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平成２５年第１６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９月２６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１７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 

  スポーツ振興課副課長  寺田 実 

  教育企画課副課長    橋詰 まゆ美 

８ 会議の書記 

  教育企画課係長     岩室 勝也   

９ 議題 

  ○議案第４１号 教育委員会の事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価につ

いて 

10 その他 

   （報告事項） 宝塚市立スポーツ施設（スポーツセンター・末広体育館・売布北グ

ラウンド・高司グラウンド）の指定管理者の選定について 
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 会議の概要 

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

小野委員長  平成２５年第１６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、川名委員です。 

本日の予定案件は、付議案件が１件、議決事項以外の案件が１件です。進

行について事務局からご説明よろしくお願いします。 

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

       付議案件としましては、議案第４１号 教育委員会の事務の管理及び執行

の状況に関する点検及び評価について、以上１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、宝塚

市立スポーツ施設（スポーツセンター・末広体育館・売布北グラウンド・高

司グラウンド）の指定管理者の選定について、以上、１件でございます。 

       審議については、この順番でお願いいたします。 

       以上です。 

小野委員長  それでは、ただいま事務局のほうからございましたけれども、まず最初に

付議案件、議案第４１号 教育委員会の事務の管理及び執行の状況に関する

点検及び評価についての審議を行いたいと思います。 

       それでは、関係者からの説明をお願いいたします。どうぞ。 

橋詰副課長  議案第４１号 教育委員会の事務の管理及び執行の状況に関する点検及び

評価について、その内容をご説明申し上げます。 

       本件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項の規定

により、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点

検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、市議会に提出すると

ともに、公表しようとするものです。 

       点検及び評価の方法としましては、本市の教育の基本方針である「宝塚市

教育振興基本計画」に掲げる目標に対して、平成２４年度に行った事務等が

適正であるか、成果をもたらしたか等について、まず教育委員会事務局が 

４９の施策ごとに自己評価を行いました。その後、教育委員会の会議におい

て、今年度ヒアリングを実施する１４施策を抽出いただき、教育委員全員と、

外部評価者の合同によるヒアリングを実施いただきました。 

       ヒアリングにおける意見と、外部評価者による評価を踏まえた教育委員会

総評について、前回までの教育委員会の会議等において協議いただきました。 

       これらを評価報告書としてまとめるものです。 

       なお、この評価報告書につきましては、１０月に開催される決算特別委員

会の審議に合わせて市議会に提出するほか、広報誌やホームページなどを通

して、広く市民に公表する予定です。 

       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す。 

       それでは、本件に関しまして、何か、ご質問等はありますか。どうぞ。 

井上委員   この評価報告書は、近年にないすばらしいものだと私は思っております。
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大変よくできていると思うんですが、委員の皆様はいかがでしょうか。 

川名委員   前のものよりも、本当にわかりやすく、読みやすくなって、ここで出た議

論もちゃんと反映していただいて、ありがたいと思っています。 

       このやり方は、ことしが初めてだったんですが、同じように来年もしてい

って、試行錯誤したらいいかなと思います。 

井上委員   確かに。本当にすばらしいと思います。 

小野委員長  ほかに何かありますか。 

       そうしたら、私から１点、ここにもありますように、今回、事務局の皆さ

んはこの４９施策、全て自己評価をなさったわけですね。 

       私は、いっそのこと可能ならば、さらに事務の効率化で、今回は全部やっ

た評価を我々が見て抽出したんですけども、この前の窪田先生とのやりとり

ですと、市の評価は３年かけて確か一巡するという話がありましたね。です

から、我々もできたら今の施策を３年かけて一巡すると、大変効率的だなと。

もちろん、大事な部分は重複をしていいと思うんですけどもね。 

       そう考えたときに、もう大体、例えば今から、じゃあ、来年はあと残りの

項目ということになりますから、こういう項目を我々がぜひヒアリングした

いなと。そうすると、事務局の皆さんはそれだけに関して評価というか調査

を行うというか、そういう、手抜きという言葉はいけないかもしれませんけ

ども、簡略化というか、そういう方法は許されないんでしょうか。そうする

と大変、事務局の皆さんの負担がさらに減るのではないかなと。僕の言って

るのはおわかりになりますよね。 

       はい、どうぞ。 

和田部長   この間、視察に行かれた三田市では、そのようにされております。基本計

画がありまして、そこから一応抜粋して、ことしはここの部分、来年はここ

の部分というように、何年で回っているかはわかりませんけども、三田市の

評価報告書を見ましたところ、そういうようになってました。 

       市の監査なんかでも、市の監査委員は監査しなければならないとあります

けれども、大体、３年から５年に１回、回ってくるというような形になって

います。抽出監査というのが主だと思います。 

小野委員長  そうしたら、ぜひ、ことしは全部の項目を事務局の皆さんが自己評価して

くれたんですね、だから、我々は分厚いものをもらったんです。 

       次年度以降は、その作業も、今、三田市がなさっているというように、あ

る程度、我々が選定して、それをやっていただくという方向で進めたいなと

思うんですけども、いかがでございましょうか。 

川名委員   はい。 

井上委員   いいです。 

小野委員長  よろしいですね。 

       教育長、よろしいですよね。そういう方向で。 

井上教育長  少しだけ確認したいと思います。 

       事務事業評価はどうするんですか。市のほうとの協議とか、そういうのは
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なしで、事務事業評価はどうするのかということです。 

小野委員長  いや、僕の認識は、窪田先生が市の評価も３年間で一巡するとおっしゃっ

ていたので。 

酒井室長   事務事業評価は市長部局も全部やってるんです。そのうちの施策評価とい

うことで、３年間に分けてやっています。 

小野委員長  だから、いわゆる金額のほうというか、事業単位のものですか。 

酒井室長   それは、全部やっています。 

小野委員長  そういうことですか。 

井上教育長  事務事業評価はすべてやって、その上に施策評価があって、それを３年に

１回にしているだけなので、それを、施策評価の抽出はできると思いますが、

事務事業評価の方は調整をしないと、と思います。 

小野委員長  窪田先生が市の評価は３年に１回で回ってますというのは、それはだから

全部の評価をしながら、やっぱり３分の１ずつ先生がヒアリングをしている

という意味ですか。 

井上教育長  要は、外部評価を３分の１に絞ってるんでしょう。 

和田部長   今現在は、今回教育委員会がやった方法と一緒で、この個票は全部作成し

て、ヒアリングは抜粋して３年に１回ぐらい回してるという意味になります。 

小野委員長  だから、そのときに、今、教育長が言ったように、市のほうの評価は選択

して作成するというわけにはいかないということですか。調査のほうは。 

和田部長   調査のほうというのは、これは全部実施します。 

小野委員長  やらないといけないわけですね。毎年。 

川名委員   議会や、予算が絡むからですね。 

小野委員長  毎年、お金の関係もあるから。 

井上教育長  決算資料として主要な施策の成果ということで出すんです。市議会の決算

委員会で。 

小野委員長  そういうことなんですね。 

       そうすると、我々の事務評価もこれで出して、また、残りの事業について

は別の資料が議会のほうには行くんですか。 

井上教育長  いや、これがいくんですよ。 

小野委員長  これは全部入ってないでしょう。 

井上教育長  これ、事業は全部入ってます。事務事業評価は。 

酒井室長   事務事業評価は全部入ってます。 

小野委員長  事務事業というか、市の評価表に関しては。 

酒井室長   はい。 

小野委員長  だって、施策の評価は選んだものだけでしょう。 

酒井室長   そうです。ただ、この事務事業評価表、これはもう全部入ってます。 

小野委員長  １４の施策を、我々が選びましたね。 

酒井室長   その中に事務事業がいっぱい入っていますので。 

小野委員長  だけど、それが全部入ってるんですか。 

酒井室長   全部入れてます。入った上で施策評価をしてますので。 
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小野委員長  ちょっとよくわからないな。 

       本来、施策があって、事業がありますよね。それで、せっかく１４の施策

を選んだのに、市の全部の事業が入ってしまうんだというのが疑問なんです

が。 

井上教育長  ３ページの表の中で、４９の施策というのは、この一番端の「幼児期の教

育」から始まる、この部分です。これは、それぞれの評価表を見ますと、施

策事業一覧というふうに、また表の中にありますでしょう。この事業を全部、

評価は一応しているということです。これを出すということです。 

小野委員長  だから、そうすると、ここにその資料が全部入ってるわけですか。今、井

上教育長がおっしゃった４ページには、この右側に事業があるでしょう。４

ページの右側の事業というのは、これはだから教育委員会が実施している事

業が全部入ってるんですか。 

岩室係長   全部じゃないです。 

小野委員長  これは全部じゃない。 

酒井室長   ４ページの分は、ピックアップした分になります。 

小野委員長  だから、ピックアップした中には事業は全部入らないでしょうと言ってる

んです。 

酒井室長   そうです。そういう意味では、全部ということではございません。 

小野委員長  だけど、ここにはさっき言ったようにあれですか、市に報告する分には全

部入ってるんですか。抽出した以外の分も。この４ページの右側の事業以外

も全部入ってるんですか。 

岩室係長   教育が実施した分については、全部入ってます。 

小野委員長  わからないのは、我々が施策を選んだ分は、４ページ、これはわかります

よ。それじゃあ、これ以外の事業はどうやって入れてるんですか。 

岩室係長   後ろに添付しているところに、全部入ってます。 

小野委員長  後ろにこの１４以外の施策を添付してるんですか。それは何ページですか。 

岩室係長   体系ごとに入っています。 

井上教育長  体系ごとにずらっと入っています。 

川名委員   網羅されてるんですね。 

井上教育長  こんなに分厚いのは、我々は全てはヒアリングしてないということでしょ

う。これの一部を評価しているだけです。 

小野委員長  だって、我々、前回もらったのはもっと分厚かったですよ。 

井上教育長  あれは抽出していただく前の姿だけですね。そのときには全部組み込んで

ありますから。 

       議会に報告するのは、これを報告するんでしょう。 

岩室係長   この冊子を全部報告します。 

小野委員長  １４の施策を選びましたよね。 

岩室係長   ヒアリングを実施していただいたのが１４の施策です。 

井上教育長  説明がわかりにくいですよ。最初は分厚かったわけです。事務事業全部の

中から選びますといった分は分厚いんですね。その書類はどこにいったんで
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すか。それを出さないのかと聞かれてるんです。 

岩室係長   中身はこれで全部網羅されてます。 

小野委員長  だから、和田部長。僕が質問したように、最初から三田市みたいに我々が

選んでお願いしますというのは、施策に関してはできるということですね。

だけど、市の事務事業評価は、やっぱりやらないといけないわけですね。 

和田部長   それは必要ですね。 

小野委員長  それはそうなんですね。 

       それでも、施策だけでもやっぱり楽にはなる、効率的には。 

岩室係長   教育委員会の評価という観点からは、ボリュームは減りますね、確実に。 

小野委員長  僕のねらいは、我々の評価だけじゃなくて、皆さんの仕事も減らしたいわ

けです。事務局の仕事も減らしたい。だけど、この紙を書く作業は減ります

ね、少なくとも。 

川名委員   施策評価部分だけでも減れば、まあまあ。この基本ベースは仕方がないわ

けですよね。 

小野委員長  まあ、そういうことですね。予算を使ってるから。 

種谷委員   でも、これはもう形があるから埋め込めばいいだけで、そんなに時間はか

からないですね。 

小野委員長  わかりました。 

川名委員   自動的にしないといけないというお話のようなので、ですから施策だけで

も、詳しく検討する部分が減ればと思います。 

小野委員長  そうですね。わかりました。 

       それでは、次年度以降、今言ったようにできるだけ事務局の皆さんの仕事

もうまく減るようなやり方をさらに工夫していきたいなということでやりた

いと思いますので、よろしくお願いしいたいと思います。 

       それでは、議案第４１号に関しては、この原案どおり可決したいと思いま

す。 

       引き続きまして、報告事項に関して、関係部署の説明をお願いいたします。

はい、どうぞ。 

井ノ上部長  今回、報告事項として上げておりますのは、宝塚市立スポーツ施設（スポ

ーツセンター・末広体育館、売布北グラウンド・高司グラウンド）の指定管

理者の選定について、ということでございます。 

       これは、教育委員会協議会の中で、教育委員会事務局の考え方として以前

述べさせていただいた内容を、市の都市経営会議のほうに諮りまして、一応

決定をしましたので、この報告をさせていただくということで上げさせてい

ただいております。 

       まず、市立スポーツセンター及び市立末広体育館につきましては、指定管

理者の選定につきましては、これまでも非公募で行っておりましたけれども、

今後についても、別紙資料につけておりますように、本市のスポーツ振興の

基幹施設として、今後さらにスポーツ、生涯スポーツを推進し、あらゆる世

代に応じた市民スポーツを全市的に、全市民を対象に実施していくためにも、
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また、災害時における活動支援の拠点施設として位置づけるためにも、現在

の指定管理者である公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社を選定することが

適当であると考えますので、宝塚市立スポーツ施設条例第１８条に規定する

特別な事由を適用し、特命（非公募）での指定を継続しますというものでご

ざいます。 

       指定期間は５カ年でございまして、毎年度、事業効果を検証してまいりま

す。 

       続きまして、市立売布北グラウンド及び高司グラウンドにつきましては、

指定管理者の選定につきましては、非公募で行ってきましたけれども、両施

設とも主に貸しグラウンド、野球場、多目的グラウンドという、いわゆる貸

しグラウンドとしての運用をされている実態が多いということから、宝塚市

立スポーツ施設条例に規定するとおり、公募による選定を行うことに決定い

たしました。 

       この指定期間も５カ年でして、毎年度、事業効果を検証しますということ

でございます。 

       以上でございます。 

小野委員長  何か、ご質問はありますか。 

井上委員   この市立スポーツセンター及び市立末広体育館の指定管理者の選定につい

て、非公募というぐあいになってるんですが、私もこれを読んで、あ、当然

仕方がないのかなと思ったんですが、別にこれ、公募にしても契約時に附帯

条件をつければこれはクリアできるんじゃないんですかね。いかがでしょう。 

小野委員長  今おっしゃってるのは、ここで言う「災害時の関連」とかですね。いかが

でしょうか。 

井ノ上部長  いわゆる公社の設立趣旨というのは市の事業を市になりかわってするとい

う趣旨目的で設立した団体でございまして、市の施策を積極的に推し進めて

いく、いわゆる実行部隊としての位置づけがございます。 

       そういった中で、スポーツ振興計画を平成２２年度に策定いたしましたけ

れども、これを積極的に進めていくためには、いわゆる事業趣旨といいます

か、公募、民間事業でやるよりも、市が直接関与できる公益財団法人を活用

するほうが、より十分なスポーツ振興施策が行えると、こういう判断をして

きたところでございます。 

       だから、この都市経営会議の中でもありましたけれども、やはり事業収支、

お金のかからない方法で進めるという部分では民間のほうがすぐれているか

もわかりませんけれども、その効果を求める余り、市民へのスポーツを広げ

るという施策が本当に行えるかどうか、そういう議論も都市経営会議の中で

はやはりされまして、やはり市の施策を進める上ではこの考え方が最もよい

だろうということで決定をしてきた経過がございます。 

川名委員   私もちょっとこれを読んで疑問に思ったのは、一番基幹の施設だから市が

深くかかわる方法でということなんですが、確か、前にこれを議論したとき

に、サービスがいま一つ本当に市民に対して十分にできているのかというと
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ころが疑問であるというようなことが話題になったと思うんですよね。お金

のことばっかりではなく、サービス面で疑問があるのであれば、ここに公募

じゃなくて頼むという以上、それがどのように改善されるかという担保がな

いと、やっぱりちょっと待て、とも思うんですが、その点は、もっと積極的

に市民の便利を考えますとか、何かそういうことになってるんでしょうか。 

井ノ上部長  姿勢ですね、いわゆるスポーツ振興公社がどういう形で進めるかというこ

とは、再度、我々も検証をするために新たに出し直してくださいと、考え方

をもうちょっと整理をして、やっぱりそれはスポーツ振興計画に基づいて、

我々はそういう形でやっていくという立場を確認しながら、再度取り組んで

います。 

       今までは、体育協会がやはりパートナーですから、大切にしながら進めて

きましたけれども、全市民対象ということは、今は地域にスポーツ２１とい

う団体がございます。そういうところといかに連携して、その人たちのスポ

ーツを盛り上げていくかということを、我々もそれを重点的に考えていかな

ければならないし、我々の施策を実行していく、スポーツ振興公社としては

そういう考え方をしっかりもってもらわなければならないということで、意

識改革とかそういうものは、この４月以降進めてまいりました。 

       その結果、今かなり改革は少しずつ進んでいると、そういうふうには思っ

ております。 

小野委員長  基本的なことですけど、これ、確か、４月に議論をした記憶があるんです

よ。だけど、これは今おっしゃった都市経営会議で、公募でするか、あるい

は非公募でするかというのは、それはそこで決めていい問題なんですね。我々

のこの教育委員会の中じゃなくて、都市経営会議の場で決めるのが本来なん

ですね。これは、我々今は報告を聞いてるわけですよね、こう決まりました

と。これは、そういう筋でいいんですか。 

井ノ上部長  はい。 

小野委員長  都市経営会議の場が、そうなんですね。 

       確か、４月に議論したときに、公募にしないといけないんだという説明が

あり、その割に今、川名委員がおっしゃったようなこととか、そういう議論

があったような気がして、僕はあと１年しかないのにどうするのかなと思っ

ていました。 

       ところが、いとも簡単にまた、このまま続けますということが決まってき

てるので、私としては、４月のときに受けた印象と何かちょっと違うな、み

たいな感じがあります。 

井ノ上部長  確かに、平成１７年当時に指定管理者の考え方が、いわゆる都市経営会議

を通じて、指定管理者の考え方というのが示されまして、今後、スポーツ振

興公社も文化振興財団もすべてそういう文化施設についても公募をしましょ

うというような考え方が整理された経緯があります。その中で、我々もその

方向に向かって動いてきたことも事実です。 

       ただし、文化のほうでも文化条例というのを最近つくりましたけれども、
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スポーツに関しましてはスポーツ振興計画というのを平成２２年に作成して

おりますけれども、本当にその指定管理者に委ねるのがいいのかというのは、

各市ともやっぱり調査して指定管理者に渡している物件に対しても、もう一

度、市に戻すべきじゃないか、県に戻すべきじゃないかというような議論も

全国的に行われてきています。 

       西宮市のほうも基幹施設としての位置づけをやりながら、阪神各市もやは

りそういう形をとっているところが、もう、スポーツ振興公社みたいな団体

がないところについては、そういう問題はないんですけれども、つくってい

るところについてはそういうふうに位置づけをして、市の施策を進めていっ

ているという事例に変わりつつあるところです。 

川名委員   いや、その考え方自体には私も共感します。 

       ひところ、ちょっとお金ばかりで、安いところに頼んだために人命にかか

わるようなプールの事故があったりしましたよね。だから、本当に市民のた

めのスポーツというのを育てていくにはお金だけではだめだというのはよく

よくわかるんですが、その肝心の担う人材が、前の議論のときにはちょっと

心もとない感じがしていたのに、それがどのように改善されたからやっぱり

ここに頼んでいくことにしますということになっているのか、そのあたりが

ちょっといま一つ見えてこないので、それでいいのかなというふうにはちょ

っと思っているわけです。 

       単にお金のことだけではなく、オリンピックも来ることになって、本当に

スポーツが市民一人一人に浸透していくといういい機会でもありますし、高

齢社会なんですから、やっぱり日ごろからそういうことをやっていることが

とても大事ですから、すごく大事な分野だと思うだけに、何か簡単に同じよ

うになってるんじゃないかという印象も。 

小野委員長  そうですね。 

種谷委員   もう一回、委員長がおっしゃっていたところに戻っていいですか。 

小野委員長  はい、どうぞ。 

種谷委員   済みません、私もよくわからなくて、これは、報告事項になっていますが、

どこが決定したから、今、報告を私たちは受けているという関係になるのか

を、もう一回教えていただきんですが。どこが決定されたのか。 

小野委員長  はい、どうぞ。 

井ノ上部長  市の意思決定機関として都市経営会議というものがあります。市長を筆頭

として、副市長、教育長、各部長が入った会議の中で、市の主要施策等の方

針とかいうのは決定しているわけですけれども、その都市経営会議の中でい

ろいろ議論は、今言われているような議論もあったわけです。 

種谷委員   私、ちょっとわからなくて、教育委員会の職務権限の中にスポーツに関す

ることというのがあるので、そのスポーツに関することなのかなと今思って

いて、そうであると教育委員会が決定権者なのじゃないのかなと、今、そも

そも思うんです。 

小野委員長  だから、最低、我々の意見を事前に求められるとかね。 
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種谷委員   都市経営会議との関係がちょっとよくわからないです。 

小野委員長  私も、４月に議論して、あのときはそう議論しながら、何か急にこう決ま

りましたと、報告ですと、それが何か大変そぐわない気がしたんですよ。 

井上教育長  整理して言いますと、まず、４月に出したのはこの件では出してないと思

うんですね。 

種谷委員   売布北グラウンドの件ですね。 

井上教育長  売布北グラウンドを指定管理させるのに、今までやってる公社に引き続き

させますという議案を出したんですね。 

       それはあくまでも議会へ出す議案です。教育委員会では市議会に議案を出

すときには諮らないといけませんからね。 

       市議会の議案というのは、あれは市長が提案するんですが、その議案を提

案するときに、市内部の中に都市経営会議という市長以下、部長までの会議

があって、そこで最終的に議論をして決めます。それは市内部の話です。 

       まず１点は、このことで議論をしたのではなしに、売布北グラウンドのと

きに、公社で大丈夫だろうかと。 

小野委員長  そのときにも、この市の公社の公募云々の話に至りませんでしたか。 

井上教育長  それは今後、公募にするのが原則ですからというふうなことは、そのとき

の説明で多分言ってるかもわかりません。 

小野委員長  説明があった気がするんですよね。 

井上教育長  それでですね、順番にちょっと説明をしていきますと、まず、井上委員さ

んが言われている災害活動の拠点としてだったら、契約で縛ったらいいじゃ

ないかというふうなことですが、それも議論になったんですけども、災害の

ときはもう待ったなしですから、なかなかそういうふうなことで、縛るとい

うことについても、即対応しないといけないから、その辺ではしんどいとこ

ろがあるなというふうな議論も行われました。 

       それと、売布北グラウンドの議案が市議会に上がったときに、議会からの

意見としてもいろいろやっぱりあったんですね。そのときには、公募すべき

だと、今後は。あるいは、非公募でいくべきだという、どちらの意見が多い

かと言いますと、先ほど委員が言われたように市民サービスの向上は、どこ

であってもやってもらわないといけないけども、どちらかというと、基幹施

設という位置付けで、スポーツセンターと末広体育館については、そういう

災害時のこととかいろんなことを考えると非公募でという意見でした。サー

ビスの向上というのはあくまでもそれは図っていくべき、見直しをしていく

べきという、そういう意見をもらいながらも、議会ではそういうふうな流れ

になっていきました。 

       それから、一方で、高司や売布のグラウンドについては貸し館みたいなも

のですから、それについては公募したらいいんじゃないですかというふうな

意見などもやっぱりありました。 

       その後、都市経営会議でこのスポーツセンターの管理の今後のあり方、そ

の部分を議論したときに、ちょうど文化とスポーツと真っ二つに分かれたん
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ですけども、こういうふうな結論になりました。そういうことで今、報告を

してるんですけどね。そういう流れがあったということです。 

小野委員長  それはいいですが、種谷委員の質問に対する、教育委員会がどういう位置

づけでこれを取り扱うべきなのかという点に関しては、だから教育委員会は

都市経営会議の決定を「はい、わかりました」と、単に聞くものなのか、そ

こをちょっと質問しているわけです。 

種谷委員   この、宝塚市立スポーツ施設条例の第５条、添付の７ページを見ると、「ス

ポーツ施設の管理は地方自治法２４４条の２第３項の規定により、法人その

他の団体であって委員会（教育委員会）が指定するものに行わせるものとす

る」と書いているので、教育委員会が指定するんじゃないのかなと思って聞

いています。 

小野委員長  本日の報告事項という位置付けですね、なぜ、これは報告なんですかとい

うことですね。 

種谷委員   複雑な何か規則があって、何かそれをまた教育長に委任しているとかがあ

るのかもしれないんですけど、ぱっと今見たらそう書いているから、ちょっ

とよくわからないなと思います。形式論なんですけどね、私が聞いているの

は。実質的な話ではないんですけど。 

井上教育長  今はこれ、議案でないでしょう。 

和田部長   議案ではないです、きょうは。 

井上教育長  だから、報告は報告でいいんですけど、議案として教育委員会へ提出した

時にどういう議論になるか、ということですね。 

小野委員長  だから、これはこう決まりました、という報告だから。 

井上教育長  だから、議案のときに否決されたらどうなるのかという話になりますから

ね。 

川名委員   つまり、私たちが決定に関与できるのかどうかということです。つまり、

もう関与できないのであれば、報告されても「ああ、そうですか」というこ

とになるわけですが、何か意見を言うと変わる可能性があるとか、何かそう

いう関与ができるのかどうかということが分からないです。 

井上教育長  私もそれは昔から、都市経営会議と教育委員会の関係というのは、市長部

局にいたときから疑問に思ってきたことです。そこで決めたことを、後で教

育委員会で議論してもらいますと言われたときに、じゃあ、都市経営会議の

決定というのは何なんだろうと思っていました。 

種谷委員   そこは多分、教育委員会が市長部局から独立してるがゆえの部分ですね。 

井上教育長  だから、そこの整理はどうなんだと。 

種谷委員   だから、ちょっとよくわかりません。 

小野委員長  僕はこれをきょう見て、報告事項とあって、ということは、教育委員会は

そうした関与はできないということなんだと思いました。だけど僕は今、種

谷委員がおっしゃってるように、スポーツに関してはまさに我々がいろいろ

議論して、決めないといけない点もあるんじゃないのかなという気がしたの

で、最低、我々の意見を聞かれるとか、都市経営会議でね。そういう気がし
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たんですよ。 

       だから、今さらだけど、僕はやっぱり今ここであったように、じゃあ本当

にここにお願いするにしても、どうやって効率化なり、市民サービスをやる

んですかということを、我々、聞かせてもらわないと。単にこれ、「都市経営

会議で決まりました。お願いします」というんじゃ、ちょっと私としては納

得ができませんね。 

       もちろん、これはもう都市経営会議で決めて、我々には報告でいいんです

と言うなら仕方ないかもしれないけど。 

和田部長   教育委員会が行う契約については長が行うとあるんですけども、指定管理

については、契約、いわゆる民と民との契約ではなくで、行政処分という形

になってるので、管理させるという形になるかと思います。 

       そうなると、このスポーツ条例のほうにいきまして、教育委員会に処分権

があります。 

種谷委員   民と民だとないんですか。ここに。 

和田部長   そうですね。例えばいろんな教育施設の中の工事とかをしてもらう場合は、

契約者は市長になります。ただ、指定管理となると、これは契約ではなくて、

行政処分の一種であるので、そうなると教育委員会が決めるんじゃないのか

なという、ちょっと今、この２つの条例を見ると。 

寺田副課長  指定管理者との協定書の締結は教育委員会と指定管理者とで行います。条

例の文言どおりです。 

種谷委員   条例の文言どおりですよね。 

小野委員長  やっぱり教育委員会じゃないですか。 

井上教育長  だったら、都市経営会議にかけなくていいということか。 

小野委員長  いや、それは。 

種谷委員   全体の戦略だからかけてもいいと思うんですけどもね。 

和田部長   戦略もそうですけども、教育委員会としての意見を述べるということです。 

小野委員長  というか、僕はあれですよ。経営会議で議論してくださって、最初に井上

委員が質問したことに対してはこういう議論もあったけどこうでしたと、そ

ういうことなどを僕らが聞いて判断材料になりますから、それは、してもら

っていいと思うんです。そういうのも聞きながら、我々が最後には判断する

んじゃないのかなという気がしたんですけどね。 

種谷委員   それは入り口論で、多分、おっしゃりたいのは、もうちょっと実態的なお

話ですよね。 

小野委員長  そうですね。おっしゃるとおりです。実際の運用に関して、市民サービス

の向上というか。 

川名委員   向上する、具体的にこういうところをこう変えますみたいなものが提出さ

れているのかなという、それがないとそこに幾ら災害と言ってもですね。 

       災害を重視するのであれば、ここ１つじゃなく、ほかも全部同じような理

由が成り立つだろうしとも思うし。何か、ちょっとすっきりいかない感じが

残ります。 
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井上教育長  改善計画もちゃんと出たとか、そういうのはやっぱり説明は一応してもら

わないといけませんね。 

井ノ上部長  改善計画も出させてのことです。 

小野委員長  これはだって、皆さん、大変申しわけないけど、ここは単に報告でいいと

思ってるから、恐らくそういう資料もないでしょうし。 

井上教育長  それはあるんでしょう。あるものは配らないといけないですね。その手続

きは別にしても、どこまでどうしてきたかきちっと説明しておかないと。 

小野委員長  これは、決めないといけない期限はいつですか。 

和田部長   指定そのものは４月です。 

井上教育長  市議会に議案として出すのが１２月です。 

       これは事前に、こういう方針でいきたいということを議論するために報告

ということで出してくれと言ってますから、議案としてはまだなんです。だ

けど市議会に提出するのは１２月なんです。 

小野委員長  じゃあ、今、井上委員の質問があったり、川名委員の質問があったりした

わけですから、それに対する答えと、都市経営会議の場であった議論を、ち

ゃんと我々にできるだけ分からせていただく資料を１回提出してください。

それで、もちろん覆すことはないと思いますけども、我々も自信を持って決

めたいと思いますので。 

井上教育長  わかりました。 

小野委員長  それでよろしゅうございますか。 

       それでは、報告事項に関しては以上で議論を終わりたいと思います。 

       今の宿題ぜひよろしくお願いいたします。 

       ほか、よろしいでしょうか。 

井上教育長  委員長、ごめんなさい。これはもう理解してもらっておくだけの話ですが、

公募する場合になると、市の広報に本来載せて、公募者を募集しないといけ

ないんですね。その時期というともう済んでます。 

種谷委員   ５月か６月ぐらいでしたね。 

井上教育長  そのときの話で、多分、公募か非公募かというのは出たと思います。時期

的に間に合うか、間に合わないかというのがね。もう、今になってくると、

その時期が済んでしまってるから、報告が遅れてるやないかというふうなこ

とになるとちょっとまずいので先に説明したんですけどね。 

       それで、高司と売布については、すでに公募をしておるんです。それで、

公募して事務的にはもう進んできまして、選考までもう入ってまして、選考

委員会のメンバーにも公募で入ってもらっています。私は出ませんけども選

定委員会が開かれまして、公募でやった結果、その２つも、公社のほうに決

定してるというふうなことがあります。 

小野委員長  公募でやって、もう公社に決まったんですか。 

井上教育長  はい。負けてます、民間がね。 

       それは選定する委員が、それぞれのさっきも言われていたサービスとかい

ろんなことを全部審査して点数化した結果、それでも公社がやるのがいろん
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な観点で勝ってます。 

       だから、後から報告するというよりは、もう既にそういうようなものがも

う一方では進んでますから。 

小野委員長  なるほど、ちょっと、途中で申し訳ないですが、そういうことを我々が一

切知らないのも何かおかしいですね。 

井上教育長  だから、知らないというよりは、今の話で行くと、教育委員会が決定する

ということを、市が決定する、で進めているわけでしょう。 

種谷委員   多分そう思っていらっしゃったということですね。 

井上教育長  うん、そういうことですよね。 

       だから、売布北のときも報告というか、議案のときしか上げてないはずで

す。 

小野委員長  僕は前回のときに井上教育長が、実はそういう公募云々の話の時に、これ、

教育長、どうやって処理するのだろうか、困ってるんじゃないのかなと僕は

思ったんですけど。委員会で決めなきゃいけないんじゃないのかと思って。

でも、５月なら、これはもう公社しかないよなあと思いながら。 

もう過ぎたことはしようがないので、今までの内容も１回きちっと教えて

ください。公募してどういう団体が出てきたとか。 

井上教育長  手続的には今のでよくわかりましたから、ちょっと間違ってるところは間

違ってるで。 

       それと、今までの経緯を全部、時期的な話とかを全部整理してください。 

小野委員長  簡単でいいですよ。わざわざ資料をつくらなくても、あり合わせのものを

使ってもらっていいですから。 

種谷委員   契約期間は何年なんですか。 

井上教育長  ５年です。 

種谷委員   ５年なんですか。じゃあ、次回は５年後なんですね。 

井上教育長  原則５年なんです。 

川名委員   毎年ということはないですからね。 

種谷委員   ないですね、５年なんですね。 

川名委員   だけど、一応、何社ぐらいあったとか、大まかなことでいいから。でも、

結果として公社が選ばれたのであれば、公社はすごく頑張ろうと思っている

んだろうし、１か所管理するよりはやっぱりたくさんのほうがもちろんいい

わけですね。効率も。 

小野委員長  それから、どういう方が選考委員に選ばれたのかなというのも、ちょっと

そうなると興味がありますね。 

井ノ上部長  選考委員は、この指定管理の専門の方や、大学の先生もいらっしゃいます。 

小野委員長  それから、公募の方もいらっしゃるんですね。 

井上教育長  公募は市民ですからね。 

井ノ上部長  税理士かな、外部の選定委員の方と、スポーツ関係者は代表者が１名いら

っしゃいますけど、あとは市民公募の人１名、それともう一人、スポーツの

専門の学識経験者の、計５名です。 
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井上教育長  利害関係者いうか、体育協会とか、ああいうところからたくさん入ると、

そこへ決まってしまう可能性があるから、利用者として１名は入れても、も

うそれ以上増やさないということでいったんです。 

小野委員長  それじゃあ、当然公平な人に、ということですね。 

井上教育長  公平な人にやってもらわないと、というのはあったんですけどね。選考委

員を含めて、全部説明します。 

小野委員長  それはあれですか、それは教育委員会が選んだんですか、その選考委員は。 

井上教育長  そうです。これはそうです。 

小野委員長  それじゃあ、教育長がお選びになったんですね。 

       じゃあ、そういうことで。今までの資料、そのままで結構ですから、また

１回見せて下さい。 

       事務局からは、もうよろしいですかね。これで。 

酒井室長   はい。特に、ほかはございません。 

小野委員長  よろしいですかね。 

       それでは、第１６回の宝塚市教育委員会の会議を、以上で終わりたいと思

います。どうもありがとうございました。 

 ─────────── 閉会 午後 ２時１７分 ───────────── 

 

 


