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平成２５年第１１回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 

 

１ 開催日   平成２５年６月１３日（木） 

２ 場 所      宝塚市役所  研修室 

３ 開会時間  午後１時３０分 

４ 閉会時間  午後２時０７分 

５ 出席した委員の氏名 

  小野 武委員長、井上 輝久委員、川名 紀美委員、種谷 有希子委員 

  及び井上 輝俊教育長 

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 

  管理部長        和田 和久 

  学校教育部長      安井 優顕 

   社会教育部長      井ノ上 彰 

  管理室長        酒井 喜久 

  学校教育室長      五十嵐 孝 

  教育支援室長      田川 隆司 

  学校教育課長      橘  俊一 

  社会教育課長      高井 緑 

中央公民館長      大前 仁司 

中央図書館副館長       森  丈実     

８ 会議の書記 

教育企画課副課長    橋詰 まゆ美 

  教育企画課係長     岩室 勝也 

  教育企画課事務職員    細井 妙子 

９ 議題 

○ 議案第２８号 宝塚市社会教育委員の解職について 

  ○ 議案第２９号 宝塚市社会教育委員の委嘱について 

  ○ 議案第３０号 宝塚市公民館運営審議会委員の解職について 

  ○ 議案第３１号 宝塚市公民館運営審議会委員の委嘱について 

  ○ 議案第３２号 宝塚市立図書館協議会委員の委嘱について 

 

10 その他 

  ○ （報告事項） 損害賠償の額の決定について【 非公開案件 】 
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 会議の概要 

 ─────────── 開会 午後 １時３０分 ───────────── 

小野委員長  平成２５年第１１回宝塚市教育委員会の会議を開催したいと思います。 

       本日の署名委員は井上委員でございます。 

       本日の予定案件は議案が５件、議決事項以外の案件が１件ございます。進

行について事務局からご意見をお願いいたします。 

酒井室長   本日は付議案件が５件、議決事項以外の案件は１件でございます。 

       付議案件の内容といたしましては、議案第２８号 宝塚市社会教育委員の

解職について、議案第２９号 宝塚市社会教育委員の委嘱について、議案第

３０号 宝塚市公民館運営審議会委員の解職について、議案第３１号 宝塚

市公民館運営審議会委員の委嘱について、議案第３２号 宝塚市立図書館協

議会委員の委嘱について、以上５件でございます。 

       また、議決事項以外の案件としましては、報告事項といたしまして、損害

賠償の額の決定について、以上１件でございます。 

審議の進め方でございますが、議案第２８号と第２９号、それと議案第 

３０号と議案第３１号はそれぞれ同一の審議会の解職と委嘱に関する案件で

ございますので、一括してご審議をお願いいたします。 

       また、損害賠償の額の決定についての報告につきましては、その内容に個

人情報を含みますので、非公開での審議をお願いいたします。 

       審議の順番としましては、議案第２８号から順番にお願いいたします。以

上でございます。 

小野委員長  ただいま、事務局から議案の進め方の意見がございましたけれども、その

とおりでよろしゅうございますか。 

委員    （異議なし） 

小野委員長  それでは、議案第２８号、第２９号を一括で審議したいと思います。２８

号は宝塚市社会教育委員の解職について、２９号は宝塚市社会教育委員の委

嘱についてでございます。 

       それでは事務局のほうから説明をお願いします。 

高井課長   議案第２８号 宝塚市社会教育委員の解職について、及び議案第２９号 

宝塚市社会教育委員の委嘱について、提案理由及び内容をご説明申し上げま

す。 

       まず、議案第２８号についてですが、本件は社会教育の関係者として委員

を委嘱しておりました前宝塚市ＰＴＡ協議会会長の檜垣彰子さんから、同会

の役員でなくなったため辞職の申し出がありましたので、委員を解職しよう

とするものでございます。 

       次に、議案第２９号についてですが、本件は檜垣さんの解職に伴い、社会

教育の関係者といたしまして、宝塚市ＰＴＡ協議会から推薦をいただきまし

た同会会長の東邦恵さんに社会教育委員を委嘱しようとするものでございま

す。 

       なお、その任期につきましては、前任者の残任期間、すなわち委嘱の日か
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ら平成２６年７月２５日までとなっております。説明は以上でございます。 

小野委員長  ありがとうございました。何か質問等はございますか。よろしいですか。 

       それでは質問させていただきます。社会教育委員の方は、どれぐらいの頻

度でお集まりになりますか。 

高井課長   社会教育委員の会議は定例会として、年間４回を予定しております。その

間に小委員会を数回実施しております。 

小野委員長  そうですか、わかりました。 

       もう１点、ここには新しい委員の方を書いておられますが、代表の方はど

なたですか。 

高井課長   現在、代表は家庭教育の向上に資する活動を行う者ということで、江守典

子さんにお願いしております。 

小野委員長  江守さんが今、社会教育委員の委員長ですか。 

高井課長   会議の議長です。 

小野委員長  わかりました。 

       ほかにはございませんですか。 

       それでは、特にご意見はないようですので、議案第２８号と第２９号は原

案のとおり可決したいと思いますが、よろしゅうございますか。 

委員    （異議なし） 

小野委員長  それでは、議案第２８号、第２９号は原案のとおり可決します。 

       続きまして、議案第３０号と議案３１号に関し、議案第３０号は宝塚市公

民館運営審議会委員の解職について、議案第３１号は宝塚市公民館運営審議

会委員の委嘱についてでございます。関係課より、説明をお願いいたします。 

大前館長   議案第３０号 宝塚市公民館運営審議会委員の解職について、及び議案第

３１号 宝塚市公民館運営審議会委員の委嘱について、提案理由及び内容を

ご説明申し上げます。 

       まず、議案第３０号についてですが、本件は社会教育の関係者として委員

を委嘱しておりました宝塚市ＰＴＡ協議会の田村紀子さんから、同会の役員

でなくなったため、辞職の申し出がありましたので、宝塚市公民館運営審議

会委員を解職しようとするものです。 

       次に議案第３１号についてですが、本件は田村さんを解職することに伴い、

新たに社会教育の関係者として、宝塚文化財ガイドソサエティから推薦いた

だきました、出野久代さんに宝塚市公民館運営審議会委員を委嘱しようとす

るものです。 

       なお、その任期は前任者の残任期間、すなわち発令の日から平成２６年７

月６日までです。説明は以上でございます。よろしくご審議をお願いいたし

ます。 

小野委員長  ありがとうございました。何かご意見はございませんか。 

井上委員   田村さんの件ですが、これはＰＴＡ協議会の宛て職じゃないのですか。 

大前館長   宛て職ではございません。社会教育の関係者という形で、以前はＰＴＡ協

議会から推薦いただいておりましたが、ＰＴＡ協議会の職務が非常に多忙に
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なったということで、今回から推薦できないという申し出がありましたので、

新たに文化財ガイドソサエティのほうから推薦いただきました。以上です。 

井上委員   この宝塚文化財ガイドソサエティが何故、この運営審議会に入られるので

すか。 

大前館長   この宝塚文化財ガイドソサエティという団体は、もともとは公民館の利用

グループの代表であり、文化財の研究等々、古くから活動されており、昭和

６２年にこの文化財ガイドソサエティが立ち上げられました。文化財のガイ

ドを主とした業務をされており、公民館の運営にも非常にご理解をいただい

ております。現在も公民館事業に多数参加し、学習いただいているため、社

会教育の関係者としては適任と考え、この団体に推薦いただきました。以上

でございます。 

井上委員   私見ですが、公民館というものは地域との結びつきが強いものだと思って

います。よって、文化財ガイドソサエティよりもコミュニティの代表者が入

ったほうがよかったのではないかと思いますが、その辺は全く検討の余地は

なかったのでしょうか。 

大前館長   井上委員がおっしゃるとおり、コミュニティ等の活動も公民館で行われて

おります。地域のご理解もいただいているわけでございます。コミュニティ

ではございませんけれども、公民館運営審議会の委員の中には、公募委員と

して利用者の方が１名入っていただいておりまして、そういったことから今

回は社会教育に関係する団体として適任ではないかとの判断で、ガイドソサ

エティに推薦いただいた次第でございます。 

井上委員   ガイドソサエティが何も悪いとは言っていませんが、ガイドソサエティあ

りきだったのでしょうか、それとも候補が何団体かあったのでしょうか。 

大前館長   この団体１つを決めて依頼したわけではございません。社会教育に関係す

る団体というのは非常にたくさんございます。いろいろ検討した結果、公民

館や社会教育にも関連があって、文化財等の研究もされている、文化財ガイ

ドソサエティがふさわしいと考えて、決めさせていただいた次第でございま

す。ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。 

井上教育長  今の意見ですが、条例で学校教育の関係者、社会教育の関係者、家庭教育

の向上に資する活動を行う者、知識経験を有する者、公募による市民という

決め方をしています。通常、社会教育の関係者という区分の場合は、コミュ

ニティの方は選びません。自治会や地域の方は、コミュニティ代表や公共的

団体といった区分のときに選んでいます。「社会教育の関係者」という区分で

すと、社会教育に携わっている団体の方などにお願いするということになり

ます。 

高井課長   その条例の前提になりますのが社会教育法でして、その社会教育法に公民

館運営審議会の規定がありまして、公民館審議会は館長の諮問に応じる機関

ですが、その構成委員は学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に

資する活動を行う者、並びに学識経験のある者の中から選ぶということにな

っております。 
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井上教育長  その社会教育の関係者の定義は何か載っていたのですか。 

高井課長   社会教育活動を行う者が社会教育の関係者、ということになります。 

井上委員   それでは、社会教育団体は何団体ありますか。 

高井課長   団体数はわかりませんが、公民館の利用グループは全て社会教育関係団体

になります。 

小野委員長  わかりました。よろしいですか。 

       定例会の頻度はどうですか。 

大前館長   定例会は年に４回です。 

小野委員長  そうですか、わかりました。ありがとうございます。 

       ほかにないようでしたら、この案件は原案のとおり可決したいと思います。

異議はございませんか。 

委員    （異議なし） 

小野委員長  それでは、議案第３０号、議案第３１号ともに、原案のとおり可決という

ことにしたいと思います。 

       続きまして、議案第３２号 宝塚市立図書館協議会委員の委嘱に関して担

当課からの説明をお願いいたします。 

森副館長   議案第３２号 宝塚市立図書館協議会委員の委嘱について、提案理由及び

内容をご説明申し上げます。 

       本件は、現在委嘱しております宝塚市立図書館協議会委員の任期が、平成

２５年６月３０日をもって満了するため、宝塚市立図書館条例第４条及び宝

塚市立図書館協議会規則第２条の規定により、次の９人の委員を委嘱しよう

とするものです。 

       その内訳といたしましては学校教育の関係者３人、社会教育の関係者１人、

家庭教育の向上に資する活動を行う者１人、知識経験を有する者３人、そし

て公募による市民の方１人でございます。 

       まず、学校教育の関係者は中西昭子市立売布小学校長、西澤健司市立安倉

中学校長、浅川修平県立宝塚東高等学校長の３人で小・特別支援学校、中学

校、および県立高等学校の各校長会から推薦いただいております。 

       次に、社会教育の関係者といたしまして、梶原栄子さんは、ボランティア

団体、テープライブラリー宝塚の会員として、視覚障がいのある方のための

録音図書作成に携わっておられ、図書館で障がいのある方へのサービスを実

践されているという立場から、ご意見をいただけるものと考えております。 

       次に、家庭教育の向上に資する活動を行う者として、宝塚市ＰＴＡ協議会

からの推薦をいただきました中山五月台小学校ＰＴＡ会長の向井香さんでご

ざいます。子どもの成長にとって家庭での保護者のかかわりは大変重要であ

り、家庭でのテーマを図書館施策に反映できるよう意見をいただけるものと

思っております。 

       次に、知識経験を有する者として、梓加依さんは、児童文学、児童文化、

国語教育、図書館情報教育などを専門とされ、また、絵本や遊びを通じた子

育て支援活動にも携わっておられます。公立図書館に対しても幅広い見識を
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お持ちであり、さまざまなご意見をいただけるものと考えております。 

       上野弘子さんは、県の生涯学習審議会委員などを歴任されるとともに、 イ

ンターネットなどメディア関係に造詣が深く、広報メディアの専門家として

の立場から市民への広報活動などについて、ご意見をいただけるものと考え

ております。 

       また、柳勝文さんは、龍谷大学文学部准教授として、図書館情報学や学校

図書館などの研究をされており、公立図書館、学校図書館ともに幅広い見識

をお持ちであり、公立図書館と学校図書館との連携などについて、ご意見を

いただけるものと考えております。 

       次に、市民公募委員といたしましては、宝塚市立図書館協議会委員の公募

に関する取り扱い要領の規定により、５月１日から５月１６日まで募集をい

たしましたところ、男性２人、女性２人、合計４人の応募があり、うち男性

１人は応募資格である市内在住１年を経過していなかったため選考から除外

し、残りの３人の方から応募のあった小論文や活動経験などを図書館協議会

公募委員選考委員会において厳正に審査した結果、高橋美和子さんにお願い

することとなりました。高橋さんは、提出いただいた、「これからの図書館に

求められるもの」をテーマとする論文では、利用者のニーズに沿ったサービ

ス、マンパワーを生かした社会の課題への取り組み、コスト削減を進めるこ

とで、公共図書館があらゆる世代を結びつけ、文化交流の担い手となること

を提唱されており、市民の立場から貴重なご意見をいただけるものと考えて

おります。 

       なお、任期につきましては、平成２５年７月１日から平成２７年６月３０

日までの２年間となっております。説明は以上でございます。 

小野委員長  ありがとうございました。何かご意見はございませんか。 

井上委員   知識経験を有する者というのは、３名とも再任ですよね。再任されますと、

何年就任されていることになるのでしょうか。 

森副館長   梓加依さんは２期目、３年目です。上野弘子さんは今回５期目で９年目に

なります。柳勝文さんは今回２期目で３年目になります。 

井上委員   皆さん３名とも別に問題はないと思いますが、このほかに知識を有する方

はおられなかったわけですね。 

森副館長   ほかに探せば、確かにいらっしゃると思いますが、今回の方々は累計の任

期が長くないものですから、引き続いてお願いしようと考えました。 

小野委員長  任期が長くないという事ですが、上野さんは１期２年とすると５期目にな

るわけですね。９年目ということですから、ちょっと５期というのは長いか

と思います。これはもちろん人によって違うと思いますが、教育委員も１期

４年で、最長２期ぐらいだろうという意見もあります。１０年はやはり、長

いと思いますので今回は構いませんが、これからできるだけ新しく人選する

努力をしていただいたほうがいいと思いますので、ぜひお願いします。 

森副館長   わかりました。 

小野委員長  ほかにございませんか。 
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井上委員   梶原さんはテープライブラリーの会長になられたのですか。 

森副館長   いえ、会長ではありません。 

井上委員   では、浅野さんとどうしてかわられたのですか。 

森副館長   テープライブラリーさんの中で一人が長くならないようにという意図があ

るのだと思います。こちらでは、変わられた経過の詳細はわかりません。 

小野委員長  よろしいですか。 

種谷委員   念のため確認ですが、この図書館条例第４条第２項では学校教育の関係者

３名、社会教育の関係者２名、学識経験を有する者４名となっていますけれ

ども、条例が改正されたので内訳が変わり、それが７月１日から施行される

と。それに合わせて学校教育の関係者３名とか、そういうような形に変更に

なったということでよろしいですか。 

森副館長   ７月１日から変更になります。 

種谷委員   変更になるから新しい区分に合わせた人選をしたということでいいんです

よね。 

森副館長   はい。 

小野委員長  今回、公募も初めてですね、これに関しては。 

森副館長   いえ、前にもあります。 

小野委員長  前にもありましたか。 

森副館長   知識経験者の中に公募で選んだ方がいらっしゃいます。 

小野委員長  そうですか。以前は公募と明記されていませんよね。 

森副館長   はい、区分としては学識経験ということですが、選ぶときは公募させてい

ただきました。 

小野委員長  そうですか、失礼しました。 

井上委員   この選考委員会の委員はどなたで構成されているんですか。 

森副館長   図書館協議会の会長の梓先生、社会教育部長、中央図書館長、副館長、西

図書館長の５名です。 

井上委員   これは点数で評価されたのでしょうか。であれば、どれぐらいの点数差が

あったのでしょうか。 

森副館長   項目としては先見性、現実性、地域性、図書館に関する関心度等の５項目

を設け、各２０点満点で、１人１００点まで持ちました。５人で５００点満

点となりますが、今回お願いする方が合計で３４６点、次点の方が３３３点

です。 

       選考にあたりまして意見交換もしたのですが、図書館協議会は、どうして

も高齢の方にお願いすることが多いということもあり、やはり若い方の意見

も今後は必要だという意見も出ておりましたので、その辺についても十分考

える中で選考していこうというふうな意見でございました。 

小野委員長  ほかに意見はございませんか。 

       それでは、ご意見がないようですので、この案件も原案のとおり可決した

いと思います。よろしゅうございますか。 

委員    （異議なし） 
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小野委員長  それでは、議案第３２号 宝塚市立図書館協議会委員の委嘱について、原

案どおり可決したいと思います。 

       以上で付議案件は全て終わります。続きまして報告事項でございます。非

公開でございますので、関係者以外の方のご退室をお願いします。 

［関係者以外退出］ 

小野委員長  それでは、ご説明をよろしくお願いします。 

橘課長    損害賠償額の決定について、ご報告させていただきます。 

       学校管理下における事故に係る損害賠償の額の決定について、地方自治法

第１８０条第１項の規定による市議会の指定に基づき、平成２５年５月２７

日付けで市長により専決処分されましたので報告いたします。 

       なお、本件につきましては、９月市議会で報告がなされることになってお

ります。 

        

       【 非公開案件の審議あり 】 

 

小野委員長  ありがとうございました。 

       それでは、この報告事項は終わります。他に事務局から報告事項等はよろ

しゅうございますか。 

酒井室長   はい。本日は以上でございます。 

小野委員長  それでは、これで教育委員会の会議を終わりたいと思います。 

 ───────────――― 閉会 午後２時７分 ─────────────― 

 

 

 


