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平成３０第３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２２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５０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 
特別支援教育担当   紀谷 貴美子 
教育支援課長     福本 德子 
中央公民館長     山下 冨司 
中央図書館長     田野 一哉 
西図書館長      西田 薫 
スポーツ振興課副課長 橋詰 正人 
学事課係長      山田 照生 
中央図書館係員    粟井 陽子 

 

８ 会議の書記 

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２号 平成３０年度宝塚市公立学校校長及び教頭人事異動の事前協議につい          て【 非公開案件 】   ○議題第３号 平成２９年度教育委員会所管一般会計補正予算（第６号）（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 「特別の教科 道徳」について 
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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３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、傍聴者はいかがでしょうか。 

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、井上委員です。  本日の付議案件は、議決事項が２件、議決事項以外の案件が１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２件、議決事項以外の案件が１件です。        議案第２号 平成３０年度宝塚市公立学校校長及び教頭人事異動の事前協
議について。        議案第３号 平成２９年度教育委員会所管一般会計補正予算（第６号）（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 「特別の教科 道徳」について。        よろしくご審議のほど、お願いいたします。        議案第２号は、人事に関する案件となりますので、非公開でご審議をいた
だきますようお願いいたします。また、議案第３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職員は退席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、初めに議案第３号をご審議い
ただいて、続いて、「特別の教科 道徳」についてご報告をさせていただき、
その後に非公開で議案第２号の順に進めてまいります。 

須貝教育長  それでは、議案第３号、平成２９年度教育委員会所管一般会計補正予算（第
６号）（案）の提出について意見を申し出ることについて、担当課よりお願い

します。 

柳田課長   議案第３号、平成２９年度教育委員会所管一般会計補正予算（第６号）（案）
の提出について意見を申し出ることについて、内容をご説明申し上げます。        本件は、平成２９年度一般会計補正予算（第６号）（案）のうち、教育委員
会関係予算に関して、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

の予算案をもって申し出るものです。        平成２９年度教育委員会所管一般会計補正予算（第６号）（案）につきまし
ては、歳入予算から２，０５６万６，０００円を減額し、総額を１７億６，

３３０万９，０００円といたします。また、歳出予算から１億５，４７６万

５，０００円を減額し、総額を４４億９，６１１万５，０００円といたしま

す。加えて、翌年度に繰り越して執行することができる経費として、中央図

書館管理運営事業において繰越明許費を設定いたします。        続きまして、今回の補正予算ですが、事業費が確定したもの、あるいは不
用額が見込めるもの等について整理をしたものとなっております。内容につ

きましては、資料１４ページから１６ページの一覧表のとおりですが、先ほ
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ど申しましたように、事業費の精査というものがほとんどになりますので、

個々の説明については割愛させていただきます。        今回の補正については以上ですが、平成２９年度の国の補正予算で学校施
設に係る交付金の増額がされました。それに対して、本市で進めている施設

整備事業が対象となるよう、国に要望をしておりました。２月２０日に、国

より事業が採択されたとの内示がされました。その事業費につきましては、

今回の補正予算に反映しておりませんので、改めて追加の補正の予算案を作

成して別途市議会に送付するという手続になります。追加の補正予算案です

が、市議会に提出の期日が、２月２７日を予定しており、事前に教育委員会

の会議にて予算案の議決をいただく時間がございませんので、こちらの交付

金に伴う事業の補正予算につきましては、教育長で専決処分をさせていただ

き、次回の会議において、その内容についてご報告させていただきたいと考

えております。ご了承のほど、よろしくお願いいたします。        なお、採択された事業につきましては、先ほど配布しました資料をご覧く
ださい。まず、小中学校ですが、校舎等の改修工事では小学校５校、中学校

２校です。トイレ改修工事では小学校７校、中学校２校、続いて空調の改修

工事では小学校２校、さらに長尾中学校の屋内運動場改築事業のうち、屋内

運動場の改築に係る部分と太陽光発電に係る部分です。こちらが交付金の対

象事業ということで、今回、採択を受けております。幼稚園につきましては、

園舎の老朽改修工事ということで２園が採択されている状況です。        こちらの事業費につきましては、先ほど申し上げたとおり、追加の補正予
算ということで、２９年度予算として予算措置を行い、執行については翌年

に繰り越して３０年度に事業を実施する予定です。        また、太字で記載している学校等につきましては、平成３０年度当初予算
で既に事業費を計上しております。こちらについては、今回の補正の分で執

行することになりますので、６月の補正で減額を行います。        また、一覧表で表記が間違っている箇所がございます。恐れ入りますが、
資料の１５ページについて、差替えをお願いします。失礼いたしました。        追加で上げる予定の予算について、説明は以上です。 

須貝教育長  それでは、何かご質問等ございましたら、お願いします。 

井上委員   ３９番のアルバイト賃金で、１，０９５万５，０００円の執行見込み減と
なっていますが、なぜ執行見込み減になるのですか。 

谷川次長   このアルバイト賃金は、学校教育課の特別支援に係る介助員の配置に関す
るものです。当初、介助員については、月２０日勤務していただく形で予算

を計上しておりましたが、月によっては２０日勤務されない日や、休日に図

工展や音楽会などの出勤も見込んで時間外等で予算を計上しておりましたが、

全ての方が参加されるわけではなく、１，０９５万５，０００円の減額とな

っております。 

井上委員   学校の意見を聞くと、介助員が欲しいという学校が非常に多いです。 

谷川次長   最終的に減額となっておりますが、当初計上している分については、予算
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の中で各学校に必要な人数を配置できるよう考えております。        この状況を受け、３学期に介助員の必要のある学校園については、１名ず
つ配置しております。 

井上委員   １名ずつでは、足らないのではないですか。１，０００万円は非常に大き
な金額ですので、減額するのであればそのままにしておいて、介助員を増や

し、要望のある学校に派遣されてはいかがですか。 

谷川次長   各学校からは、非常に多くの介助員の方の要望をいただいております。ど
こにでも配置できるという状況ではありませんので、学校教育課において子

どもの状況や学級の状況等を精査し、３学期特にここは必要であるという学

校だけに絞って配置させていただきました。一部の学校のみ配置するとなる

と、配置できなかった学校からの不満も非常に大きくなりますので、そのあ

たりは精査して配置させていただきました。 

井上委員   ぜひ全介助の必要な児童生徒がおられる学校は、介助員を手厚く配置して
ほしいと思います。 

谷川次長   全介助が必要な学校には、まず一番に配置することと、着替えなどが必要
な児童生徒がいる学校に配置するという形で基準を設け、それから危険回避

が必要だというところも考えながら配置をしております。 

須貝教育長  ほか、何かご質問等ございますか。        説明のあった交付金絡みの専決処分も含めて、よろしいでしょうか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、議案第３号、平成２９年度教育委員会所管一般会計補正予算（第
６号）（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 】 

須貝教育長  続きまして、報告事項、「特別の教科 道徳」について、担当課より説明を
お願いします。 

藤山課長   それでは、報告事項「特別の教科 道徳」について、ご説明いたします。        平成３０年度より小学校において全面実施される「特別の教科 道徳」に
ついて、年間指導計画（カリキュラム）及び評価についての方向性をご報告

いたします。        「特別の教科 道徳」の実施スケジュールについて、記載しております。
今年度、小学校道徳教科書が採択をされ、来年度よりその教科書を使用して、

小学校で実施されます。        年間カリキュラムにつきましては、既に平成２７年３月に一部学習指導要
領が改訂されたことを受けて、平成２８年度より全ての学校でそれに沿った

内容項目を盛り込んだカリキュラムを作成してきました。        カリキュラムにつきましては、学習指導要領に各学年段階の内容項目を全
て取り上げることとするとあるように、基本的には教科書の教材を年間指導

計画に位置づけ、全ての内容項目を取り上げて組んでまいります。 
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       さらに、地域の実情等を考慮し、多様な教材の活用に努めることとなって
おり、兵庫県では、兵庫県版道徳教育副読本について、教育活動全体で年間

６時間の活用が求められています。各学年の内容項目、低学年では１９、中

学年では２０、高学年では２２、例えば、小学校１年生・２年生、低学年で

は１９項目が取り上げる内容項目となっており、高学年・中学校では２２項

目を取り上げることになっております。その各項目について、それに合った

教科書教材を使用します。それに加えて、兵庫県版道徳教育副読本を６時間、

その他の道徳教材、昨年度まで使っておりました「私たちの道徳」や、人権

教育副読本「ほほえみ」や「友だち」、また地域教材など、各学校の実態に合

わせ精選し、活用した上でカリキュラムを作成してまいります。        続きまして、２ページ以降、評価について申し上げます。        道徳の評価につきましては、学習指導要領解説にもありますように、児童
生徒の側から見れば、みずからの成長を実感し、意欲の向上につなげていく

ものであり、教師側から見れば、教師が目標や計画、指導方法の改善、充実

に取り組むための資料となるものです。        まずは、評価を見通した授業づくり、実践が必要となってきます。        その次に、授業の中で児童一人一人の考えの高まりや深まりを図るための
材料をそろえる、ここが評価のポイントとなってきます。        そして、児童の感想や発言の記録などから一定期間を通した変容を捉える
授業をし、授業の中で子どもたちが高まり、学習成果等の集積をし、評価を

することになります。        道徳科の評価についての考え方について、指導要領には、個々の内容項目
ごとでなく、大きなまとまりを踏まえて評価をすること。また、他者との比

較ではなく、その児童がいかに成長したかを受けとめ励ます個人内評価とし

て行い、記述式で行うこと。学習活動において、一面的な見方から多面的、

比較的な見方に発展しているか、道徳的価値の理解を自分自身とのかかわり

の中で深めているかを重視することとされています。        評価の具体的な工夫としましては、（２）に書いてあるように、大きなまと
まり、個人内評価、多面的・多角的な見方ということからしても、学習の過

程や成果などの記録を組織的、計画的にファイルなどに集積をする。記録し

たファイルなどを活用していく。授業時間に発話される、発言される記録を

記述しておく。実演の過程を通じて、学習状況や成長の様子を把握しておく。

感想文を一年間書きためていく。それを年間３５時間のくくりのまとまりで

評価をしていくということになります。        以上のような、評価の工夫を行うために、あゆみ・通知表に加えて道徳ノ
ートやワークシート、また学習のあしあとなどの記録を集積していき、成長

や変容、特に顕著と見られる具体的な状況を把握し、学年として、また学校

として評価方法を明確にし、共通理解を図ることが重要となります。        道徳ノートを一例として挙げますと、道徳ノートの役割としては、ノート
を書くこと、言語化することにより、考え方を整理することができます。そ
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れは、自己評価能力の向上にもつながります。役割の二つ目は、振り返りや

児童の見取りの記録簿となります。授業の中での意識の変容や授業後の意識

の継続を見取ることができます。また、教師側の授業評価の資料ともなりま

す。そこに教師がコメントを書くことで、学習が補充され、また深化等がさ

れていきます。そこに再度、授業後の気づきや日常生活での実感を書きとめ

ることで、意識の継続化が図れます。他教科においてもノートづくりの重要

性はありますが、特に年間３５時間の道徳の授業ですので、意識の継続を図

るためにも道徳ノートの役割の必要性は高いと考えられます。        この道徳ノートに何を書かせるのかにつきましては、まず、各学校により
全学年で必ず書かせるものを何にするか、例えば日付であったり、年度当初

からの授業回数であったり、そのタイトルやテーマ、子どもが大切に思った

こと、振り返りや感想などを決め、発達段階に応じて、また学年ごとに工夫

するといった共通理解が必要であると考えます。        道徳ノートを単なる評価の道具とすることではなく、子どもたちの成長を
促す、道徳ノートの記述から授業の手だてが効果的であったかの振り返りを

行い、次の指導へとつなげていく必要があります。        それらを積み重ねることにより、授業後の意識の継続把握をすることがで
き、長い期間での見取りが可能となると考えます。        道徳ノートのほかにも、学習のあしあとや道徳ファイル、ワークシート、
子ども同士の総合評価と継続した評価が必要となってまいります。        授業づくり、授業評価をするために、３ページの中ほどにある授業評価の
ための観点を持ちながら授業を行うと、評価する上で子どもの見取りがしや

すいということで提示をしております。これらを実際の教材や内容項目の中

で使い分けながら、見取りを進めていければよいと考えています。        具体的には、指導要領の目標、道徳的判断力（理解）、これは、頭で考える
知識理解、そして納得ということです。今までと自分の考えが変わった、な

るほどと思うところがここに当たっています。        道徳的心情は、心で感じる、心が動く、心情的な高まりです。すごいな、
感動した、すてきだな、圧倒されたというのが道徳的心情です。        道徳的実践意欲・態度につきましては、行動する、やってみたいという力
が湧いてくる、自分でもこれはできそうだ、やってみたい、では一体何がで

きるのかというように分けております。        このような観点において、子どもたちに自己評価をさせるため、子ども自
身が評価者となる必要もあり、これらの観点を子どもと共有する必要もあり

ます。また、相互の学び合いや認め合いのための達成目標の指標となり、評

価しやすくなり、振り返りとともにさらなる目標も立てやすいと考えます。        小学校における指導要録は、平成３０年度より、その評価欄を追加した様
式変更を行います。ここに記述で要録をつくっていきます。        あゆみにつきましては、全面改訂を平成３２年度より予定しております。
移行期間である平成３０年度、３１年度につきましては、現行のあゆみの様
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式を使用します。ですので、この移行期間につきましては、各校別紙にて対

応することとなります。なお、評価につきましては、学年末といたします。        報告は以上です。 

須貝教育長  今、説明がありましたが、何かご質問等ございますか。 

井上委員   藤山課長から説明があったとおり、道徳教科については継続が必要です。
この記録ファイル等は、小学校から中学校まで引き継がれますよね。 

藤山課長   今のところ、中学校まで引き続くということは、想定しておりません。道
徳教科担当者会等で引き継ぎの必要があると考えましたら、また別途考えて

いきたいと思います。 

井上委員   これは成長の記録ですので、私は必要性があるかと思います。        また、この記録ファイルについては、個人情報がかなり入ってきますので、
保管はどのように徹底されるつもりでしょうか。 

藤山課長   個人情報の重要性については、他の学習ノートと同じと考えております。
現在のところ、その保管については、担任に任されている部分があります。

やはり気持ちなどといった部分が多く出ておりますので、配慮を要するとい

うことで校長にも伝えていきます。 

川名委員   道徳が教科になって、賛否も分かれた評価も始まります。記述式で評価を
していくということで、ここに少し例が挙がっておりますが、ガイドライン

のようなものを現場の先生に示しておられますか。また、小学校は担任が担

当しますが、中学校はどの教科の先生が受け持つのですか。 

藤山課長   まず、例示をしているかという件については、本日の教育委員会を受け、
明日の小学校校長会に同じ資料でお示しさせていただきます。ただし、評価

については、今年度の県の実践のまとめがまだ出ておりませんので、これか

らになります。それも含めて、来年度早々に担当者会等で文言の整理等も含

めてやっていく必要があると考えております。        道徳の授業については、中学校も担任が行います。 

川名委員   やはり評価がすごく難しいし、ポイントだと思いますが、記述式で評価を
して、例として「意欲的に登場人物の心情を想像し、自分の言葉で積極的に

発表する姿が見られました」とありますが、何を言っているのか、具体的に

はさっぱりわかりません。また、この記述式の評価については、先生もたい

へんご苦労されるのかと思います。ですので、研修という言葉がふさわしい

のか、研究がふさわしいのかわかりませんが、既に先生方が集まって、どう

しようこうしようと話し合ったことはありますか。 

藤山課長   現時点で、市内統一した形で、文言等の研修はできておりません。 

川名委員   評価はやはり頭が痛いと思います。その人の心の成長ぶりを、数学・算数
であれば、こんな問題が解けるようになったとかわかりやすいですが、心と

か考え方の成長を評価するというのは本当に難しいと思います。その一つ一

つの文言というより、どうやっていこうかみたいな、実際にその現場で評価

をする方々の話し合いとか研究会みたいなものは持たれていますか。 

藤山課長   既に各学校で講師を呼び、研究、評価、また授業づくりという面でも、道
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徳の研究をしております。また、道徳の推進教員が各校おりますので、県の

研修を受けまして各学校にそれを伝えているという状況であります。        やはり評価というのは、あゆみ・通知表だけでは無理があります。懇談等
でためていった道徳ノート、またそのとき使ったワークシートなど、当然な

がらその中のコメントを教員は書きますので、その子がどのような見方をし

たか、例えば一面的な見方をしていたのが違う子の意見を聞いて側面的な見

方から自分はこう思ったなど、少しずつ評価して返していくやりとりを集積

していかないと、道徳の評価は難しいかと考えています。 

それを、あゆみだけで評価するのは難しいので、懇談会等で時間があれば

お示しをして、その子がどう変わったか、変容していったかというところを

一部お伝えできれば、評価の方法の一つになるのではないかと考えます。 

須貝教育長  道徳は様々な教材を通してどう感じたか、感じ方の表現も成長の一つだと
思いますが、そのあたりは懇談等で提示していくことが一番大事かと思いま

す。ただ、この枠では詳細に書き上げるのは難しいですね。それを各担任が、

うまく表現してわかりやすく伝えていくのは難しいので、校長会等での説明、

または研修の中で例示をできるだけ示して、その例示に当てはまるように持

っていくと書きやすいと思います。そのような例示は出すのですか。 

藤山課長   道徳の教科に対してどのような方向性で進めていくかについて、各学校で
教科書は使うものの、各学校の特質もあり、それも踏まえて決めていくと思

います。まずは各学校で、道徳ノートのつくり方や評価の仕方というのをき

ちんと精査をしていただき、やはりこういう文言が必要であるというところ

についての研修を重ねていく。また市内で担当者が集まった中で、必要な文

言については集積していくことが必要かと考えております。 

森委員    明日の校長会でこのことをお伝えするとありましたが、その後はどのよう
に職員に周知されるのか、３月いっぱいまでの予定を教えてもらえますか。 

藤山課長   明日に小学校長会があります。そこで、「特別の教科 道徳」についての考
え方をお伝えいたします。当然ながらカリキュラムの作成については、新し

い教科書等が届いてからですが、カリキュラム案を同時にお配りします。そ

れを各学校にお配りして、各学校で全教職員にこういう形で進めていくとい

うことを、職員会議等で周知をしていただくところまでお伝えします。        ４月以降については、まだ詳細には決まっておりません。 

森委員    ３０年度から始まりますので、この３月までに職員会議を開いて、各学校
で職員に周知することを事務局からおろしていただきたいということと、４

月になった際に再度、その続きをお願いします。        次に、評価についてです。大きなまとまりを踏まえた評価にするため、１
年に一回、資料を蓄積していかないといけない、ここが基本だと思います。

いかに成長したかということを積極的に受けとめて、子どもたちが勇気づけ

られるような肯定的な評価をしていくというところも付け加えてお話をして

いただけたらと思います。事例の中でもそういうのが入っていますが、そこ

が一番大事かと思います。やはり児童生徒と教師との人間的な関係の中で、
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特に道徳の授業というのは培っていくものですから、その辺の授業づくりも

大切にしていく必要があるということに尽きるのではと思います。 

須貝教育長  道徳の時間を学校の教育活動全てにおいて、こう進めていく、身につけて
いくという目標を、道徳的な判断力や心情、それから実践意欲・態度、この

ような観点を外さずに、普段から授業の中で子どもを見ていく・育てていく

必要があります。 

藤山課長   ３月中にカリキュラム、または４月にも全体計画等も含めまして、それに
ついては必ず学校にお伝えいたします。        肯定的評価ですが、指導要領の中にいかに成長したかを受けとめて、認め
て励ますとありますので、やはり外せないかと思います。        それと評価ですが、やはり授業あっての評価です。評価ありきになってし
まうと、そこばかりに目がいってしまいます。やはり授業づくりについては、

子どもに返しながら、またそれを自分の授業に生かしていくというところを

強調して、学校長のもとで各学校において検討いただくということが大切か

と思っております。 

須貝教育長  どの学校も道徳の授業の準備を、非常に丁寧にやってきております。副教
材６時間というような縛りもありますが、年間の指導計画のチェックをしっ

かりしていただいて、満遍なく、観点を捉えていくことをお願いします。        ほかに何かご質問等ございますか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、次に行かせていただきます。        続きまして、先ほど事務局からありましたように、次の議題は非公開案件
といたします。事務局と説明員以外退出ということでお願いします。 

【事務局と説明員以外退出】 

須貝教育長  それでは、議案第２号、平成３０年度宝塚市公立学校校長及び教頭人事異
動の事前協議について、職員課よりお願いします。 

 

【 非公開案件の審議あり 】 

 

須貝教育長  それでは、ほかに何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２号、平成３０年度宝塚市公立学校校長及び教頭人事異
動の事前協議について、原案どおり可決といたします。        それでは、退出されていた方は、入室してください。 

【職員入室】 

須貝教育長  本日予定している案件は以上ですが、ほかに報告することはありますか。 

西本室長   ございません。 

須貝教育長  それでは、本日の教育委員会の会議を閉会といたします。        どうもありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時５０分 ───────────── 


