
平成３０年第２３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１２月６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２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 
学校教育部次長    谷川 妙美 
生涯学習室長     公手 勤 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 
教育支援課長     福本 徳子 
中央図書館館長    田野 一哉 
教育研究課副課長   筒井 啓介 
青少年センター所長  伊藤 章 

 

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 

○報告第５号 専決処分した事件の承認を求めることについて（職員の処分の内申につい
て） 

〇議案第３１号 平成３１年度（２０１９年度）宝塚市公立学校教職員異動方針の決定に
ついて 

〇議案第３２号 平成３１年度（２０１９年度）宝塚市公立幼稚園教職員異動方針の決定
について 

〇報告事項 平成３０年（2018年）１０月における学校での「いじめ事案」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   それでは、平成３０年第２３回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催
いたします。  傍聴希望の方はおられますか。 

西本室長   おられません。 

森教育長   それでは、本日の署名委員は木野委員です。よろしくお願いします。  本日の付議案件は、報告事項１件、議決事項２件、議決事項以外の案件１
件です。進行について事務局からお願いします。 

西本室長   本日の付議案件は、報告事項１件、議決事項２件、議決事項以外の案件１
件です。 

報告第５号、専決処分した事件の承認を求めることについて（職員の処分

の内申について） 

議案第３１号、平成３１年度（２０１９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３２号、平成３１年度（２０１９年度）宝塚市公立幼稚園教職員異

動方針の決定について 

報告事項、平成３０年（２０１８年）１０月における宝塚市立学校の「い

じめ事案」について。 

以上です。なお、報告第５号及び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。非公開での報告とさせていただきます。また、

議案第３１号及び議案第３２号については、平成３１年度の教職員異動方針

に関する案件ですので、一括での御審議をお願いします。 

したがいまして、審議の順番としましては、最初に議案第３１号及び議案

第３２号を一括で御審議いただいた後、非公開で報告第５号の御審議をいた

だき、最後にいじめ事案の報告をさせていただきます。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、議案第３１号、平成３１年度（２０１９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３２号、平成３１年度（２０１

９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

で説明お願いします。 

田邊課長   それでは、議案第３１号、平成３１年度（２０１９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３２号、平成３１年度（２０１

９年度）宝塚市公立幼稚園教職員異動方針の決定について、提案理由を御説

明申し上げます。 

本件は、平成３１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教育課程が実施されています。また、公立幼稚園にお

いても、幼稚園教育要領に基づき教育課程が実施されています。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
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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、学校園

において創意工夫による教育課程の実施及び、開かれた特色ある学校園づく

りの一層の推進が重要です。これらの観点を踏まえ、平成３１年度の異動方

針としては、全市的視野に立ち公正かつ適正な人事を行い、学校・幼稚園運

営の活性化を図ろうとするものです。なお、参考として、平成３１年度公立

学校教職員異動方針、平成３１年度宝塚市公立学校教職員異動実施要領、平

成３０年度県費負担教職員、年齢構成等一覧表、幼稚園教職員人事異動関係

を配付しております。これらについて、説明させていただきます。 

８ページに県の学校教職員異動方針を掲載しておりますが、これについて

は昨年度との変更はございません。この県の異動方針については、基本的に

は県立高等学校及び全県的な視野でつくられたものです。本市としては参考

という位置づけにしておりますが、市の異動方針になじむものや踏襲するべ

きものについては、踏襲することとしております。 

今年度本市でも、６ページの宝塚市公立学校教職員異動方針及び９ページ

の宝塚市公立幼稚園教職員異動方針について、大枠を掲載しております。７

ページの教職員異動実施要領には、具体的な内容を挙げております。この異

動方針については、昨年度同様文言等の変更はございません。３１年度宝塚

市公立学校教職員異動実施要領も、特に大きな変更はございません。 

次に１０ページですが、市内の学校全体の年齢構成を表したものです。学

校の中軸を担う４０代は正規職員７９８人のうち１４３人であり、全体の１

７．９％しかおりません。この資料に掲載しておりませんが、小浜小学校、

安倉小学校、長尾台小学校では、４０代の教職員が１人しかおりません。長

尾台小学校については、５０代がおりません。このような学校については、

２０代、３０代の教員が大半を占め、活気がある半面、教員としての経験不

足がどうしても否めない面があり、若手を指導することのできる教員が不足

している状況です。この点については、今年度の人事異動で改善を図るよう

努力いたします。 

また、１０ページの男女比をご覧ください。中学校では３０代、４０代、

５０代において、男性が少し多い傾向です。男女比については、５０％近く

になっています。それに比べて小学校については、全ての年代で女性教諭の

割合が多くなっています。３０代、４０代を除いて、女性教諭の占める割合

が６０％超となっております。小中学校全体を合わせたものでも、どの年代

でも女性の割合が多いことから、特に小学校の女性教諭の占める割合の多さ

が表れています。 

次に１１ページの上段ですが、宝塚市内の教諭の男女比を表したものです。

一般的に女性の教諭が少ない場合ですが、宿泊行事等における女子児童生徒

への指導上における問題が懸念されます。また、男性教諭が少ない場合、中

学校で特に生徒に指導が入らないことが見受けられ、男女比のバランスがと

れていることが望ましいと考えます。 

兵庫県全体の小学校の女性教諭の比率は、前年度の実績で６２．９％とな
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っています。宝塚市においては、６２．１％とほぼ同じ比率になっています。

中学校では、兵庫県では４２．６％、宝塚市では４５．１％であり、県の割

合を少し上回っております。単に男女比だけを見ると、兵庫県と同じような

状態であり特に問題はないように見えますが、学校別の状況を見ると、小中

学校ともにいびつになっている学校が多いです。例として、男性教諭の比率

が丸橋小学校で２０％、末広小学校で２５％と、市内の平均よりかなり低い

状態です。中学校においては、中山五月台中学校の女性教諭の比率が２７％

と低くなっており、男女どちらかに隔たりが見られます。昨年度に女性教諭

が少なかった安倉中学校では２８％から４１％。高司中学校については３

０％から３６％と、２つの中学校については、昨年度の配置換、異動によっ

て女性教諭の人数を増やしましたので、男女比のバランスについては緩和さ

れている状況です。ただ、男性教諭が多い中にあって、山手台中学校と光ガ

丘中学校においては、それぞれ３０％と４２％と、男性教諭が少ない状況で

す。これらの比率のことも念頭に置いた上で、バランスの取れた人事異動を

可能な限り行っていきます。 

１２ページは、在籍年数を表したものです。在籍年数は実施要領にもある

ように、教職員の場合は原則６年をもって異動の対象とします。ただ、現状

としては、中学校においては３９％、小学校・養護学校においては３５％の

割合で、長期の在籍者がおります。長期の在籍者がいる要因としては、中学

校では教務や生活指導といった主要な分掌を担っており、代わりの担当者が

いないという理由で異動ができなかった者が多くなっています。その他の理

由としては、中学校では学年の持ち上がりが基本のため、特別な事情がない

限り１年生を担当すると卒業するまで在籍します。また、特別支援学級の担

任についても、指導の継続性の面から引き続き担当することが考えられ、学

校に必要な者として校長から具申があります。 

小学校では、高学年の担任で中心を担っていることが一番の理由です。他

は中学校と同様、校内の主要な分掌、特別支援学級の担当になっているため、

長期在籍者が多いという理由が挙げられます。 

昨年度と比較すると、中学校における８年以上の在籍者は減少しているも

のの、６年以上の在籍者は若干増加しております。小学校では、全体的に長

期在籍者は減少しております。要因としては、高学年担任や主要な分掌を担

わなければならない者、それから特別支援学級担任で継続して児童に関わる

必要がある者を除いて、異動ができつつあるためです。 

この長期在籍者を解消するだけで学校がすぐに良くなるわけではありませ

んが、優良な人材をその学校に引きとめておく、または取り込むばかりでは、

市内の困難校に優秀な教員を投入できず、長い目で見た場合に学校の活性化

は望めないと我々は考えます。よって、校長の人事に関する具申については、

尊重しつつ丁寧な説得を行っていきます。 

また、小中学校合わせて、毎年５０名前後の新規採用教諭を迎えています。

次世代を担う教職員の養成も肝要であると考えています。 
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１３ページ以降は、幼稚園の教職員人事関連について掲載しています。年

齢別、経験別、年度別等の職員数のデータを挙げております。１５ページに

在園年数別人数を挙げております。この中の１０年から１４年の箇所に１人、

また５年から９年の箇所に４人おりますが、これは育児休業によるものです。

これを除くと、５年を超える者を異動とする宝塚市の異動方針にほぼ乗っ取

っており、順調に行えていると考えております。 

説明は以上です。 

森教育長   それでは、御質問、御意見等ございますか。 

川名委員   幼稚園への入園数が減り、クラスも減っています。これは来年以降も加速
していきそうですが、その先生方の異動はどうなるのですか。配置転換など

はないのですか。 

田邊課長   クラスの減については、全体の枠の中で調整を行っております。新規の採
用者数についても、それを見込んだ上での採用を行っています。 

上江洲理事  具体的には、クラスが減って正規担任が減る部分については、アルバイト
で補充しています。そのアルバイトの部分を正規職員に切り替えるという形

で調整します。 

上江洲理事  配置転換をして、ほかの用途の業種に就くことや、解雇されることはない
ですよね。 

田邊課長   ございません。身分はあくまでも幼稚園教諭であり、全体の中で調整をし
ながら配置をしていきます。 

和田部長   幼稚園の先生は辞められる方が毎年相当数おられますので、そういう部分
での調整も行い、配置転換をしなくてもやっていけます。 

望月委員   ３１年度の方針というのは、小学校も幼稚園も同じ方針を既に何年間か続
けておられるのですよね。 

田邊課長   多少の文言の整理は行いましたが、少なくとも６年間はほぼ変更していま
せん。 

篠部委員   指導をする立場の４０代の教員が少ないということですが、これはもとも
と入った時から少ないのか、３０代から４０代になるときに辞められる方が

多かったのかどうなのでしょうか。 

田邊課長   県の採用者数が少なかったためです。 

篠部委員   今後は増える予定ですか。 

田邊課長   大量退職になっておりますので、新規の採用者数は増えております。ただ、
今後は少しずつ減っていくかと思います。 

篠部委員   やはり、経験を積んだ方に長く続けてもらいたいので、離職される方が少
ない環境づくりをしていただけたらと思います。 

森教育長   ほかに御意見、御質問等ございますか。 

委員     （なし） 

森教育長   それでは、議案第３１号、平成３１年度（２０１９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３２号、平成３１年度（２０１９年

度）宝塚市公立幼稚園教職員異動方針の決定については、原案どおり可決と
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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、次の報告からは非公開

といたします。 

それでは、報告第５号専決処分した事件の承認を求めることについて（職

員の処分の内申について）、担当課より説明お願いします。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 

 

森教育長   ほか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、本日の予定の案件は以上ですが、ほかに報告していただくこと
はございませんか。 

西本室長   ございません。 

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３０分 ───────────── 

 

 


