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平成３０年第７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４月１２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３５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     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 教育企画課長     柳田 直記 

学校教育課長     藤山 昌生 
社会教育課長     水野 寧 
特別支援教育担当課長 今北 眞奈美 
人権教育担当副課長  平野 聖幸 

 

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   ○報告第２号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育委員会事
務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制定について）   ○報告第３号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育委員会事
務局等職務権限規程の一部を改正する規程の制定について）   ○報告第４号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市立宝塚自然の
家に係る休所中の利用に関する規則の一部を改正する規則について）   ○報告事項 宝塚市人権教育推進委員会からの答申の受領について   ○報告事項 平成３０年（2018年）２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７回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催いたします。  初めに、傍聴者はおられますか。 

西本室長   今のところ、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。よろしくお願いします。  本日の付議案件は、報告事項が３件、議決事項以外の案件が２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、報告事項が３件、議決事項以外の案件が２件です。        報告第２号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育
委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制定について） 

報告第３号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育 
委員会事務局等職務権限規程の一部を改正する規程の制定について） 

報告第４号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市立宝
塚自然の家に係る休所中の利用に関する規則の一部を改正する規則につい

て） 

報告事項 宝塚市人権教育推進委員会からの答申の受領について 

報告事項 平成３０年(２０１８)年２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いたします。        なお、いじめ事案の報告につきましては、個人に関する事項を含んでおり
ます。非公開での報告とさせていただきます。 

須貝教育長  それでは、報告第２号、専決処分した事件の承認を求めることについて（宝
塚市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制定について）、

担当課より説明をお願いします。 

柳田課長   報告第２号、専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育
委員会事務局事務分掌規則に一部を改正する規則の制定について）、御説明

いたします。  本件は、学校教育部で所掌する一部の事務について、所管する課の変更に
伴い、所要の文言の整理を行うため、規則を改正したものです。 

規則の改正は、本来であれば教育委員会の会議において、御審議いただく

べきものですが、市長事務部局における関係例規の改正状況を見る必要があ

り、市規則等の改正が例年、年度末に行われることから、前回の教育委員会

の会議から、施行日である４月１日までに教育委員会を開催することが困難

であったため、宝塚市教育委員会事務決裁規則第７条第１項に規定する「緊

急やむを得ないとき」に該当するとして、専決処分したものです。  改正の主な内容としては、青少年センターで所掌していたスクールソーシ
ャルワーカーに関する業務を学校教育課に移管するため、所掌する事務の改

正を行うほか、所要の文言の整理を行うものです。  以上、御報告いたしますとともに、御承認いただきますようお願いします。 
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須貝教育長  ありがとうございました。この件で、何かご質問等ございますか。 

川名委員   ＳＳＷですが、場所も確保できるのですか。 

藤山課長   現状、学校教育課のスペースが一杯になっており、先生方の机を全て確保
することはできませんが、所管が変わりましたので、事務や取りまとめの会

なども、学校教育課でやらせていただきます。 

川名委員   普段は、どこにいらっしゃるのですか。 

藤山課長   普段は、各学校におられます。 

川名委員   学校におられて、会議の際に集まってくるという形になるのですね。 

藤山課長   そのような形です。 

川名委員   では、日常的にお話ししたりするのは、難しいということですか。 

藤山課長   来ていただいて、お話をすることは多くなります。必ずどこか場所を確保
した上で、話をさせていただくという形になると思います。 

森委員    ＳＶの大塚さんは、今年度から学校付きではなく総括をすると、昨年度に
お聞きましたが、大塚さんの席も学校教育課にはないのですか。 

藤山課長   現在のところはありません。 

森委員    それで、学校で起こる様々なことについて、学校教育課とＳＳＷとの情報
交換というのは、できると考えておられますか。 

藤山課長   固定の座席は現在確保できておりませんが、協議を行う場所が二箇所ござ
いますので、そこで落ちついて話をすることになります。 

須貝教育長  常設はできませんが、随時対応という部分については支障はないかと思い
ます。 

藤山課長   本来は、座席を確保して常駐していただき、そこで私どもがアドバイスを
受けるということも大いにあります。４月１２日現在で、きちんとそういう

場所が確保できていないという状況ですので、そこは改善していくべきだと

考えています。        現在ＳＳＷの派遣については、これまで青少年センターに依頼をして、各
校に派遣をしていただいておりました。これからは学校教育課で受けること

になります。いじめの案件等は、学校教育課で集約しておりますので、現状

どういうことが市内の学校現場で起こっているのかということを、来ていた

だいたときに閲覧できるような形に致します。        例えば、いじめの報告については、いじめだけで一つのファイルに一覧で
まとめています。これを見ていただいた中で、大塚ＳＶからも、どこに関わ

っていかないといけないか、いじめた側なのか、いじめられた側なのかなど、

ケース会議ではなくて、普段の会話の中でしていけるような形をこれからと

っていきたいと考えています。 

須貝教育長  差し当たって、いつがスタートで、どういう会を持つのですか。 

藤山課長   最初の会は、明日の金曜日にＳＳＷの連絡会ということで、ＳＳＷの先生
方だけで９時１５分から行います。その後、学校教育課、教育支援課、青少

年センター、幼児教育センター、各部の次長、部長、そして係長が集まり、

生徒指導の連絡の調整会という形で、不登校や生徒指導や、各課でそれぞれ
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行っていたものの情報を集約して、ＳＳＷ、そして場合によっては家庭支援

室にも参加いただき、共有して、どのように進めていくか検討する第１回の

会を明日の午前中に行います。 

森委員    今の説明を聞くと、兼務の仕方については、青少年センターの所管の時と
変わらないのでは思います。私が聞きたいのは、今年度からＳＶの大塚さん

が各学校に行かず、まとめ役となった。そして大塚さんが、定期的に学校教

育課に来るという形をとる必要があると思います。そのあたりの回答が聞け

ていないのですが、それも今までと同じような内容の働き、勤務の仕方なの

か。大塚さんは、昨年度と違う勤務の仕方をお話されているのか、教えてい

ただけますでしょうか。 

藤山課長   勤務については、基本的に学校教育課に勤務いただくという形になると思
います。派遣依頼等あがれば、必要に応じてＳＶとして派遣をしていくとい

う形になります。具体的な部分については、明日の会も含めて確定をしてい

きたいと考えております。 

森委員    ですから、やはり大塚さんに任せるのではなくて、教育委員会側が定期的
に来ていただきたいという要望を強く出していただきたい。そこのところを

事務局は、どう考えているのかということをお聞きしたいです。 

藤山課長   事務局としては、定期的に来ていただきたいと考えております。 

森委員    そしたら具体的な勤務の仕方については、また後日返事をいただけるとい
うことですね。 

福本課長   第１金曜日あるいは第２金曜日の午前中は、必ず大塚さんが来られるとい
うことは決まっています。日にちも３月末まで決まっておりますので、月１

回は最低来ていただきます。 

川名委員   今、頻度のことを聞きたかったのですが、月に１回ということですね。 

福本課長   定期的に少なくとも、その日はしようという日は決めています。 

川名委員   なぜ、私たちが学校教育課に移ってほしいかというと、いじめは度々起こ
っていますし、背景がとても難しい事例が増えています。それを日常的に一

緒に解決をしてもらいたく、所管を移してほしいと思っています。公式の定

期的な会議だけではなく、いつも一緒にいることで、すぐに相談ができたり、

コミュニケーションが取れたり、早くから関わっていただけるよう、移して

もらいたいと思っています。だから実際にどこが事務を分掌するかというこ

とよりも、一緒にいることが大事と思っているので、公式な会議で「明日や

ります」とか「月に１回来ます」とかということではなく、もっと一緒に過

ごす機会を増やす形でないと、移しても、実態としてはあまり変わらないと

いうことになります。最初はいろいろと難しいかもしれませんが、やはり大

塚さんには、もう少し頻繁にコミュニケーションをとっていただけたほうが、

ＳＳＷの皆さんの力も活きるのではないかと思います。移して終わりでなく、

さらにもっといい形がないか検討していただければと思います。 

上江洲理事  私から大塚ＳＶに確認をさせていただきましたが、平成３０年度の勤務に
ついてはＳＶに復活されることになりました。その理由が大塚さんに他の仕
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事があり、どうしても時間的な制約があるため、宝塚については、ＳＶとし

ての関わりしかできないということでした。その代わり、大塚さんは去年も

ＳＳＷとＳＶを兼ねており、その分を新たに一人雇用して、６人のＳＳＷに

ＳＶの大塚さんが一人というような体制になりました。その際に、森委員や

川名委員がおっしゃったように、「ＳＳＷを束ねて、うまく迅速、適切な対

応ができるのか」という話もさせていただきました。実態としては、この６

人のＳＳＷが全て大塚さんの門下生のような方ですから、当然大塚さんが来

られない日でも、大塚さんと連絡を取り合い、「指示をしながら動かせます」

と大塚さんからお話もありました。        とりあえず平成３０年度においては、大塚さんは時間的な制約があり頻繁
には来られませんが、時間中でも外でも、６人のＳＳＷや学校教育課との連

携は取りますということでした。我々としたら、最良なのは大塚さんが常駐

であればいいのですが、大塚さんの事情もあるということで、そうさせてい

ただこうと思っています。 

川名委員   でも大塚さんが、仮にそんなにお忙しいとすれば、別の方や６人のうちの
どなたかにお願いするなど、ここにもう少しじっくり腰を据えてくださる方

を考えたほうがいいのかもしれません。とりあえずは、様子見ということで

すね。 

森委員    ６人のＳＳＷのまとめ役は大塚さんが行うことはわかりましたが、教育委
員会とＳＳＷとの窓口も、余り来られない大塚さんになるのですか。 

上江洲理事  何かあった際の指導等は大塚さんになりますが、日常の関係は６人のＳＳ
Ｗがそれぞれ担当します。担当の学校も決めて行います。 

森委員    育委員会の事務局との窓口というのも大塚さんになるわけですね。 

福本課長   それも大塚さんです。今までも、大塚さんはお忙しいですが、どんな時間
帯でも必要な時には、メールや電話ですぐ連絡ができる形です。明日に確認

はいたしますが、今年度の窓口は大塚さんでと考えております。 

森委員    忙しいからと大塚さんのペースではなく、やはり学校や事務局側のペース
で動いていただきたいということを強く要望していただきたいです。 

須貝教育長  その点は理解していただいたと思いますので、よろしくお願いします。ほ
かに、この件につきましていかがですか。よろしいですか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、報告第２号、専決処分した事件の承認を求めることについて（宝
塚市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制定について）

は、原案どおり承認いたします。        続きまして、報告第３号、専決処分した事件の承認を求めることについて
（宝塚市教育委員会事務局等職務権限規程の一部を改正する規定の制定に

ついて）、担当課より説明をお願いします。 

柳田課長   報告第３号 専決処分した事件の承認を求めることについて、御説明申し
上げます。 

本件は、市長事務部局における職務権限規程の改定を受け、訓令を改正し
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たものです。教育委員会訓令の改正は、本来であれば教育委員会の会議にお

いてご審議いただくべきものですが、市長事務部局における関係例規の改正

状況を見て改正を行う必要があり、例年市規則等の改定が年度末に行われる

ことから、教育委員会の会議を開催することが困難であったため、宝塚市教

育委員会事務決裁規則第７条第１項に規定する、「緊急やむを得ないとき」

に該当するとして、専決処分したものです。        改定の内容としては、市長事務部局における職務権限規程の内容にそろえ
るため、所要の文言の整理を行うものです。以上御報告申し上げますととも

に、御承認いただきますようお願いいたします。 

須貝教育長  この件について、何かございますか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、報告第３号、専決処分した事件の承認を求めることについて（宝
塚市教育委員会事務局等職務権限規程の一部を改正する規程の制定につい

て）、原案のとおり承認といたします。        続きまして、報告第４号、専決処分した事件の承認を求めることについて
（宝塚市立宝塚自然の家に係る休所中の利用に関する規則の一部を改正す

る規則について）、担当課より御説明お願いします。 

水野課長   報告第４号、専決処分した事件の承認を求めることについて、御説明申し
上げます。  本件は、平成３０年度予算案が平成３０年度第１回、宝塚市議会において
議決されたことから、宝塚市立宝塚自然の家に係る休所中の利用に関する規

則の一部を改正するものです。        内容については、第５条第１項において、平成２９年度の暫定利用ができ
る日を指定しておりましたものを、今後、教育委員会が柔軟に指定できるよ

うに改めるものです。 

専決処分を行った理由として、宝塚自然の家について、平成３０年度は４

月１日から暫定利用を開始するため、同日までに規則改正を行い、施行する

必要がございました。本来ならば規則の改正は、教育委員会の会議でご審議

いただくべきものですが、当該事業については、予算措置が必要な事業であ

ったため、３月２７日の市議会定例会での予算案の可決・成立を待って、規

則改正の手続を行う必要がございました。施行日である４月１日までに、教

育委員会の会議を開催することが困難であったことから、宝塚市教育委員会

事務決裁規則第７条第１項に規定する「緊急やむを得ないとき」に該当する

ものとして、専決処分を行ったものです。        宝塚自然の家につきましては、昨年度は７月１５日から１１月２６日の土
日祝日を暫定の利用という形で定めておりました。今年度は、４月１日から

９月３０日までの日曜、祝日と、また教育委員会が必要と認めるときは暫定

利用ができるように改正をしております。 

なお随時利用につきましては、昨年度同様、日曜、祝日に限らず可能とな

っております。以上、御報告いたしますとともに御承認いただきますよう、
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よろしくお願いいたします。 

須貝教育長  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、報告第４号、専決処分した事件の承認を求めることについて（宝
塚市立宝塚自然の家に係る休所中の利用に関する規則の一部を改正する規

則について）、原案どおり承認といたします。        続きまして、報告事項、宝塚市人権教育推進委員会からの答申の受領につ
いて、担当課より御説明よろしくお願いいたします。 

平野副課長  宝塚市人権教育推進委員会からの答申の受領について、御説明させていた
だきます。        まず諮問内容の一つ目、「保育所・幼稚園・小中特別支援学校を人権の柱
とした人権・同和教育の充実と発展について」について、大きく三つの内容

に分けて、答申をいただきました。        一つ目は、人権教育ブロック別実践研究会についてです。実践目標や分科
会のテーマについて、公開授業の参加の仕方やふり返りについて、また夏季

休業中の全体研修のあり方などについてご指摘を受けました。 

二つ目は、保・幼・小・中・特別支援学校の連携についてです。特に保・

幼・小・中連携プロジェクト委員会においては、会合等で確認しあう内容に

ついて、また実践目標の設定の仕方、ブロック内の教職員の相互理解と連携

の必要性などのご指摘をいただきました。特別支援関係では、支援が必要な

子どものデータの申し送り、養護学校のセンター化、高等部制度の自主イン

ターンシップなどの受け入れ等による進路指導や職業指導の充実を図る内

容のご指摘をいただきました。 

そして三つ目ですが、その他、人権・同和教育の推進についてです。各学

校での部落問題研修のあり方、人権教育参観と保護者に対する人権同和教育

への啓発、学力保障、進路保障、新任及び臨時採用の教職員に対する同和人

権研修、人権文化センターの活用などのご指摘をいただきました。        いじめ防止については、教職員が子どもたちに向き合えるための条件整理、
教職員の人権感覚、差別を見抜き正しく判断する力を身につけさせることの

重要性、地域ぐるみの人権意識の向上などについてご指摘をいただきました。        まとめとして、同和対策事業が終了してから、人権同和教育に対する意識
や熱が冷めてきており、部落差別の解消の推進に関する法律の施行をきっか

けに部落差別撤廃に向けて、しっかりと取り組みを進めていくということ。

また、個に応じた指導を実現させる人的支援を核とした教育環境整理と部落

問題に関する教職員の学び直しの場の設定を緊急の施策として、強く要望す

ると締めくくられております。        次いで二つ目の諮問内容。今後の宝塚市の人権教育と啓発を担う人材の育
成についてです。これも大きく分けて、三つの内容に分けて答申をいただき

ました。 

一つ目は、「じんけん講座Ⅰ・Ⅱ、じんけんワークショップ講座」につい
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てです。ＰＴＡの呼びかけの継続、また連続して講座に参加できる工夫、昨

今の人権課題を取り上げ、体感できる内容に、時期、時間帯を考えるなどの

ご指摘をいただきました。 

二つ目は、研修のあり方、参画システムの構築についてです。参加促進の

ための各種媒体の活用、参加者アンケートをもとに次の課題を検討、教職員

へのさらなる研修、インターネットを悪用した人権侵害についての対策、各

種などのご指摘をいただいております。 

三つ目は、その他の人材育成と啓発についてです。どの分野の人材を育成

したいのかを明確にして、講座内容を考える。民間やＮＰＯなどで人権啓発

を担ってきた経験者の協力を得る。市全体では、多くの講演会や学習会が開

催されているので、人材バンクを作成するなどのご指摘をいただいておりま

す。また、人権に関する文献や資料等の情報ネットワーク化を検討という、

ご意見もいただいております。        まとめとしては、人権意識を高めるのは、人権教育啓発の継続した取り組
みが不可欠であり、人権講座等を通じて、人と人とのつながりから人権の輪

を広げていく取り組みを、一時たりともとめてはいけないと締めくくられて

おります。        今後、既存の取り組みの中でできることは、すぐに取り組んでまいります。
例えばブロック研の担当者会で、この答申で示されていることを各ブロック

の担当者と確認をして、目標・テーマ・事業のふり返りなど、今年度の取り

組みにいかしていきたいと思っております。        また、人権講座、ワークショップ講座においてもＰＴＡを含めて、広く参
加を呼びかけ、連続して参加していただけるよう講座の内容や時期、時間を

考えていきます。そして特に今年度は、人権教育ブロック別実践研修会の夏

季研修会で全ブロックに部落差別の研修をしてもらうよう働きかけをいた

しました。ブロック圏で行うことで幼・小・中・特別支援の教師が一同に研

修ができる機会になりますし、全職員での研修を行うことができます。また、

研修会の場所として、人権文化センターで行えればと考えております。新任

や転任者だけでなく、全教職員の部落問題の学びの場として行い、また人権

講座やワークショップ講座への積極的な参加につながればと考えておりま

す。        続きまして、先生と市民のための人権教育啓発パンフレット、水色のパン
フレットについてです。今年度、人権同和教育に関するページを４ページ増

やしております。特に解放学級を知らない若い先生方のために、宝塚市の解

放学級の歩みを載せております。また、教材として使えるように、人権教育

に役立つ絵本のリストを載せました。そして今年度は、市内全職員に配布し

ており、今後の人権同和教育に活用していければと考えております。以上で

す。 

須貝教育長  先日に答申をいただきました。２年間にわたり、様々な見直しをしていた
だいて、実際に先生方が使える冊子です。この冊子は、学校を通じて、全職
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員に配られたということですよね。 

平野副課長  昨年度までは、新任の先生、転任の先生だけにお配りしておりましたが、
内容を刷新いたしまして、今年度は全職員に配布しております。 

須貝教育長  教職員の人権意識に対する感覚の希薄さが、子どもへの対応にも出ている
という実態もあり、これを使って高めていけたらと思います。また、市民へ

の啓発についてもどんどん広げていかなければ、担い手も少なくなってきて

います。この報告について、何かご意見等ございますか。 

森委員    このパンフレットは、私も以前によく使わせていただきました。内容につ
いては、先生がマイブックにしたらいいというぐらい具体的に、またしかも

宝塚がずっと実践してきたことを土台にしていますので、大変ためになりま

す。これを作成されるには、相当な労力がいると思います。本当にこれを作

成された委員の方々に感謝申し上げたいと思います。またそれを伝えていた

だきたいと思います。        一点いつも気になっていることは、この人権教育推進委員のなり手がいな
い、高齢化が目立っているということで、この辺の人材育成について、どの

ような考えをもたれているのですか。 

平野副課長  なかなかなり手が少ない点について、難しいところがございます。今なっ
ておられる方にいろいろ紹介していただくとか、あと大学の学識経験者とし

て活動されている方々からアドバイスをいただくなどしています。ただ宝塚

の教育をご存じであるとか、宝塚の教育について熱心に考えていただける方

という点で、なかなか難しいところがあります。そこで、今担当してくださ

っている方からご紹介いただく形で、話をしているところです。 

森委員    目途などはありますか。 

平野副課長  本日は、一名のお名前をお聞きしました。関西大学の教授ですが、ただ幾
つもかけ持ちをされており、それはふさわしくないという規定もあるようで

す。なので、今はその辺をクリアできる方を探しているところです。 

須貝教育長  ほかに、ご意見等ございませんか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、先ほど事務局からありましたように、次の報告は非公開といた
します。        それでは、報告事項、平成３０年（２０１８）年２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、よろしくお願いします。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 

 

須貝教育長  小学校、中学校の２月の報告はよろしいですか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  本日の予定の案件は以上ですが、ほかに何か御報告はありますか。 

西本室長   第５回の教育委員会において、専決処分予定案件について御説明をした学
校給食費の徴収に関しての訴えの件につきまして、事務局より説明をさせて
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いただきます。 

柳田課長   学校給食費の徴収に関しての訴えの提起に係る案件につきまして、御報告
いたします。        本件につきましては、学校給食課が行っている学校給食費の徴収事務にお
いて、法的措置を行った保護者から、これに対する異議の申し立てがあった

ことを受けて、訴えを提起するために３月中の専決処分を予定しておりまし

た。３月下旬に、担当課では訴えの提起の手続を進めるとともに、当該保護

者と接触を試みて続けておりました。その結果、保護者と連絡が取れ、３月

２７日付けで先方から、異議申し立ての取り下げがされました。それにより、

専決処分による訴えの提起を行わないことになりましたので御報告いたし

ます。 

なお、本件の保護者とは、今後分割でお支払いをいただくという約束がで

きていると聞いております。以上です。 

須貝教育長  ほかはよろしいですか。徴収金の件だけですね。 

柳田課長   はい。以上です。 

須貝教育長  それでは、本日の教育委員会の会議、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３５分 ───────────── 

 


