
平成３０年第２０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１０月１１日（木） 

２ 場 所      宝塚市役所  特別会議室 

３ 開会時間  午後３時５０分 

４ 閉会時間  午後４時３０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、木野 達夫委員  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 
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 職員課長       田邊 哲朗 

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 
中央図書館館長    田野 一哉 
青少年センター所長  伊藤 章 
教育研究課副課長   筒井 啓介 
教育研究課係長    小林 秀昭 

 

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 

○報告事項 教職員の不適切な指導について 

〇報告事項 市費職員の処分について 

〇報告事項 平成３０年（2018年）８月における学校での「いじめ事案」について 

〇報告事項 平成３０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 ３時５０分 ───────────── 

森教育長    平成３０年第２０回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催いたします。
よろしくお願いします。 

 傍聴希望の方はいらっしゃいますか。 

西本室長    １名おられますので、入室していただきます。 

 

【傍聴者入室】 

 

森教育長   本日の署名委員は、篠部委員です。よろしくお願いいたします。 

本日の付議案件は、議決事項以外の案件４件です。進行について事務局か

らお願いいたします。 

西本室長   本日の付議案件は、議決事項以外の案件が４件です。 

報告事項、教職員の不適切な指導について 

報告事項、市費職員の処分について 

報告事項、平成３０年（２０１８年）８月における学校での「いじめ事案」

について 

報告事項、平成３０年度全国学力・学習状況調査結果から（リーフレット）

の作成・配布について        教職員の不適切な指導、市費職員の処分、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ので、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、初めに全国学力・学習状況調査に
関する報告を行った後、非公開で教職員の不適切な指導、市費職員の処分に

ついて一括して報告を行った後、いじめ事案の報告を行います。        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、報告事項、平成３０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、担当課より説明お願いします。 

筒井副課長  それでは、御報告させていただきます。        平成３０年４月１７日火曜日に実施した、全国学力・学習状況調査の本市
の結果データについては、本年度も教育委員会事務局指導主事と大学教授を

中心とするメンバーで学力調査分析チームを構成し、分析を進めております。

このたび、結果の概要をリーフレットにまとめましたので、御報告させてい

ただきます。なお、リーフレットに関しては、１０月末をめどに市立小・中・

特別支援学校の保護者の皆様、そして教職員・幼稚園・小学校・中学校・特

別支援学校の教職員全員に配付するとともに、ホームページにも掲載いたし

ます。        それでは、リーフレットの１ページ目の丸いグラフの書いている箇所から、
御説明させていただきます。        まず、項目１、宝塚市全体の結果についてですが、ここには調査結果の見
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方、活用の目的について記載しております。        続きまして、２番目の部分では、実施された調査の内容、それから対象人
数について記載しております。        ３番目の調査結果の概要の部分に関しては、宝塚市と全国平均を比較した
結果の概要について記載しています。初めに、教科に関する調査結果につい

ては、全国平均を１００とした場合、宝塚市の結果がどのような段階にある

のかを４段階で示した表を掲載しています。９５未満の場合は課題あり、９

５以上１０５未満はおおむね良好、１０５を超え１１５未満は良好、その上

が極めて良好と記載しています。次に、教科に関する調査と質問紙調査の結

果を合わせて、全国平均と比較した円グラフをその下に掲載しております。        ４番目では、教科に関する調査結果の分析から、各教科における本市の特
徴を掲載しています。小・中学校それぞれの国語、算数・数学、理科につい

て、よくできていた内容、課題が見られる内容を１項目ずつ文章にまとめて

表の中に記載しています。ただし、中学校の国語においては、漢字の意味や

ことわざなどの知識において、理解できている、できていないという二極化

が見られることを掲載しています。        ページを開いていただくと、赤く枠で囲んでいる部分がありますが、食習
慣・生活習慣・学習習慣・読書習慣の４つの習慣に関して取り上げており、

それぞれのクロス集計の結果を中心に掲載しております。食生活に関する例

で御説明すると、「朝食を毎日食べていますか」という質問に対して、「食べ

ている」と答えた子どもの教科に関する調査結果が「どちらかといえば食べ

ている」「余り食べていない」「全く食べていない」と答えた子どもの結果と

比べ、どの教科でも高くなっていることが読み取れます。このように、４つ

の習慣の安定が、子どもたちの学力向上につながっていることが調査結果か

ら読み取ることができます。        そして裏面には、本年度の調査結果を踏まえ、教育委員会として今後取り
組む方向性を掲載しています。最上段に宝塚市教育振興基本計画に掲げられ

ている基本目標、「自分を大切に、人を大切に、ふるさと宝塚を大切にする

人づくり」を掲げ、学校園、家庭・地域、教育委員会の３者が連携し、子ど

もたち一人一人を大事にし、取り組んでいくことを模式的に掲載しています。        下半分では、本年度の分析結果と今後に取り組むべき課題、内容について
掲載しています。この文章にあるように、小学校・中学校ともにこれまで課

題とされてきた自尊感情及び規範意識については、一定の改善が見られます。

一方で、教科に関する調査結果は全国平均を上回っているにもかかわらず、

「勉強は好きですか」「授業で問題の解き方や考え方がわかるようにノート

に書いていますか」といった質問項目に関しては、全国平均を下回っている

のが現状です。このことを課題と捉え、今後の学習への関心・意欲・態度を

高めるために、わかる授業・楽しい授業の実施、学習習慣の確立を進めるこ

とが大切だと考え、教育委員会として、教職員研修のより一層の充実を図る

とともに、教育ＩＣＴ機器などの学習環境の整備を進め、家庭学習の手引き
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「ＴＡＫＡＲＡっ子スタディ・ナビ」などを発行することで、子どもたちの

学習に関する関心・意欲を高め、自主的・計画的な家庭学習の取り組みを支

援してまいりたいと考えております。また、子どもたち一人一人を大切にす

る教育をより一層推進し、ふるさと宝塚を大切にする人づくりに努めてまい

りたいと考えております。        以上、御報告させていただきます。 

森教育長   宝塚の小学校・中学校の子どもたちの一番の課題は、自尊感情・規範意識
を高めていかなければいけないということでしたが、今年に一定の成果が見

られるようになったという報告を受け、このグラフを見ても特に中学校の規

範意識が大変良くなってきており、とても喜ばしいことだなと思っています。

これはどういうことを積み重ねてきて、このような結果になってきたのかと

いう、それについての分析はどう考えられていますか。 

筒井副課長  先生方が小学校・中学校で授業に取り組まれる中で、例えば道徳の授業や
特別活動の授業、学校生活の中において、学校のルールを守るというような

ことや、昨今問題になっているいじめは絶対にいけないということを、こう

しなさいと言うのではなくて、常日ごろから子どもたちと一緒に考える機会

を設けていることなどの積み重ねで、一定の効果を出しているのではないか

と感じております。 

川名委員   この形が定着してコンパクトにわかりやすくまとめていただいて、自分の
子どもだけではなく、宝塚の子どもがどういう傾向かというのは、保護者の

皆様にもよくわかるのではないかと思います。今は主体的に学ぶ、自分で考

えるとかいうことが大事にされていますし、そのほうが間違いなく大人にな

ってもいいのだろうと思います。また新たな課題として、自分が今学ぶこと、

成績を上げるだけでなくて、数学の成績はいいけど数学への関心は高くない

ということで、そのあたりも興味を持ってもらうようにしなければなりませ

ん。また、地域・社会への関心が低いのが気になります。新たな課題として

気をつけていただくと、自尊感情や規範意識も変わっていくと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

筒井副課長  興味・関心の部分ですが、本当に大きな課題です。最後にも記載していま
すが、子どもたちのそのような課題をクリアするために、教職員に対しての

研修を教育研究課が進めておりますが、わかりやすくするために適切な場面

でＩＣＴを活用するとか、新学習指導要領にもあるような子どもたちの話し

合いの場を適切に取り入れるなど、先生方の授業の組み立ての工夫ができる

ように、さらに研修の内容も精選して進めたいと考えております。 

森教育長   ほかに御意見はございませんか。 

木野委員   食習慣との関係について、朝食を食べていることで正答率が高い傾向があ
るというコメントの部分ですが、このような調査は世界各国で行われていて、

このような関係はどこの調査でも出ています。ただ、これが相関関係なのか

因果関係なのかということは、まだ科学的にはっきり解明していないと聞い

たことがあります。ですので、朝食を食べるから脳が活性化して正答率が高
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いというのは一つの仮説ですので、書き直す必要性は感じませんが、断定的

に書いている点は気をつけた方が良いと思います。朝食を毎日食べていると

いうことは親の意識が高い家庭であるということで、当然に家庭の意識が高

い場合は、成績が良いという見方も一つの説として有力かと思います。 

森教育長   一方で、朝御飯を食べていない子どもたちは、やはり朝から顔色が悪かっ
たり、ふらふらしたりしています。ただ、今木野委員が言われたことも一方

では言われています。ですので、また検討していくことでよろしいですか。 

筒井副課長  科学的な根拠も諸説ありますので、それについての表現に関して、今後検
討させていただきます。 

望月委員   授業時間以外での読書についてですが、小学校については相関関係がある
ように見えますが、中学校の数学などでは全然関係ないというのが興味深い

です。中学生が全く読書しないという子が宝塚市で半数近くいますが、今の

読書は紙でなくて電子書籍もありますが、それは多分カウントしてないとい

うこともあるのかなと思います。 

木野委員   塾などで、時間がないのかもしれないですね。 

望月委員   毎日、落ち着いて読書を２時間する。それは本当に本が好きということで
すね。 

森教育長   クラブ活動をして塾に行ってとなると、本当に時間がないですよね。 

筒井副課長  読書ですが、コンピューターの関係で言いますと、図書貸し出しのパソコ
ンがあります。宝梅中学校では図書を借りる子どもが多数いてそれぞれが多

くの図書を借りるのですが、去年まで貸し出しのパソコンは１台しかなかっ

たため、休み時間に貸し出しができないという話を聞いたことがあります。

財政は厳しいですがパソコンの台数を増やしてほしいという声をほかにも

聞いています。司書に入っていただき小学校・中学校でも工夫されていて、

実際に本を読んでいる子どもも多くいますが、工夫や連携を教育委員会と学

校とで進めていくことで、習いごとなどで子どもたちも忙しいとは思います

が読書時間を増やすことができるかと思います。本から学ぶことは、非常に

多くあると思います。学力テストの結果から、将来の夢や希望がありますか

という部分も低い傾向にあります。読書が大事、楽しいと思えるような子ど

もを増やせるように努めてまいります。 

望月委員   宝塚市は読書時間が１０分より少ないという子どもが多いですが、１０分
より少なかったら、それは読んでないのと余り変わらない。全くしないとか

１０分より少ないと答えることに恥ずかしさが全然ないのかなと思います

し、そういった部分からも啓発が必要かもしれないですね。 

篠部委員   勉強がよくできる部分はそれですごくいいことだと思いますが、円グラフ
の下半分の項目については、大人になってからも非常に大切な部分になって

います。このあたりを伸ばしていく必要がありますが、習慣のようなもので

すので、急に大人になってじゃあ変えましょうというのは難しいです。この

あたりは習慣ですので、運用していけたら良くなると思います。 

森教育長   ほかに何か御質問等ございませんか。 
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委員     （なし） 

森教育長   それでは、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
いたします。 

 

【 傍聴者退室 】 

 

森教育長   それでは、報告事項、教職員の不適切な指導について及び報告事項、市費
職員の処分について、担当課より一括して説明をお願いします。 

 

【 非公開案件の審議あり 】 

 

森教育長   本日の予定は以上ですが、ほかに報告いただくことはございますか。 

西本室長   本年９月市議会定例会において、最終日１０月５日に提出議案の採決が行
われました。そのうち、教育委員会所管の提案事項である「議案第９２号 公
の施設（宝塚市立スポーツセンター及び宝塚市立末広体育館）の指定管理者

の指定について」「議案第９３号 公の施設（宝塚市立高司グラウンド）の
指定管理者の指定について」「議案第９４号 公の施設（宝塚市立売布北グ
ラウンド）の指定管理者の指定について」「議案第９５号 公の施設（宝塚
市立中央公民館、宝塚市立東公民館及び宝塚市立西公民館）の指定管理者の

指定について」は、原案どおり可決されました。中身については、このあと

の協議会で御報告いたします。        それから、「議案第１０２号 宝塚市教育委員会委員の任命につき同意を求
めることについて」の採択が行われ、望月昭委員の再任が決定いたしました。

今後ともよろしくお願い申し上げます。        以上です。 

森教育長   それでは、望月委員、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

望月委員   よろしくお願いします。 

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 ４時３０分 ───────────── 

 


