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平成２５年第１２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７月８日（月） 

２ 場 所      宝塚市役所  研修室 

３ 開会時間  午後１時２９分 

４ 閉会時間  午後１時５８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 

  学事課長        高田 輝夫 

教育研究課長      井上 淑子 

スポーツ振興課長    岡本 勝幸 

  教育企画課副課長    橋詰 まゆ美   

学事課係長       祝  哲也 

８ 会議の書記 

  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３３号 宝塚市奨学生選考委員会委員の委嘱について 

  ○ 議案第３４号 宝塚市スポーツ推進審議会委員の解職について 

  ○ 議案第３５号 宝塚市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

10 その他 

  ○ （報告事項） 夏休み期間中の学校園事務の節電休業について 
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 会議の概要 

 ─────────── 開会 午後 １時２９分 ───────────── 

小野委員長  平成２５年第１２回宝塚市教育委員会の会議を行いたいと思います。 

       本日は、傍聴の方がいらっしゃいますけれども、傍聴の方には、事前に注

意事項を渡してありますね。そういうことで、よろしくお願いいたします。 

       本日の署名委員は川名委員でございます。 

       それでは、本日の議案は３件、議決事項以外の案件が１件でございますけ

れども、事務局のほうから何かございますでしょうか。 

酒井室長   本日は付議案件が３件、議決事項以外の案件が１件でございます。 

       付議案件といたしましては、議案第３３号 宝塚市奨学生選考委員会委員

の委嘱について、議案第３４号 宝塚市スポーツ推進審議会委員の解職につ

いて、議案第３５号 宝塚市スポーツ推進審議会委員の委嘱について、以上

３件でございます。また、議決事項以外の案件といたしましては、報告事項

としまして、夏休み期間中の学校園事務の節電休業についてということで、

１件でございます。議案第３４号と議案第３５号につきましては、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、一括して審議をお願いい

たします。審議の順番としましては、この順番でお願いいたします。以上で

ございます。 

小野委員長  それでは、事務局のほうから今のような意見がありましたので、それに従

って審議を進めたいと思います。まず、議案第３３号 宝塚市奨学生選考委

員会委員の委嘱について、関係する部署の説明をお願いいたします。 

高田課長   議案第３３号 宝塚市奨学生選考委員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、宝塚市奨学生選考委員会委員の任期が平成２５年７月１３日をも

って満了することに伴い、執行機関の附属機関設置に関する条例第１条及び

宝塚市奨学金条例施行規則第５条の規定により、学校長３人、市内の公共的

団体等の代表者２人、民生委員１人の合計６人に委員を委嘱しようとするも

のでございます。 

       今回、宝塚市奨学生選考委員会委員を委嘱しようとする者は、まず、学校

長としましては、市内県立高等学校長から推薦をいただきました県立宝塚東

高等学校の浅川修平校長、次に、市立中学校会長から推薦されました矢倉博

昭光ガ丘中学校長、永井一聡長尾中学校長の、３人の校長先生でございます。 

       次に、市内の公共的団体等の代表者としまして、宝塚市ＰＴＡ協議会から

推薦をいただきました有山朋樹さん、宝塚市青少年育成市民会議推進本部か

ら推薦をいただきました増田政枝さんでございます。 

       次に、民生委員としましては、宝塚市民生委員・児童委員連合会から推薦

をいただきました深津精己さんでございます。 

       なお、任期は平成２５年７月１４日から平成２６年７月１３日までの１年

間です。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。それでは、今から質疑に入りたいと思いますけ
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れども、何かございますでしょうか。 

井上委員   この委員会ですが、ほかの委員会にも言えるんですが、教育委員会が選考

するのではなくて、各団体から充て職としてあがってくるものですよね。こ

れについて、この教育委員会に諮ることに意味があるかどうかなんですが、

いかがでしょうか。 

高田課長   この選考委員なんですけれども、宝塚市奨学金条例施行規則というもので、

教育委員会が委嘱するというふうに規定されておりますことから、今回上程

させていただいております。以上でございます。 

井上委員   例えば、この議案であれば、別に、教育長の専決で処理するわけにはいか

ないのでしょうか。 

高田課長   この選考委員会のあり方にも関係してくることなんですけれども、実は、

他市の状況も今年度調べてみました。他市では、阪神間なんですけども、約

半数がこういった選考委員会を設けずに教育委員会のほうでこの奨学生を決

定しているというような状況もございました。残りの半数は、本市と同様に

選考委員会を立ち上げて決定しているような状況があります。本市としまし

ても、昨年度にこういった内容のご指摘も受けておりましたので、今年度、

検討して、少し、校長先生の、委員の年齢のところにも、少し無理のある委

員の委嘱になっているような実態もあったり、あるいは、今回、ＰＴＡ協議

会のほうからも、個人情報の取り扱い、子どもさんの個人情報なんかも出て

るからということで、できたら、ＰＴＡ協議会のほうからの推薦は避けたい

といったようなご意見等もいただいております。こういったことも受けて、

本年度中には、この選考委員会のあり方も含めて検討させていただいて、来

年度にはあるべき姿の奨学生の決定の仕方というものを検討していきたいと

いうふうに考えております。以上でございます。 

和田部長   教育長の専決という話ですけども、教育委員会事務決裁規則の中で、委員

会の議決事項ということで、第４条にあるんですが、その中の第１０号で、「社

会教育委員、公民館運営審議会委員及びその他法律または条例に基づき設置

する附属機関の委員その他の委員会の指定する委員等を委嘱もしくは任命ま

たは解職すること。」というのは、教育委員会の議決事項になっております。

他市なんかでしたら、これをまた教育長のほうに委任するというようなとこ

ろもあるんですけれども、宝塚市の教育委員会では、教育長に対する事務の

委任というのは教育委員会はしておりませんので、今申し上げた第４条の部

分については議決事項、ということになります。 

川名委員   私も井上委員と同じで、委員になって間もないんですが、何回かこういう

案件がありました。それで、お一人お一人についてはわからないし、充て職

が多いですよね。充て職が多いので、そうすると、ここで審議をして、ノー

と言うことはまずなかなか難しいし、イエスと言うしかないのにわざわざ会

議を開いてそれがテーマになるというのも、何かちょっともったいないなと

いう感じで、ほかにもっと時間を別のことに充てたほうがいいなという気も

しているので。もうここに上がってくるまでに既にそれなりにきちんと選考
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していただいてるというように思うので、何かもうちょっとうまい方法がな

いかなという、率直にこう感じるんですね。ご検討いただければありがたい

です。 

小野委員長  さっきお話があったように、選考委員会というのを設けずに、教育委員会

で決めているという他市の例があると言いましたよね。その場合には、だか

ら、こうやって、ここで委員を任命する必要はないわけですから。今の川名

委員の意見にもあったように、これはわざわざ必要ないと。ただし、どうい

う方に本当に奨学金を与えているのかというのは、我々として何か知ってお

くべきですかね。 

川名委員   奨学金のことに限らず、こういった案件がこれまで幾つかありまして、ど

れも同じですよね。スポーツ振興とか、いろいろあるんですが。ほとんどわ

からないままイエスしか選択肢がないみたいな感じの議決になっているとい

うのが実情だと思うので、それをわざわざ、やはり手続上どうしても必要な

のか、ということです。もっと違う、私たちがせっかく集まってやるときに、

このことにあんまり時間を割くより、もっと違うことがあるという気もする

ので。 

小野委員長  １点、例えば、民生委員の方で、深津さんというんですか、この方、かな

り高齢なんですけれども、この方はこの委員を何年ぐらいなさってるんです

か。 

高田課長   平成２２年度からお願いしておりますので、４年目になります。 

小野委員長  そうですか。 

       いや、時々、委員を１０年ぐらいやってるような方がいらっしゃったりし

て、それはやはりまずいから、もう少し短くすべきというようなお願いが、

こういう場でできたりはするんですけども。 

井上教育長  ご意見は、委員の方からいただいたことで、理解できますし、次の案件も

同じような案件だと思うんです。一つは、法に基づいて、市の条例に基づい

て審議会を設けなさいとかいった場合に、審議会を設けて、そして今度はメ

ンバーを決めるときには教育委員会の管轄ですから、教育委員会の会議に諮

るということが、先ほどの規則で決められています。確かにこの議案が、案

外多いんですね。教育委員会の会議でね。この類の議案が。それで、これは、

教育委員会の事務局でいろんな人、あるいは充て職で決めてきた方々を、人

物もわからないのに、いいも悪いも、ほとんどなく、認めてくださいという

感じの議案になってしまいます。今言われました、教育長への委任となると、

あるいは、条例そのものにも及ぶとなると、議会との関係もございますから、

その辺の検討をちょっとさせていただきたいなと思います。他市も含めて、

あり方の例を検討をさせてほしいなと思います。 

小野委員長  確かに、我々に余り、判断する材料はありませんよね。 

川名委員   ないのに、かかわるというのも、結局、どうなのかなと思います。 

小野委員長  意義が余りないということですね。 

川名委員   それならもっとほかに話すことがあるだろうという気がします。 
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井上教育長  他市も同じように学校や何かの充て職だと思いますね。 

種谷委員   多分、今おっしゃったとおり、検討していただいたらいいと思うんですけ

ど、法律で最低限どうしてもここから委任できない、任せられない事項とい

うのがやっぱりあるので、多分その絡みで無理なんじゃないかなという気は

するんですよね。それはちょっと検討していただいたらいいと思いますけど、

どうしてもここで決めなきゃいけないということは、決められてるんですよ

ね。地教行法であるので。それで教育長に委任できないことというのもある

ので。 

井上委員   それだけ重要なことであれば、充て職で上がってくるのはおかしいと思い

ますが。 

種谷委員   そこはやり方の問題だと思うんですけど、その権限を委任できない、教育

長に任せられないことだというのであればちょっと、それは法律に触れてき

て無理なので、それはやらなきゃいけないんでしょうけど、次はあり方の問

題は、またあるかもしれません。 

川名委員   この類の、審議会のようなもの、これを全て一から私たちで人選していく

というのは難しいことですよね。だけど、今のやり方は、余りにも、何てい

うか、ただ承認するだけ、わからないまま承認していくという形になってい

るので、ちょっと、こんなのでいいのかなという疑問を感じますので、何か

うまい方法はないものかと思います。 

井上教育長  ただ、提案理由を説明するときに、もう少し、この奨学金選考委員会の目

的があって、なぜこんな人を選んでいるかとか、だからこういう人を選びま

したとかね、充て職であってもその辺が説明できてないんですよね。 

       だから、奨学金だから選考して審査するわけでしょう。そこらで、なぜこ

ういう人を選んでおるかというのを、もっと詳しく、やっぱり説明しないと、

きょうの説明だけではちょっと、わかりにくいですね。 

小野委員長  ３ページに、どういうメンバーを選ぶかというのは一応あるんですよね。

校長３名とか。 

井上教育長  何を議論してもらうのか、なぜ校長が３人なのか、なぜこういう関係の人

がこの人数とか、その人達にはどういう役割をしてもらってるのかというの

を、もう少し、奨学金の場合は詳しく説明しておいてもらった方がいいです

ね。 

和田部長   規則や規程の改正のことだけを言えば、多分、先ほど言いました４条の議

決事項から外しまして、その後に６条というのがありますが、そこでその他

の、第４条に載っている議決事項以外のものは教育長の専決とすることがで

きるというふうになってますので、それを今度、職務権限規程を少し改正す

れば、基本的には可能です。だから、さっき教育長からありましたように、

なぜこの人を選ぶかというところや、なぜ議決を取るか、というところをを

もう少し考えた上での手続きとなると思います。 

井上委員   単純な質問なんですけども、この公共団体等からの代表者があがってきま

すが、これは１名あがってくるんですか。それとも、複数であがってくるん
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ですか。 

高田課長   市内の公共的団体の代表者、これはＰＴＡ協議会と青少年育成市民会議な

んですが、それぞれ１名ずつご推薦いただいている状況でございます。 

小野委員長  ほかに。よろしいですか。 

委員    （なし） 

小野委員長  それでは、本日のところはこの議案に関しては、原案どおり可決というこ

とでよろしゅうございましょうか。 

委員    （異議なし） 

小野委員長  それでは、議案第３３号 宝塚市奨学生選考委員会委員の委嘱については、

原案どおり可決ということにしたいと思います。 

       ただし、本日いろいろ意見がありましたけども、これに関してはまた事務

局のほうで、今後どういう方法がいいのかを慎重に検討していただきたいと

思います。 

事務局    今、傍聴者の方がもう一人、来られておりますので、この議案と議案の合

間に入っていただいてよろしいでしょうか。 

小野委員長  よろしいですね。 

委員    （異議なし） 

小野委員長  じゃあ、結構です。 

       それでは、引き続きまして、議案第３４号 宝塚市スポーツ推進審議会委

員の解職について、議案第３５号 宝塚市スポーツ推進審議会委員の委嘱に

ついてに関して、担当課のご説明をお願いします。 

岡本課長   それでは、議案第３４号 宝塚市スポーツ推進審議会委員の解職について

及び議案第３５号 宝塚市スポーツ推進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３４号についてですが、本件はスポーツに関する知識経験を有

する者として委員を委嘱しておりました内田国雄（前）宝塚市体育協会会長

から、同会の会長職を退任されたため、辞職の申し出がありましたので、宝

塚市スポーツ推進審議会委員を解職しようとするものです。 

       次に議案第３５号についてですが、本件は内田さんの解職に伴い、新たに

スポーツに関する知識経験を有する者の中から、委員として宝塚市体育協会

から推薦いただきました、同会副会長の奥村迪雄さんに宝塚市スポーツ推進

審議会委員を委嘱しようとするものです。 

       なお、今回委嘱する委員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３月５日まででございます。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。何かご質問等ございますでしょうか。 

       特にございませんでしょうか。 

       これも、先ほど議論があった件と全く同じでございまして、今後、いい運

営方法があれば、ぜひ考えていただきたいと思います。両案件に関しては、

議案のとおりで可決ということでよろしゅうございましょうか。 

委員    （異議なし） 
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小野委員長  それでは、議案第３４号 宝塚市スポーツ推進審議会委員の解職について

及び議案第３５号 宝塚市スポーツ推進審議会委員の委嘱については原案ど

おり可決することにしたいと思います。 

       一応、審議事項は以上でございます。引き続いて報告事項に入りたいと思

います。関連部署からの説明をお願いいたします。 

橋詰副課長  夏休み期間中の学校園事務の節電休業についてでございます。概要と致し

まして、電力需要の増大する夏期における学校の電力について、生徒・児童・

園児の登校がなく、教員の出勤が比較的少ないお盆の時期、８月１３日から

８月１６日の間に、最長４日間、学校園事務を休業し、節電に努めます。 

酒井室長   若干、補足させていただきます。 

       お盆の時期の学校園の休業というのは、今年度、初めてという内容でござ

います。過去から学校現場からは、検討してほしいというような依頼もあり

ました。今般、昨年、一昨年もそうですけれど、電力需給が逼迫する中での

節電対策、あるいはエコの取り組み等をどう対応するかということも、当教

育委員会の課題でもありました。 

       また、近隣各市でのお盆期間中の取り組みで、特に尼崎市は、１１日から

１７日までの、７日間休業するといった近隣市の事例もございました。そう

いったことも含めまして、現場の小中学校の学校長とも協議した中、特に小

中から話があったのは、１３日から１５日であれば、ちょうど地域児童育成

会も同期間休むということもあり、学校園が休業してもそう大きく影響はな

い期間であろうという見解でした。 

       しかしながら、各学校園、それぞれの事情はありますので、一律に休むと

いうことは、若干無理があるかもしれません。しかし、この期間内で、各学

校園の判断で、休業できるのであれば休業していきたいというお話がありま

したので、我々事務局と協議した結果、８月１３日～１５日の休業を実施す

ることと致しました。 

       １６日については、報告事項にあげておりますとおり、小中学校は１３、

１４、１５日ですが、幼稚園は１６日も休業が可能だということでしたので、

１３日から１６日の間でそれぞれの学校園で可能な日程で休業する方向性で、

現場と話を詰めております。今回、正式にこの教育委員会に諮って、ご了解

いただきましたら、個別の学校園で取り組んでいきたいという内容でござい

ます。 

小野委員長  わかりました。 

井上教育長  この件が、議決によらないで、報告事項として進めている理由をここで説

明してほしいと思います。それと、今後の議会や市民への周知等についての

すすめ方を説明して下さい。 

和田部長   当案件が議決事項ではないという理由として、学校は、この期間中はもと

もと規則上では夏季休業日となっております。例えばこれが、生徒さんたち

の授業を休むとなりますと教育委員会の議決が必要となる場合もありますが、

今回、これは学校事務の休業に関することであり、しかも新たな休暇を与え
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るというものではなく夏季休暇等をその期間に集中させて、事務を休もうと

いう形にしています。よって、この件につきましては、教育委員会の議決事

項ではなく、報告事項とさせていただいております。 

       今後の周知等につきましては、既に校長、園長は調整に入っておられます

が、先ほど報告しました通り、１３日から１６日の間で、それぞれ学校園に

よって任意期間、学校事務を休業する旨の案内を記者クラブにも発表いたし

ます。他の市では「学校閉鎖」という言い方をしている所もありますが、本

市は「事務の休業」という形でお知らせしようと思います。議会のほうへも

こういうことをさせてもらいますとお知らせしますし、地域のほうにも、自

治会であるとか、コミュニティであるとか、お盆でも使おうとされる方があ

ると思いますので、そういった形のお知らせを考えております。あと、保護

者の方々には学校によって休業日が異なりますので、各学校のほうからお知

らせしていただくという形をとろうと思っております。以上でございます。 

小野委員長  よくわかりました。何かほかにありますか。 

井上委員   小学校、中学校はいいんですが、園は、預かり保育をやっています。預か

り保育をするということは、ご両親が働いておられるという部分があるので、

預かり保育をされてる保護者から意見を聞かれたという事はないんですか。 

和田部長   幼稚園の預かり保育の件については、各園長のほうが保護者とお話をさせ

てもらうということで進めております。 

井上委員   一つの園は１日しか休みがとれないと言っておられるところもあるんです。

それは仕方がないということでしょうか。 

和田部長   各学校園の都合がありまして、例えばお盆明けに全国大会があるところと

か、文化系、スポーツ系に関わらずお盆中でも練習するので休めないという

ようなところもあると聞いております。 

小野委員長  各学校あるいは幼稚園で事情がありまして、一斉ではないかもしれません

けど、やはり、休めるところは積極的に休む方向でいいと思います。これは、

議決事項ではありませんが私としては、本当に、これが進むことは大変いい

ことだと思います。ただ、今、井上委員が言っているように、いろんな事情

もありますから、そこはうまく調整をしていただいて進めていただきたいと

思います。 

       この件は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、報告事項を終わりまして、本日の案件はこれで全て終了でござ

いますね。ほかには何かございませんか。 

酒井室長   本日の予定の案件は以上でございます。他にはございません。 

小野委員長  それでは、これをもちまして本日、第１２回の宝塚市教育委員会の会議を

終了したいと思います。 

 ─────────── 閉会 午後 １時５８分 ───────────── 

 

 


