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平成３１年第５回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 

 

１ 開催日   平成３１年３月７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３７分 

５ 出席した委員の氏名   森 恵実子教育長、川名 紀美委員、篠部 信一郎委員、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 
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 

施設課長       上治 秀臣 
学校教育課長     藤山 昌生 
青少年センター    伊藤 章 
教育支援課長     福本 德子 
教育研究課副課長   筒井 啓介 
施設課係長      平田 泰三 
教育研究課係長    小林 秀昭  

 

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 

〇議案第７号 平成３０年度教育委員会所管一般会計補正予算（第７号）（案）の提出につ
いて追加で意見を申し出ることについて 

 

１０ その他 

〇報告事項 平成３０年度実施 宝塚市学習理解度調査の結果について 

〇報告事項 平成３１年度版「ＴＡＫＡＲＡっ子 スタディ・ナビ」及び「パワーアップ・

ナビ ～実践編～」の配布について 

〇報告事項 児童生徒の健全育成に向けた教育委員会及び学校と警察との相互連携につい
て 
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                           会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３０分 ───────────── 

森教育長   平成３１年第５回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催いたします。  傍聴希望の方はいらっしゃいますか。 

西本室長   どなたもおられません。 

森教育長   本日の署名委員は篠部委員です。よろしくお願いします。  本日の付議案件は、議決事項以外の案件が３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、議決事項以外の案件が３件です。 

報告事項、平成３０年度実施 宝塚市学習理解度調査の結果について 

報告事項、平成３１年度版「ＴＡＫＡＲＡっ子 スタディ・ナビ」及び「パ

ワーアップ・ナビ ～実践編～」の配布について 

報告事項、児童生徒の健全育成に向けた教育委員会及び学校と警察との相

互連携について 

学習理解度調査の結果報告については、資料中に各学校の調査結果を含み

ますので、非公開での報告とさせていただきます。また、本日追加の案件と

して、議決事項が１件ございます。 

議案第７号、平成３０年度教育委員会所管一般会計補正予算（第７号）（案）

の提出について追加で意見を申し出ることについて 

なお、進行の都合上、最初に議案第７号を御審議いただき、警察との相互

連携について御報告し、次にスタディ・ナビの報告、最後に非公開で学習理

解度調査の報告を行います。議案第７号の審議が終わりましたら、控えてい

る担当は退出させていただきます。 

それでは、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

森教育長   それでは、議案第７号、平成３０年度教育委員会所管一般会計補正予算（第
７号）（案）の提出について追加で意見を申し出ることについて、担当課よ

り説明をお願いいたします。 

柳田課長   議案第７号、平成３０年度教育委員会所管一般会計補正予算（第７号）（案）
の提出について追加で意見を申し出ることについて、内容を御説明申し上げ

ます。 

本件は、平成３０年度一般会計補正予算（第７号）（案）のうち、教育委員

会関係予算に関しまして、平成３１年３月市議会（定例会）に議案を提出す

るにあたり、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。 

なお、平成３１年３月市議会（定例会）に提出する補正予算案につきまし

ては、すでに平成３１年教育委員会議案第３号及び第５号において、市長へ

意見を申し出ることについて議決済みですが、今回、国２次補正予算による

交付金の採択がなされたことを受け、追加での予算措置が必要となったため、

新たな補正予算案として、別途、市長に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補正予算（第７号）（案）につきまし
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ては、歳入予算に２８１，８８８千円を増額し、総額を３，４２７，５２５

千円といたします。また、歳出予算に２８２，３０１千円を増額し、総額を

６，２７２，９８６千円といたします。 

６ページをご覧ください。 

今回、国の交付金の採択を受けました事業費を挙げています。対象校は、

小学校が西山小学校と安倉北小学校の老朽改修工事、中学校が、長尾中学校

の屋内運動場の改築事業、幼稚園が安倉幼稚園、丸橋幼稚園の老朽改修の事

業です。事業費については、４ページをご覧ください。第２表の繰越明許費

補正として、３１年度に執行ができるように予算措置をしています。 

説明は以上です。 

森教育長   何か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７号、平成３０年度教育委員会所管一般会計補正予算（第
７号）（案）の提出について追加で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。 

続きまして、報告事項、児童生徒の健全育成に向けた教育委員会及び学校

と警察との相互連携について、担当課より説明をお願いします。 

伊藤所長   児童生徒の健全育成に向けた教育委員会及び学校と警察との相互連携につ
いて、御説明いたします。 

今回報告させていただくのは、従来から実施していた教育委員会及び学校

と警察との連携を、これまで以上に協力体制を強化することで、児童生徒の

健全育成や犯罪被害、非行の未然防止を図ることを目的とするものです。具

体的には、教育委員会及び学校と警察との間で、連携協定を結び、平成３１

年４月より施行する予定です。協定案を添付していますので、御確認くださ

い。また、各協定の読み取り方、対応の仕方について、運用ガイドラインに

記載しています。また、本年４月に配布する保護者向けの資料を載せていま

す。警察との連携強化は、全国的な流れです。平成２７年２月に神奈川県川

崎市で発生した、中学１年生男子生徒の殺人事件を受けて、同年３月に文部

科学省より、教育委員会と警察本部が相互に児童生徒の個人情報を提供する

制度を構築するよう積極的に取り組むことという通知が示され、各自治体の

教育委員会と県警において制度締結の動きが進められています。 

最後のページをご覧ください。 

兵庫県においては、警察から学校への情報提供については、平成１６年か

ら実施されている学校通報制度により、一方向での連絡体制がありました。

上の図にあるように、警察から教育委員会及び学校への連絡制度ですが、警

察から情報を保護者や本人に伝えたうえで、学校に対して行うこととなって

います。今回の協定は逆方向の、学校から警察への情報提供を行うことで、

下の図のように双方向の情報提供を行おうというものです。この場合も原則

として、保護者・本人への継続的な指導や支援の下での情報提供ですので、

保護者・本人へ確認を取ったうえで、警察への情報提供を行います。この双
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方向の情報提供は、兵庫県では平成２８年より、兵庫県教育委員会と県警察

本部とが連携制度を結んでいますので、主に県立の高等学校と県内の警察本

部、警察署との連携はすでに実施されています。本市においても、青少年の

非行は年々減少傾向にありますが、ＳＮＳの普及などによる活動実態の変化

に伴い、広範囲での非行や不良行為、児童ポルノ等の深刻な事案が発生して

おり、学校だけでの支援や指導だけでなく、警察が有する専門的知識が子ど

もたちの成り立ちのための支援や指導に効果があると教育長及び校長が判

断した場合、犯罪被害や不良行為の未然防止を目的として、教育委員会及び

学校から警察への情報提供を行います。 

ガイドラインの３ページをご覧ください。 

一番下の情報提供の要件ですが、教育委員会及び学校が警察へ情報提供を

行う要件が２つあります。協定書に規定した情報提供事案に該当すること。

学校での指導・支援等の取組の中で判明した状況等から、警察の有する専門

的知識が立ち直りの為の支援や指導に効果があると教育長及び校長が判断

した場合です。学校から警察への情報提供の判断は、事案に応じた対応が求

められるため、教育委員会事務局の青少年センターと協議することとします。

第６条に、教育委員会及び学校から警察へ情報提供をする事案を掲載してい

ます。①犯罪若しくは触法事案またはその恐れのある事案、法律に反する行

為をした場合。想定としては、暴力事案・器物損壊・窃盗等の犯罪行為を挙

げています。②犯罪又は触法事案の恐れがある場合（虞犯性がある場合）。

想定としては、大麻・覚せい剤・危険ドラッグ・向精神薬などの薬物乱用の

疑いがある。保護者の正当な監督に屈しない、正当な理由なき家庭に寄りつ

かない。将来罪を犯し又は刑罰法令に触れる行為を行う恐れがある。このよ

うな形でガイドラインに掲載しています。 

今回、双方向の情報提供が可能になることで、事件化する前段階で警察の

専門的指導を受けることができるようになります。これまでも行われている

学校と警察との連携に裏付けができることから、学校の先生を守ることにも

繋がります。 

この運用を行うにあたり、本人以外から検挙・保護等のセンシティブ情報

の収集や個人情報の外部への提供を行うため、平成３１年２月１３日に行わ

れた宝塚市個人情報保護情報公開審議会において、宝塚市教育委員会諮問第

１号により審議をいただき、答申をいただいています。答申では、教育委員

会及び学校と警察との相互連携に関する協定書による、検挙・保護等のセン

シティブ情報の収集および個人情報の外部提供については妥当なものであ

ると認めます。なお、本協定において、個人情報を取り扱う場合、個人の権

利・利益を不当に侵害することのないよう、適切かつ慎重な取り扱いに十分

留意するとともに、教育委員会及び学校から警察へ個人情報を提供する事案

については、各学校においてその認識に相違が生じないよう、関係者へ説明

を行うとともに、運用基準で事案の具体例を示すなど、統一の取扱となるよ

う徹底してくださいということでした。そのうえで、３つご指摘がございま
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した。一つ目、適切かつ慎重な取扱に十分留意すること。これについては、

各学校で学校長が書庫か金庫に保管して、連絡者も学校長が限定的に指定す

るよう考えています。二つ目、各学校において認識に相違が生じないように

ということです。これについては、各学校長にあらかじめ説明をしています。

今後、定例の校園長会においても、説明いたします。同時に、これから連携

していく際に、教育委員会が間に入り確認のうえ、警察への連絡をしていき

ます。三つ目、運用基準での事案の具体例を示すということです。これにつ

いては、ガイドラインに細かな想定や具体例を載せており、各学校に周知を

行います。 

現在までに、神戸市・姫路市・伊丹市が協定を締結済みです。西宮市・芦

屋市・三田市が、今春より実施予定です。 

対象校は、宝塚市立小学校２４校、中学校１２校、特別支援学校１校です。 

協定書には、教育長と県警本部生活安全部長の署名をいただきます。連絡

責任者は学校長、教育長、警察署長です。連絡を実際に行う連絡担当者は、

学校は教頭、生活指導担当教員、教育委員会は指導主事、警察は生活安全課

長若しくは少年係長、あとは連絡責任者が指定した者とします。 

先ほど申した通り、学校から警察への連絡には、あらかじめ市教委と協議

を行います。連絡方法は、面談か電話による口頭に限定しており、書面・文

書による連絡は行いません。あくまでも指導の中での情報提供であり、保護

者、本人へ連絡をしたうえで、警察と連携をとることにします。これまでも

あった、警察から情報提供の照会については、今回の件とは別のものとなっ

ています。平成３１年４月１日からの施行を目指しています。 

説明は以上です。 

森教育長   警察への情報提供の際は、電話か面談に限り書面では残さない。警察から
の情報提供の場合は、書面での連絡はあるのですか。 

伊藤所長   双方向共に、電話か面談のみで、書面でのやり取りは行いません。 

森教育長   ほかに何か御質問等ございますか。 

木野委員   説明と資料で中身は理解いたしました。今回報告事項として、４月より行
いますということで、何がどうなったので何を報告するのか、経過を承知し

ていないので、教えていただけますか。 

伊藤所長   内容としては、協定書を締結するという報告です。協定書の細かな内容は、
ガイドラインで説明しています。２年前から取り組んでいた案件ですが、こ

の度、宝塚市個人情報保護情報公開審議会から答申をいただきましたので、

今回報告させていただきました。 

木野委員   答申があったということと、この協定書をもって締結することに決まった
という報告でよろしいですか。 

伊藤所長   この協定書で締結を考えていますが、ここで御意見があった場合、まだ検
討の余地があるということで、修正を行います。 

川名委員   どのような時に情報提供をするかの記載がありますが、法に違反した時は
わかるのですが、犯罪の恐れがある場合、正当な理由なく家庭に近づかない
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などは、解釈に余地が残るように思います。校長によって、判断が変わるこ

とはないのですか。 

木野委員   少年法の特徴で、成人の場合は犯罪をすると処罰するとありますが、少年
法は法の趣旨が違い、このような虞がある子を見守るという位置づけなので、

やむを得ないのではないかと思います。 

川名委員   やむを得ないということですが、学校現場は迷うのではないのですか。 

森教育長   過去にあった事例などはありますか。 

伊藤所長   今年度ではないですが、大麻・薬物が生徒の部屋から出てきて、保護者か
ら学校に相談があり、教育委員会が保護者と連絡を取り、保護者とともに警

察に相談に行くということがありました。生徒については、家庭の生活も乱

れており、ここでいう正当な監督に屈しないという点に当たると考えます。

虐待事案についても、協定では想定しています。虐待事案については、宝塚

市では家庭児童相談室にまず相談するという形で、家庭児童相談室から子ど

も家庭センターに連絡があり、そこから警察に連絡という形です。 

川名委員   親と子を比べると、親の方が持っている権限が強いです。親は自分の行っ
ていることを正当なことと思いがちなので、親の正当な監督に屈しないとい

うような漠然とした形であると、現場の校長が迷ったりしませんか。 

伊藤所長   学校から警察への連絡の場合も、教育委員会と協議を行いますので、学校
間の相違が無いようにいたします。 

森教育長   判断は学校だけでなく、学校と教育委員会の総意の下で行っていくという
のは、どのような場合でも行うのですね。 

伊藤所長   どのような場合でも、教育委員会と協議を行います。 

川名委員   それで、各学校ともに平準化するということですね。 

篠部委員   すでに協定書を結んでいる姫路市などとも同じような内容かと思いますが、
協定書を結んでどうだったかということも調べておくと良いと思います。 

伊藤所長   協定書が警察からの提案でして、県下ほぼ同じ様式となっています。宝塚
市としては、学校と警察との連携協定が一般的でしたが、その中に教育委員

会を追加や、保存の方法を独自で検討させていただきました。各市の状況で

すが、加古川市が平成３０年度で１件、平成２９年度に伊丹市が７件、姫路

市が０件でした。 

森教育長   保護者へは、４月になったら通知するということですか。 

伊藤所長   １学期の始業式に保護者に通知いたします。 

森教育長   ほかに御質問等ございませんか。 

委員     （なし） 

森教育長   続きまして、報告事項 平成３１年度版「ＴＡＫＡＲＡっ子 スタディ・ナ

ビ」及び「パワーアップ・ナビ ～実践編～」の配布について、報告をお願

いします。 

筒井副課長  本年度の全国学力・学習状況調査の本市の結果報告をもとに、本市の家庭
学習の手引き、ＴＡＫＡＲＡっ子 スタディ・ナビ及び教職員向け授業力向

上の手引き、パワーアップ・ナビを作成しましたので、御報告します。 
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まず、ＴＡＫＡＲＡっ子 スタディ・ナビについて、御説明いたします。こ

れは、今年度の学力調査の分析において、家庭学習の大切さに注目し、家庭

と学校が連携して、子どもたちの学力向上や読書週間の定着、自尊感情の育

成を図ることを目指して作成しました。家庭学習の大切さを広く示すために、

家庭学習のポイント、基本的な学習内容、発展的な学習内容やおすすめの図

書や情報機器の使い方の注意点を掲載しています。また、自尊感情を高める

取組として、ほめ・こと・バというコラムを掲載し、子どもたちを褒めるこ

とで、自尊感情を高めるための取組を行いました。内容に関して見直しを行

っており、平成２９年度からは４月の新学期のスタートに合わせて配布する

ため、発行時期を見直し、前年度中に作成することにしたり、今年度に発行

したものは、新学習指導要領に基づいた学習内容を付け加えています。今回

作成したものは、来年度４月に配布するもので、発展的な学習を進めるこん

な学習にもチャレンジしようという項目の中に体験的な学習・教育に使える

サイトを付け加えています。また、ほめ・こと・バの中に、幼稚園で実施し

ているほめほめデーの紹介も加えています。 

続いて、パワーアップ・ナビ実践編について、御説明いたします。これは、

過去数年間にわたり分析してきた本市の課題、効果的な取組を行った学校へ

の聞き取り等を踏まえて、パワーアップ・ナビの内容をより具体的かつ発展

的に記載したものです。４月の新年度に合わせて、教職員に配布し、新学習

指導要領の中心とも言える主体的・対話的で深い学びに繋がる授業の実践を

行うためのポイント、主体的な授業展開例、また家庭学習において子どもた

ちに目標をもって取り組む気持ちを高めるワークシート等を掲載し、若い先

生からベテランの先生まで、日々の授業計画を作成する際や研究授業を進め

る際に、子どもや保護者と繋がりを強める際に活用できる内容となっていま

す。このスタディ・ナビとパワーアップ・ナビについて、作成に関して教育

委員会事務局指導主事と神戸大学大学院山下准教授による、学力調査分析チ

ームで行い、本市の子どもたちの学力向上と教職員の授業力向上を目指して、

今後も改訂を行います。 

森教育長   スタディ・ナビで昨年度と違った項目は、ほめほめデー以外の項目はどこ
になりますか。 

筒井副課長  新学習指導要領に関する内容に合わせた部分です。また、教育で使えるサ
イトや、体験的な学習に関することで、小学校３・４年生では、のびのびパ

スポートを使い子どもたちが無料で学習をできることを記載しました。 

木野委員   １・２年生が３０分、３・４年生６０分、６年生９０分が目安というのは、
全国的な平均時間の目標に足りているか。宝塚市は多めに設定しているのか

どうですか。 

筒井副課長  学校現場にいた指導主事の経験値というか、これぐらいは頑張ってほしい
という時間です。学校や塾の宿題もありますが、自分でテーマを決めて、自

分で学習する時間をこれぐらいしてほしいなと考えています。 

望月委員   テーマを自分で探すといいよとか、気になったことを調べてみてはどうか
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と言っても、本から本へと興味が繋がっていかないですね。 

筒井副課長  この冊子の中のキーワードで、何かご家庭で調べるようなことがあれば良
いと考えています。 

森教育長   パワーアップ・ナビについて、教職員に配布していますが、活用結果につ
いて教育研究課で把握していらっしゃいますか。 

筒井副課長  授業分析シートにおいて、授業の目標を明確にして授業を展開し、最後に
振り返り、目標が達成できたかと授業のストーリーがあります。実際に使用

するよう校長からの呼びかけや、指導主事が校内研修や初任者研修で説明を

して、啓発しています。また、授業力の向上を目指して、来年度以降に新た

な取組をしていく必要があると考えています。実際に、活用率がどれぐらい

かの具体的な数字は把握していませんが、引き続き啓発をしていきます。 

篠部委員   パワーアップ・ナビについては、参考文献とかでなく、現場で使うＨｏｗ   
ｔｏ本みたいなものかと思いますが、使いにくいと使わないので、現場の声

をどんどん取り上げていって、さらに良いものにしていってください。 

森教育長   ほかに御質問等ございませんか。 

委員     （なし） 

森教育長   先ほど事務局からありましたように、次の報告から非公開といたします。 

それでは、報告事項 平成３０年度実施 宝塚市学習理解度調査の結果に
ついて、担当課よりお願いします。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 

 

森教育長   ほかに御質問等ございませんか。 

委員     （なし） 

森教育長   本日の予定の案件は以上ですが、何かほかに御報告いただくことはござい
ますか。 

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３７分 ───────────── 

 

 


