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平成２５年第１４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８月２３日（金） 

２ 場 所      宝塚市役所  議会第３委員会室 

３ 開会時間  午後１時３０分 

４ 閉会時間  午後２時２２分 

５ 出席した委員の氏名 

  小野 武委員長、井上 輝久委員、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 

施設課長          中村 尚雄 

  学事課長        高田 輝夫 

幼児・特別支援教育担当課長   谷川 妙美 

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 

スポーツ振興課副課長    寺田  実 

教育企画課係長     岩室 勝也 

職員課係長       田中 雅之 

学事課係長       祝  哲也 

８ 会議の書記   

  教育企画課事務職員    細井 妙子 

９ 議題 

○議案第３７号  平成２５年度教育委員会所管一般会計補正予算（第４号）（案）の

提出について意見を申し出ることについて 

  ○議案第３８号  宝塚市教育委員会事務決裁規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

  ○議案第３９号  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 

  ○議案第４０号  平成２６年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定について 
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 会議の概要 

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

小野委員長  それでは定刻になりましたので、平成２５年第１４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教育長でございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

       本日の予定案件は４件でございます。進行について事務局のほうからお願

いいたします。 

酒井室長   本日の付議案件につきましては、４件でございます。議案第３７号 平成

２５年度教育委員会所管一般会計補正予算（第４号）（案）の提出について意

見を申し出ることについて、議案第３８号 宝塚市教育委員会事務決裁規則

の一部を改正する規則の制定について、議案第３９号 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、議案第４０号 

平成２６年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定についてでございます。 

       このうち、議案第３８号と第３９号については、同一の案件に関する規則

及び規程の改正でございますので、一括でご審議いただきますようにお願い

します。 

       審議の順番につきましては、議案番号順にお願いいたします。以上でござ

います。 

小野委員長  わかりました。それでは、事務局の提案がございましたので、それに従っ

て審議をしたいと思います。 

       まず最初の議案でございますけども、議案第３７号 平成２５年度教育委

員会所管一般会計補正予算（第４号）（案）の提出について意見を申し出るこ

とについて、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。 

岩室係長   議案第３７号 平成２５年度教育委員会所管一般会計補正予算（第４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２５年度一般会計補正予算（第４号）（案）のうち、教育委員

会関係予算に関しまして、平成２５年９月定例市議会に議案を上程するに当

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意見を申し出るものでございます。 

       平成２５年度教育委員会所管一般会計補正予算（第４号）（案）につきまし

ては、歳入予算に 3,803万 3,000円を増額し、総額を 5億 2,663万 4,000円

といたします。また、歳出予算から 97万円を減額し、総額を 32億 4,812万

6,000 円といたします。また、債務負担行為の追加として、スポーツセンタ

ー管理運営事業に係る債務負担行為を設定いたします。 

       中身の概略につきまして、お手元の議案書第５ページの横長の表をごらん

いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

       毎回、歳入予算に対しまして、歳出予算を対比できるような形でお示しし

ている表なんですけれども、まず一番左端の行ナンバーを付しております１
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番目と２番目、歳入予算の内容の項目に、理科教育設備整備費等補助金とい

う形で、小学校・中学校になります分を、それぞれ小学校では１００万円、

中学校では７５万円という数字を挙げさせていただいております。これは、

小学校につきましては今回４校、第一小学校、宝塚小学校、長尾小学校、西

山小学校、以上の４校を想定しております。中学校につきましては３校、第

一中学校、長尾中学校、御殿山中学校、以上の３校を想定しておるんですが、

理科教育振興法に基づく備品を購入しようという形で、歳出側で、それぞれ

小学校では２００万円、中学校では１５０万円。補助金は２分の１の補助金

率でございますので、それぞれ、それの２分の１の 100 万円、ないしは 75

万円という形の予算を組んでおります。 

       続きまして３番目、職員課の項目でございますが、ここは歳入予算の項目

のみになっておりますが、教育支援体制整備事業費補助金、これが国の補助

金のメニューで新たに今回創設されまして、特別支援学校における、ケアを

要する子どもたちに対しての新たな取り組み、人件費的な新たな取り組みに

対して補助金を交付しようという形のもので、原則、補助金率は３分の１と

いう形になっておるんですけれども、１案件当たり上限が７０万円という上

限設定をされておりますので、今回、歳入として挙げさせていただいており

ますのは、この上限の７０万円という形になります。この春から特別支援学

校に正規の看護師を１名、配置しておりますので、その人件費に充当しよう

という歳入の補正のみになっております。 

       続きまして、行ナンバー４番から８番目まで、ここは施設課になりますけ

れども、行ナンバー４、５、６、７までが、当初予算で計上しております、

小学校ないしは中学校のグラウンド整備、この部分が、当初予算を組む際に

は国の補助金等が当てはまるか否かという形できちっとした申請を上げてい

なかったんですけれども、今般、国のほうに補助金の申請をいたしましたと

ころ、小学校の部分につきましては宝塚小学校、中学校の分につきましては

御殿山中学校のそれぞれのグラウンド整備に、ある一定の補助、対象経費の

３分の１、この交付金は一応３分の１相当という形なんですけれども、それ

が新たに交付されることになり歳入予算を上げさせていただいております。 

       この交付金が当たることによりまして、起債もある一定、その交付金を除

いた部分の一般財源の必要額の７５％が起債、借金が許されるという形にな

りましたので、このいっぱい７５％を、それぞれ小学校では５９０万円、中

学校では１，３６０万円という形の歳入予算を組まさせていただき、財源に

充当いたします。歳出側は、もう当初予算で組まさせていただいておる経費

に充てるという形のものになっております。 

       それから施設課、行ナンバー８、これは歳出予算だけなんですけれども、

小学校施設整備事業におきまして、長尾南小学校の空調設備工事に向けた設

計委託、これをしようとするものです。実は、この夏のシーズンインの直前

に長尾南小学校の空調設備が、２系統あるんですけれども、その２系統のう

ち１系統がダウンいたしまして、非常事態になっておりますので、この夏休
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み中に、必要最小限の手だてを講じまして、２学期からは何とか空調自体は

稼働するというところには至っておるんですけれども、この空調設備自体が

大変古うございまして、ましてや全館空調という形式をとっております。そ

れを、今度個別空調に仕立て直すという設計委託料を計上させていただいて、

実際の工事の着手につきましては、新たに平成２６年度以降に向けた実施計

画で要求を上げまして、平成２６年度早々に着手できるように今から手順を

踏んでいきたいというふうに考えております。 

       続きまして行ナンバー９、教育支援課、これは歳入歳出予算が同額の１０

万円になっております。いじめ対策等生徒指導推進事業委託金です。実は、

今回１０万円の金額を、県の委託事業を宝塚市が受託するという形で組もう

としているんですが、実は昨年度も同種の事業を受託いたしまして、昨年度

はちなみに１４万５，０００円だったんですけれども、教育支援課の教育相

談事業と銘打ちまして、中卒者対応の相談員さんの活動経費に充てるという

形になりますので、今回は県からの事業を受託しまして、１０万円分を相談

員さんの活動に上乗せをするという形になっております。 

       次に中央公民館、この部分につきましては、平成２５年度、館の窓口日直

保安清掃業務委託料、これの契約が終わりましたので、純粋にこれの契約減

額を、減額します。 

       続きまして中央図書館、ここの最初の２項目なんですけれども、寄附金を

それぞれいただいております。これも毎年いただいておるんですけれども、

上側の歳入額６万７，０００円、歳出も同額ですが、これは清荒神にありま

す鉄斎美術館、これも昨年もいただきましたが、中央図書館にあります聖光

文庫をより市民の方に広めようという形で、聖光文庫の文化講座を開きます。

その際の講師の謝金という形の経費になっております。 

       行ナンバー１２の５万円、これはモラロジーさんという団体で、社会教育

に役立ててくださいということで、これもずっとご寄附をいただいておるん

ですけれども、今回は中央図書館におきましてＤＶＤプレーヤーを更新する

経費に充てようとしております。 

       それから、次の図書整備支援事業交付金。これは、実は１個飛びまして、

西図書館にも同じ項目がありまして、歳入額で９，０００円です。当初予算

で、あらかじめ中央図書館におきましては１８８万１，０００円、それから

西図書館におきましては１８８万円ちょうどという形の歳入予算を組まさせ

ていただいておるんですけれども、人口割等々の基準になりますが、宝塚市

にいただける交付金が今回確定したという形になりますので、それぞれ歳入

額９，０００円を増額するというものでございます。 

       それから、ひとつだけ、行ナンバー１４ですが、これも毎年寄附金をいた

だいております１８万９，０００円。これは宝塚市では広辻基金と申してお

るんですけれども、視覚障がい者に向けた公益的な基金を設置されておりま

して、それが市内で開業されております広辻眼科さんが窓口になっておりま

す。そこからのお申し出により、今回は１８万９，０００円のご寄附をいた
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だきますので、西図書館におきまして、視覚障がいの方のために拡大読書器

を購入させていただこうという形の経費になっております。 

       それから、最後１６番、１７番目、スポーツ振興課でございます。歳出予

算のほうで、スポーツセンターの指定管理事業、減額の５００万円。これは、

スポーツセンター指定管理者制度を取るに際しまして、その指定管理料の中

に、ある一定の人件費、これは５００万円という形の数字になっておるんで

すけれども、市職員を派遣しない代わりにという条件になっていますので、

今年度、平成２５年度は市の職員が去年と同様に派遣されておりますので、

その分の５００万円を減額しようというものでございます。 

       それから一番最後の行の項目ですが、協働のまちづくり活動支援事業交付

金。この交付金も、昨年もいただいておるんですけれども、兵庫県の市町村

振興協会というところから、財源は宝くじになるんですけれども、そこから

市民協働のまちづくりに資する事業に充当しようという交付金をいただいて

おります。ハーフマラソンにつきましては、市のほうがハーフマラソンの実

行委員会に８００万円の補助金を支出させていただいておりますので、実際

はその補助金の８００万円の財源に充当しようという形のものになっており

ます。 

       それから、一覧表は以上なんですけれども、一番最後に債務負担行為を設

定させていただきますという形で、お手元の議案書の４ページに債務負担行

為を上げさせていただいておるんですけれども、スポーツセンター管理運営

事業におきまして、（仮称）花屋敷グラウンドの整備工事費５億円という形の

分を、今回、債務負担行為の形の予算を組まさせていただくというものにな

っております。 

       ちなみにこの５億円につきましては、ちょっと端数は省略させていただき

たいんですけれども、内訳といたしまして、花屋敷グラウンド整備工事のグ

ラウンド自体が約 3億 4,000万円、テニスコートが 6,000万円強、それから

駐車場が 5,000 万円弱、それから、その他フェンスでありますとか、法面の

改修でありますとか、その他のところの諸経費、これも約 5,000 万円弱とい

う形になりますので、総額、今回５億円の債務負担行為を今のタイミングで

設定をさせていただくという形になっております。 

       今のタイミングで債務負担行為を設定させていただくという理由は、この

平成２５年度内に最終のこの工事の契約行為を終了させて、平成２６年度の

冒頭といいますか、４月早々から具体的な工事を始めさせていただいて、平

成２６年度の下半期早々にオープンという予定を組ませていただいておるた

め、どうしてもそれまでの契約の手続でありますとか、この９月補正のタイ

ミングに債務負担行為という形の予算を設定しなければならないため、今回、

予算計上をさせていただいておるという形になります。 

       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、ご質問はありますか。 

       一番最初の理科教育振興の費用は、これは国が半分で、あと、これ残りは
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市ですか。 

岩室係長   この分は補助率２分の１になっております。 

       実は、先ほどちょっと説明省略させていただいたんですけれども、この平

成２５年度につきましては、前年の平成２４年度から繰り越した分がござい

まして、実は各校５０万円ずつ、小学校におきましては、掛ける２４校分で

１，２００万円、中学校におきましては、掛ける１２校で６００万円の予算

をもう既に組んでおるところなんですけど、それはあくまでも平成２４年度

から繰り越しした分なんですけれども、それに加えて平成２５年度の当初予

算におきましても、小学校が３校分と中学校が２校分を加え、予算を組んで

おるんですが、このたび、国のほうから、まだ補助金の余裕が若干あるので、

まだそれに対応できるところはないかという形のお知らせがございましたの

で、できるだけ整備率の下のほうから拾って、今回は、小学校につきまして

は４校、中学校につきましては３校分をピックアップさせていただいて予算

化しておるという形のものになっております。残りの２分の１の財源は市の

一般財源です。 

小野委員長  先ほど中学校のグラウンド整備に関しては、国にとおっしゃいましたが、

それは市から直に国に申請するんですか。 

岩室係長   事務手続上は、県を通じてなんですが、最終は、国が決定するということ

になります。 

小野委員長  国に、いわゆるそういう応募をするというか、お願いをするということで

すね。わかりました。 

       ほかにございませんか。どうぞ。 

井上委員   この長尾南小学校の小学施設整備事業費２９６万１，０００円ですが、こ

れは小学校施設整備事業債の５９０万円から充てるんですか。 

岩室係長   大変見にくくて申しわけないんですけれども、一応この表自体は歳入予算

に対して、それに充当すべき項目がある場合は、右側に歳出の項目を挙げさ

せていただいております。よって、今、委員さんのご指摘がございました長

尾南小学校の空調設備工事設計委託料２９６万１，０００円の左側には何の

特定財源も記されていないということは、これは、現時点では一般財源、市

の単費をもって実施する事業であるという形の表形式になっております。 

井上委員   この補正予算なんですが、補助金とか交付金等の歳入があったから補正予

算というのを組むんですか。 

岩室係長   歳入があったから組む場合もございますし、歳入のみいただける、先ほど

補助金、交付金の別はともかくとして、さきに予算で上げていました交付金

の額が、若干上乗せして、もう少しいただけるという形になりましたので、

その差額分だけ歳入の予算として計上するというケースもありますし、当然、

新たなメニューの補助金がもらえることになって、それを活用するべく歳出

予算を組む場合もございますので、そのいただける歳入に対して歳出予算を

組むというケースもございます。これはケース・バイ・ケースという形にな

っております。 
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井上委員   私自身は、ことし市長選がありましたので、当初予算で足らなかった分、

この補正予算をあわせて本格予算にしたのかなと思ったんですけど、それは

違うんですよね、そうしたら。 

岩室係長   もうこれは結果論なんですけれども、今回市長選をにらんで、確かに今、

委員がおっしゃったように、暫定的な予算という形の、骨格予算と称します

が、教育委員会につきましては、唯一、自校炊飯の経費のみが骨格調整とい

う形になりましたが、それ以外の経費つきましては、もう選挙があろうとな

かろうとといいますか、当初から組まさせていただけましたので、今、委員

さんのおっしゃった部分については、今回は該当しないということです。新

たな要素に対応する予算要求となっております。 

井上委員   わかりました。 

井上教育長  ６月の補正で骨格予算分はプラスになっています。 

       それともう一つは、基本的には、補正というのは市はあんまり認めないで

す。財政当局は当初で要求をするように言っています。どうしても突発的に

しなければならないことについてのみ、補正予算を認めるということです。

だから今説明があったように、国から歳入があれば、それなりの対応は認め

られますが、市単独のものは、お金を出せる余裕はもうないですから、なか

なかつかないのが原則なんです。 

小野委員長  なるほどね。 

井上教育長  １点だけちょっと確認で、私が確認したらおかしいんですけども、９番。

この歳入のいじめ対策等いうのがここに入っていて、歳出は中卒者対応相談

員謝礼の増と、この説明がもう一つわかりにくいんです。相談員に充てるの

はいいんですが、いじめの対策等という「等」のなかに、中卒者対応は含ま

れているんですか。そこだけ確認したいです。 

田川室長   今のところ、そのように聞いております。昨年度から、これは実施してお

ります。 

井上教育長  実際には、この委託金は何なんですか。委託だから、こういうことをして

くださいよという事業をするわけですね。相談でも何でもいいんですが。い

じめ対策と書いてあるのに中卒者対応ですと言われたら、あんまり何か、ち

ょっと説明しにくいなと思いました。 

田川室長   実際は、このいじめ対策を含めた生徒指導全体にということでの委託金で

す。 

井上教育長  そうしたら、中卒者対応と書かずに、相談員謝礼の増だけのほうがいいと

思いますね。これは少し説明しにくいですね。 

田川室長   実際は、適応教室のパルの卒業生を、１８歳までルートパルという形で追

跡調査をして、高校に適応したいとかということの再チャレンジを促す。あ

るいは、ひきこもりになっている子どもたちを再度高校に受験させるとか、

そういう特別の相談員です。 

井上教育長  実際は、パルの相談員、中卒者の進路相談をする人達の謝礼ですね。この

いじめ等という中に、そういう謝礼も含まれているということですね、メニ
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ューとして。 

小野委員長  それは許されるわけですね。今、室長がおっしゃっていることが。 

田川室長   昨年度もそれでやっておりますので。 

小野委員長  それでオーケーだということですね。 

田川室長   はい。 

小野委員長  ほか、よろしいですか。 

       それでは、ほかにないようですから、議案第３７号 平成２５年度教育委

員会所管一般会計補正予算（第４号）（案）の提出について意見を申し出るこ

とに関しては、議案どおりに可決させていただきたいと思います。 

       それでは、続きまして議案第３８号と第３９号を一括ですね。第３８号 宝

塚市教育委員会事務決裁規則の一部を改正する規則の制定について、議案第

３９号 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。関係部署のご説明をお願いいたします。 

橋詰副課長  議案第３８号 宝塚市教育委員会事務決裁規則の一部を改正する規則の制

定について及び議案第３９号 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、一括して提案理由及びその内容をご説明

申し上げます。 

       本件は、現在教育委員会の議決事項としている審議会等の委員の委嘱及び

解職、任免について、委員構成・任期・選出基準等が市の条例や指針等で決

められていること、団体等の推薦者である委員が多いことなどを受け、前回

７月２５日の教育委員会の会議において協議いただいた結果、委員の委嘱等

を教育長専決事項とする結論を得ましたので、これを教育委員会の議決事項

から外し、教育長の専決事項とするため、規則及び規程を改正しようとする

ものです。 

       改正の内容としましては、まず、教育委員会事務決裁規則につきましては、

資料の８ページになりますが、教育委員会の会議の議決事項について規定す

る委員会の議決事項の第４条から、当該規定である第１０号を削ります。ま

た、教育委員会事務局等職務権限規程については、資料の１０ページになり

ますが、現在、附属機関の委員の任免に関し、その原案を作成することを教

育長権限としておりますが、この規定を改正し、附属機関の委員の任免を教

育長権限とするものです。 

       説明は以上でございます。 

小野委員長  何かご質問ございませんか。 

       これは、今説明ありましたとおりでよろしゅうございますね。 

委員     （異議なし） 

小野委員長  それでは、議案第３８号 宝塚市教育委員会事務決裁規則の一部を改正す

る規則の制定について、議案第３９号 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は、原案どおり可決したいと思い

ます。 

       それでは、続きまして議案第４０号 平成２６年度宝塚市立幼稚園の園児
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の定員の決定について。関係部署からの説明をお願いいたします。 

高田課長   議案第４０号 平成２６年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定について、

提案理由及びその内容をご説明申し上げます。 

       本件は、宝塚市立幼稚園規則第３条第１項の規定において、園児の定員は、

宝塚市教育委員会が別に定めることとなっているため、各市立幼稚園の園児

の定員を定めるものです。 

       平成２６年度の各市立幼稚園園児の定員につきましては、園の施設規模や

園周辺の公立及び私立幼稚園設置状況、住民基本台帳等の就園対象人口に基

づき決定いたします。 

       まず、西谷幼稚園の３年保育（３歳児）についてですが、幼稚園規則第３

条第２項の規定により、３歳児の１学級の園児数は２０人以下となりますの

で、西谷地域の就園対象幼児数から１学級２０人定員といたします。 

       次に２年保育（４歳児）についてですが、幼稚園規則第３条第２項の規定

により、４歳児の１学級の園児数は３０人以下となります。良元幼稚園及び

西谷幼稚園は、周辺の幼稚園の設置状況や地域内の就園対象幼児数から、そ

れぞれ１学級３０人定員といたします。そのほかの１０園につきましては２

学級６０人定員とし、市立幼稚園１２園で合計２２学級、定員は６６０人と

いたします。 

       次に、１年保育（５歳児）についてですが、各市立幼稚園の学級数は２年

保育（４歳児）からの持ち上がりとなることから学級数は同数となりますが、

５歳児の１学級の園児数は３５人以下となっていることから、市立幼稚園 

１２園で合計２２学級、定員は７７０人といたします。 

       引き続きまして、本議案に関連いたしまして、議案書の１４ページ以降の

参考資料についてご説明いたします。 

       本議案の議決に基づきまして、平成２６年度の入園児募集を実施いたしま

す。 

       募集園児数につきましては、３年保育、３歳児では今年度も西谷幼稚園の

みとし、定員の２０人を募集園児数といたします。２年保育、４歳児では、

西谷幼稚園以外の１１園については、各園の定員を募集園児数といたします。

西谷幼稚園につきましては、今年度の３歳児が来年度の４歳児に進級します

ので、今年度中における３歳児の途中入園等により進級する園児数が年度末

まで確定しないことから、２年保育の４歳児の定員３０人から、現在の３年

保育、３歳児の定員２０人を減じた人数１０人を募集園児数といたします。

１年保育、５歳児では、年度中における２年保育の途中入園等により進級す

る園児数が年度末まで確定しないことから、１年保育の定員から２年保育の

定員を減じた人数を募集園児数といたします。 

       次に、入園児募集の概要についてですが、まず一斉募集の日程につきまし

ては、１０月２日水曜日、３日木曜日、４日金曜日の３日間で、市立幼稚園

１２園で受付をいたします。３年保育、２年保育、１年保育ともに、原則と

して一斉募集期間中のみの受付とし、応募者数が募集園児数を越えた場合は、
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抽せんにて入園予定者を決定いたします。ただし、１年保育につきましては

就学前の重要なときでもあることから、２年保育からの進級児の数や園の余

裕教室等の状況により受け入れが可能な園につきましては、抽せんを行わず

に応募者全員の受け入れを行いたいと考えております。なお、抽せん会は 

１０月１８日の金曜日に予定しております。また、定員割れとなった園につ

きましては、一斉募集後に学事課のほうで随時受付を行ってまいります。こ

の一斉募集の周知につきましては、９月号及び１０月号の広報たからづかで、

９月１日から市のホームページに募集要項を掲載するとともに、各園、庁舎

内及び市内広報掲示板に募集ポスターを掲示いたします。 

       次に、参考として最後の２０ページに今年度の５月１日現在の各市立幼稚

園の歳児別園児数の一覧表を添付させていただきました。 

       以上でございます。 

小野委員長  今の中でちょっと私が聞き間違えているかも知れませんが、原則応募が定

員よりも増えた場合は抽せんするわけですね。 

高田課長   基本は抽せんということになります。 

小野委員長  そうなるんですね。ですけども、何かのときには抽せんせずにとありまし

たね。それは何でしたか。 

高田課長   特に５歳児、１年保育なんですが、これはもう就学前で非常に重要な時期

であるということと、今の説明にはなかったんですけれども、私立幼稚園で

５歳児からの園児の受け入れがほとんど実施されていない、こういった状況

もありますので、園に、教室の余裕があったり、あるいは４歳児からの進級

児が少ない場合は受け入れができますので、募集園児数を越えても、こうい

った場合は、もう抽せんを行わずに受け入れるということです。 

小野委員長  ここに、５歳児は１０人とか５人とかあるけれども、それを越えても一応

受け入れる場合はあるんですか。 

高田課長   受け入れる場合があるということです。 

小野委員長  ただし、トータル定員は越えない。 

高田課長   トータルの定員は越えないということになります。 

小野委員長  そうなんですか。 

高田課長   ただ、教室数を増やす場合には、ですから、その７０人を超してしまう場

合には、定員の変更を行って、余裕教室がある場合には１０５人として受け

入れを行うということになります。 

小野委員長  それ一気に飛んじゃうんですか。例えば二、三人ぐらいオーバーになって

も２学級みたいなことはないんですか。７２人とか。 

高田課長   規則の中で、１学級を、５歳児の場合であれば上限３５人と決めておりま

すので、３５人を超した場合には、学級数を増やして対応ということになり

ます。 

種谷委員   幼稚園と保育所に行っている人の割合は、大体どれぐらいのものなんです

か。 

高田課長   今年度の５月１日現在なんですけれども、３歳児、４歳児、５歳児と数字
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をつかんでおるんですが、今年度の５月１日現在、３歳児の場合は２，１６

２人がいるんですけれども、公私立保育所が２５％ですね。５５８人。私立

幼稚園が４０％で、８８２人。公立幼稚園は、西谷幼稚園だけで３年保育を

やっておりまして、７人おりますので、割合でいうと０．３％になっており

ます。３歳児での入所率、就園率は６６．６％です。 

       次に４歳児なんですが、２，１４３人、４歳児が５月１日現在でおるんで

すが、公立幼稚園は４９５人で２３．１％。私立幼稚園は４６．７％で１，

０００人です。公私立保育所が５５９人で２６．１％になります。 

       ５歳児ですが、２，１７７人で、公立幼稚園は５１３人で２３．６％。私

立幼稚園は１，０４５人で４８％。公私立保育所が５３５人で２４．６％で

す。以上でございます。 

種谷委員   ４歳児と５歳児は、ほぼ１００％、何がしかに行っているという感じにな

るんですかね。 

高田課長   ９７～８％ぐらいになります。 

種谷委員   なるほど。済みません。幼稚園の保育料は定額なんですか。 

高田課長   幼稚園は定額になります。 

種谷委員   保育所は、結構保育料が何段階もあるんですけど、幼稚園は一律なんです

ね。所得に応じては、幼稚園はないんですね。 

高田課長   保育料は定額となっておりますけれども、例えば所得が非課税であるとか、

あるいは所得、市民税額が低い場合には、保育料減免、ゼロになる場合であ

るとか、あるいは２分の１、半額になるという措置はございます。 

種谷委員   ３段階になる感じなんですね。 

高田課長   はい。 

種谷委員   定員は割っているけれども、それは私立保育所のほうと、うまく調整して

すみ分けているみたいな感じになるんですね。定員を割っていますよね、明

らかに。 

高田課長   これについては、意図的に定員を割ったというわけじゃなくて、募集はし

ております。宝塚の市立幼稚園は小学校区に１幼稚園を設置しようと、過去

にしておりまして、多い時は２１園まで増えた経過がございますが、少子化

の波で子どもの出生が減りまして、調整をするために廃園措置をとってきま

して、一時期は１１園まで減ったんですが、平成１５年ぐらいに長尾地域で

非常に住宅開発が進みまして、子どもたちの受け入れが困難だということに

なりまして、廃園していた園を１園復活させまして、１２園となって、今も

その１２園体制で続いていると、そういった状況になっています。 

井上委員   一時こども園を増やすような話だったんですけども、仁川幼稚園ですかね。

もうその話は全然立ち消えになってしまったんですか。 

谷川課長   認定こども園ですけれども、当初から仁川幼稚園で認定こども園というこ

とではなくて、委員会としては長尾幼稚園、それから仁川幼稚園で３年保育

を実施していきたいということで、関係部署と調整しながら進めていってい

るということで、認定こども園については、現在のところ西谷認定こども園
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のみということでございます。 

井上委員   ３年保育は、やられる予定はあるわけですか。 

谷川課長   方向性としては、仁川と長尾幼稚園で３年保育を実施していきたいという

方向性は随分前からお伝えさせていただいているところなんですけれども、

実は国のほうが子ども・子育て支援制度ということで、平成２７年度から新

しく制度のほうが少し変わります。幼児教育のほうも少しずつ変化をしてい

っておりまして、ちょっと説明させていただきますと、その子ども・子育て

支援制度というのが、趣旨として３つございまして、１つが、幼児期の学校

教育・保育の総合的な提供、２つ目が、待機児童解消のための保育の量的拡

大確保、３つ目が、地域のニーズに応じた多様な子育て支援の充実というこ

とで制度が変わっていくんですけれども、この制度に向けて、国のほうが、

市町村で市町版子ども・子育て会議を設置しなさいというようなことを通知

しております。それをもって、本市でも子ども未来部が子ども審議会という

のを現在持っているんですけども、その子ども審議会を市町村版子ども・子

育て会議に充てて、そこで、これもちょっとややこしいんですけれども、市

町版子ども・子育て支援計画、これを策定しなさいということで通知があり

ました。この子ども・子育て支援計画を立てるに当たって、まず保護者のニ

ーズ調査をやりなさいというようなことが示されていますので、秋ごろに子

育て家庭を対象としたニーズ調査を行います。その中で保育の需要、どうい

う需要があるのかということを把握して、就学前の全体の子ども・子育て支

援計画を策定していくという流れに、今なっておりますので、３年保育につ

きましては、そのようなニーズ調査の結果だとか、そういう方向性を見なが

ら考えていきたいというようなところが今のところです。 

井上委員   そうしたら、子ども未来部と教育委員会の関係はどのように関わっていく

わけですか。 

谷川課長   この地方版の子ども・子育て会議につきましては、市長部局、教育委員会

の壁を越えて拡大事務局ということで、今は連携しながら進めていこうとい

うところで取り組んでいるところです。 

種谷委員   済みません。ちょっと素朴な疑問なんですけど、教育委員会の管轄ではな

いんですけれど、保育所は多分待機児童がいるんだと思うんです。そうする

と、こっちで余っているんだったら、待機児童をこっちで吸収したらいいの

ではと単純に思うんですけど、それはいろいろ文科省と厚労省とか、いろい

ろそういう縦割り行政で、そういうふうな仕組みになっているのかと思うん

ですけど、そういうようなことを今の会議で検討していくと、こういうよう

なお考えなんですかね。 

谷川課長   はい、そういうことです。ただ、保護者のニーズとして、仕事をしながら

子育てをしたいという方もいらっしゃいますし、そういう方たちのニーズを

踏まえながら、どんな形で供給の場を提供するのがいいかということをこの

会議の中で検討していくということになります。 

小野委員長  それは、もう大体調べなくてもわかっているんじゃないですか。今さら、
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またそういうことで調査しろなんて。だって、横浜があれだけ評価がよかっ

た、あるいは西宮も待機児童ゼロと。皆さん、やっぱり要はあれでしょう。

お母さんは働きたい。ついては、種谷委員もおっしゃってましたが、子ども

を、できるだけ早く預かっていただきたいんだと、それだと思うんですね。

それを、何をもって今さら調べるんですか。 

谷川課長   国の方向として、そういう形で進めていきなさいよというようなことが出

ておりますので、それに従って計画的に進めるということですんで、これは

やりなさいと、国からの方向性があるのでということです。 

小野委員長  そういう所が国は、腹立たしいですね。 

井上教育長  待機児童解消策というのは、宝塚市も、別途立てています。 

小野委員長  やっていますよね。議会でも出ていましたね。 

井上教育長  保育所の関係では、もう計画があがっています。この前、都市経営会議に

かかって、認められています。横浜市ではないですが、宝塚市も手は打って

います。 

       今、説明があったのは、幼児教育のあり方そのものを、国が幼稚園も保育

所も一緒にして検討しなさいと言ってきているわけです。待機児童解消だけ

の話ではないのです。 

小野委員長  いや、それはわかるんですけどね。だって、こども園にしたってあれでし

ょう。鳴り物入りでいろいろ国は言いながら、結局管轄が３つあるんですか。

文科省と厚労省と。 

谷川課長   文科省と厚労省に分かれてましたけど、それを内閣府で、これからは管轄

するということです。 

種谷委員   単純に、やっぱり待機児童というのは何か難しくて、要は仕事を持ってい

ないと申し込みができないという建前があるので。でも、多分働きたい人は

もっとたくさんいて、要は仕事が見つかるんだったらという思いの中で動い

ている人がいるので、そこを何かうまく保育所を増やすとかじゃなくて、今

これがあって、余っているんだったら、そこで何かうまく流用できないのか

なと単純に思っただけです。 

小野委員長  幼稚園だから、恐らく保育園みたいに、お子さんを預けるという意味では

時間の制約がありますからね。 

種谷委員   時間の制約があるんだけど、でも建物があるんだったら、そこを何か増や

して人を入れて、何かちょっと長く預かるとか、何かそういうのをうまくで

きないのかなと思うんです。 

高田課長   おそらくですね。今、検討を進めているのは、先ほど谷川課長から説明い

たしましたように、教育委員会と子ども未来部の垣根を越えて検討を進めて

おりまして、学事課であったり学校教育課、そのようなメンバーが入りなが

ら進めていっているんですけども、今おっしゃっていただいたことなんかも

含めたニーズ調査ですね。国が示したニーズ調査では、２０ページぐらいの

ボリュームがあるというふうに聞いております。そこを宝塚市に合ったニー

ズ調査にしていこうということで中身を改定していって、正におっしゃって
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いただいたようなことも実感としてつかんでいって、将来的には、そういっ

た方も含めてどういうふうな、保育所がいいのか、幼稚園がいいのか、ある

いは認定こども園がいいのか、預かり保育がいいのかということの振り分け

をして、そのご家庭に合った就学前教育を進めていこうというのが今回の趣

旨でございますので、そういう受付段階でうまく整理できるような研究を進

めていこうというところでございます。 

井上委員   幼稚園自体も時間延長をやったりして、今、一生懸命やっていますんでね。 

種谷委員   何か使い勝手がいいように。私は子どもがゼロ歳の時から働いているんで、

うまく預けられたんですけど、結構そういうニーズをやっぱり聞くので、ぜ

ひ流されずに、強い芯の通った施策をお願いしたいなと思って聞いておりま

した。 

小野委員長  ぜひ宝塚から、宝塚方式で、すばらしい施策を。 

井上教育長  保育所をつくってもつくっても、今言われたように結局はまだまだ足りな

いんですよね。たくさんそういう人がいてるから、待機児童が増えてくる。 

種谷委員   働きたいという女性がすごく多いので。 

井上教育長  だから、一体いくらつくったらいいのかということですね。全部そういう

ニーズを踏まえてつくってしまったら、待機はなくなるんだろうけど。 

種谷委員   ただ、つくらないで、うまく、幼稚園の余っているところで何かできない

のかなと思ったまでです、単純に。 

井上教育長  それぐらいでは、もう対応できないぐらいの数になってるんでしょう。毎

年、毎年。 

種谷委員   そこは調査していただくということになるんでしょうけど。 

谷川課長   幼稚園の定員は割っているんですけれども、学級数は減っておりませんの

で、空き保育室があるのは、良元幼稚園と安倉幼稚園の２園だけなんです。 

種谷委員   そこも足りないんですね。 

小野委員長  なるほど。宝塚市長さんは、時々幼稚園が何か余っているみたいな、応募

が殺到していないみたいなことをおっしゃっていますが。 

       それでは、他はよろしいですね。 

委員      （異議なし） 

小野委員長  議案第４０号 平成２６年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定について、

原案どおり可決したいと思います。 

       以上で本日の議案は終了いたしましたけれども、他に事務局のほうから何

かありますか。 

酒井室長   本日は以上でございます。 

小野委員長  それでは本日の会議を終了したいと思います。 

 ─────────── 閉会 午後 ２時２２分 ───────────── 

 

 

 


