にとって一番活用しやすいもの、手にとって授業で実践していこうと

いうものとして、構成をされています。「体育科授業最初の１０分」からもわ

かりますように、授業の導入部分を有効活用し、体力の向上を図っていくこ

とを狙いとし、小学校編、中学校編の２部構成としています。  小学校編では、各運動領域に対応した短時間で実施できる運動プログラム
を掲載し、授業の導入でさまざまな運動を経験し、目的の運動をより充実し

たものにすることを、狙いとしています。  小学校ではさまざまな動きを経験させることが大切です。体育を初め、各
教科や休み時間などで走る、跳ぶ、投げる、捕るの基本的な動きの定着を図

り、さまざまな運動体験をさせることで、基礎的な体力の向上、けがの未然

防止などにつなげていきます。  また中学校編では、年間を通して活用できる準備運動プログラムを掲載し、
継続的に同じ運動をさせ、体力向上を図ることを狙いとしています。主に、

持久力、瞬発力系の体力を高めることが大切であり、体育の授業でより専門

的な動きの定着を図ることが大切です。一定のプログラムを継続的に行うこ
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とで、どの領域の運動に対しても、一定の運動量を確保し、総合的な体力向

上が見られるようになります。各運動領域に応じて、独自の運動をプラスす

ることで、効果的な体力向上を図れるものと考えます。  本プログラムにつきましては、来週２月１６日の研究発表大会にて、委嘱
研究員及び指導主事が発表を行います。その後、３月の定例校園長会でお示

しをしたあと、各学校への配付、掲示板へのアップロードを行います。  今後は、授業の中で本プログラムを積極的に活用いただくため、体育担当
者会において、具体的活用についての説明、また委嘱研究会の継続による内

容等の見直し・検討、委嘱研究員による活用のための授業公開などの手だて

を進めます。  また、就学前からのつながりを含め、幼稚園で行われている事例の追加等
も、今後検討をしてまいります。 

須貝教育長  この件について、何かご質問等ございましたら、お願いします。 

川名委員   こういうことを行うのは良いだろうと思いますし、子どもたちのためにも
ぜひと思います。現在科学的なことがいろいろわかってきていますが、科学

的な知見というのも、反映されているのでしょうか。せっかく毎日取り組む

ことなので、効果的な形が良いかと思います。 

藤山課長   各研究会の中で、講師に指導助言をいただいているのかどうか確認ができ
ていませんので、中身についてどういう形で進めていったのか、また研究会

の内容について確認いたします。 

森委員    体育担当の先生たちが、小中学校を通して系統的につくってくださったと
いうことに大変価値があると思います。これをどれだけ各学校で実践できる

のかということが課題かと思いますので、今度のセンターの発表を楽しみに

しています。  それから、体力向上に関しては、幼稚園において、子どもたちの体力向上
のために、遊びを加えた様々なことを実践されています。この幼稚園と小学

校、中学校の連携というのが、やはり大事かと思います。なので、幼稚園で

積み上げてきたものを継承して、小学校はここからでなくて、もっと上から

できるのではないかなど取り組んでいけると思いますので、ぜひ幼稚園との

連携も進めていただきたいと思います。 

須貝教育長  時間かけていいものができたら、徹底していくということが、とても大事
なことだと思います。  では、この件はよろしいでしょうか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  続きまして、次の報告は非公開でお願いします。 

それでは報告事項、教職員の体罰における処分結果について、担当課より

お願いします。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 
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須貝教育長  ほか、よろしいですか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  本日の予定案件は以上ですが、他に何かありますか。 

西本室長   以上です。 

須貝教育長  では、本日の教育委員会の会議は、これで閉会といたします。  ─────────── 閉会 午後 ３時１５分 ───────────── 

 


