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平成２５年第１７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１０月１１日（金） 

２ 場 所      宝塚市役所  ２－３会議室 

３ 開会時間  午後１時２８分 

４ 閉会時間  午後２時４０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 

  学事課長        高田 輝夫 

  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 

  学事課係長       祝  哲也 

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 

 

10 その他 

  （報告事項） 平成２６年度市立幼稚園一斉募集の結果について 

  （協議事項） 中央公民館の耐震化対応について 
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 会議の概要 

 ─────────── 開会 午後 １時２８分 ───────────── 

小野委員長  平成２５年第１７回宝塚市教育委員会の会議を開催したいと思います。 

       本日の署名委員は種谷委員でございますので、よろしくお願いいたします。 

       本日の予定案件は、議決事項はございませんで、それ以外の案件が２件ご

ざいます。進行について、事務局から説明よろしくお願いいたします。 

酒井室長   本日は、議案の提出はございません。議決事項以外の案件が２件ございま

す。まず、１件目は、報告事項といたしまして、平成２６年度市立幼稚園一

斉募集の結果についてでございます。２件目は、協議事項といたしまして中

央公民館の耐震化対応についてということでございます。以上、２件でござ

います。 

       この順番でご審議をお願いいたします。 

小野委員長  わかりました。事務局のほうから今のような説明がございましたけれど、

その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、まず、報告事項といたしまして、平成２６年度市立幼稚園一斉

募集の結果について、報告をお願いしたいと思います。はい、どうぞ。 

高田課長   平成２６年度市立幼稚園一斉募集の結果についてご報告いたします。 

       平成２５年第１４回宝塚市教育委員会において可決いただきました、平成

２６年度の宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定に基づきまして、１０月２日、

３日、４日の３日間に市立幼稚園の入園児募集を行いました。その応募状況

をご報告させていただきます。 

       まず、２ページをごらんください。２ページが２年保育、４歳児の応募状

況です。左側の表が今年度実施いたしました平成２６年度の入園時募集の応

募状況です。網掛けの部分が３日間の応募状況です。 

       市立幼稚園１２園のうち、長尾幼稚園の２年保育のみ定員を超える応募が

ありました。募集定員６０人のところ６７人の応募がありました。そのうち、

応募資格のない方がお一人お申し込みをされておりましたので、ご辞退いた

だきましたので、結果としては６６人の応募になります。 

       この定員を超しました長尾幼稚園の２年保育につきましては、今月１８日

金曜日、午前１０時から教育総合センターで抽選を行いまして、入園予定者

の決定とあわせて補欠待機者の順位を決定いたします。 

       なお、この抽選で補欠待機になられた方に対しましては、近隣の長尾南幼

稚園や中山五月台幼稚園など、定員の余裕のある園をご案内させていただき

ますが、この入園あっせんをご辞退される場合には、長尾幼稚園の補欠待機

者として登録して、入園予定者に辞退があれば補欠待機順位に従いまして、

順次入園をご案内させていただきます。 

       続きまして３ページですが、上の表が１年保育、下の表が３年保育の応募

状況です。いずれも募集定員内の応募数でありました。 

       この１０月２日からの一斉募集において定員に満たなかった園につきまし
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ては、定員に達するまで随時、学事課窓口におきまして引き続き受け付けを

行います。また、定員を超えた園につきましては、補欠待機者として受け付

けを行いまして、空き次第、入園をご案内させていただくということになり

ます。 

       ２ページ、３ページ両方なんですが、右側の表につきましては昨年度に実

施した入園児募集の実績でございます。 

       以上、報告いたします。 

小野委員長  何か、質問はございませんでしょうか。どうぞ。 

井上委員   このような状況は、毎年起こってますよね。定員割れというのは。これ、

どうにかできないでしょうかね。 

高田課長   近年ですね、やっぱり保護者の就労形態、共働き世帯が増えてきていると

いうことであったり、あとは少子化ということも受けまして、市立幼稚園で

は年々、園児数が減ってきているような状況ではあるんですけれども、今後

は、２７年度開始される子ども子育て新制度、そちらのほうに移行しますの

で、そういった制度移行に合わせて公立幼稚園のあり方も含めて、適正配置

というところにもなってくるんですが、今後、検討が進んでいくというふう

に考えております。 

小野委員長  これはあれですか、今回の応募でこういう数字で、今後さらに増えていく

可能性というのはあるんですか。それとも、大体これに近い数字で終わっち

ゃうんですか。 

高田課長   園児数の推移ということになってくるんですが、平成１７年度、実は４歳

児、５歳児を含めまして市立幼稚園で１，３８３人の園児がいたんですが、

今年度、平成２５年度では３歳児保育もやっておりますので、３、４、５歳

児合わせまして１，０１５人ということで、やはりこの数年間ずっと減少傾

向にございます。 

       この理由につきましては、先ほど申し上げました就労形態であったり、少

子化の影響を公立幼稚園のほうでは受けている、こういった状況が今後も幾

分か続いていくというふうには見込んでおります。 

小野委員長  そうすると、例えばこれ、一例で末成でもいいんですけど、定員６０名に

対して２６名いますね。もし、このまま本当に２６名ぐらいしか来ないとす

ると、この６０名で構えていた構えはどうなるんですか。 

高田課長   ２ページを見ていただいたところの末成幼稚園ですが、２年保育で６０人

定員のところを、応募者数が２６名。このままで園児数が推移しますと、１

学級３０人定員での受け入れが可能になります。 

       このほか、この表を見ていただくと仁川幼稚園でもほぼ同じような状況に

ありますが、こういった場合、今後も随時、学事課のほうで受け付けを行い

まして、平成２６年３月３１日、今年度末の午後５時３０分で一旦受け付け

を締め切りさせていただいて、この時点の入園予定者の人数で、もしその人

数が３０人以下、ですから、末成幼稚園であればこの２６人が確定した場合

ということになってくるんですが、その場合には、規則で３０人というふう
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に１学級の園児数が決まっておりますので、今の段階では６０人の２学級と

してはいるんですが、２６人がこのまま引き続き続いていきますと、この年

度末でもって１学級３０人定員に変更させていただくと。そのときにはまた

教育委員会のほうにお諮りさせていただく予定にはなるんですが、学級数を

変更するということになってきます。 

小野委員長  そうすると先生におやめになっていただくようなことがあるわけですか。 

高田課長   はい。学級数が減りますと、どうしても担任が必要なくなってきますので、

正規雇用している先生におやめいただくということはないんですが、臨時職

員の先生方がいらっしゃいますので、そこで調整をさせていただくことにな

ります。 

小野委員長  これはだからあれですね、この定員の構えのままで受け入れるというわけ

ではなくて、一応それに見合ったようにするということですね。 

       ほかに何かございませんか。 

種谷委員   教えていただきたいんですけど、２０１５年度から新体制というか、何か

なるんだというようなことは何となくわかったんですけど、その概略を簡単

に。どういうものをイメージすればいいですか。何か仕組みが変わるんです

か。その点も含めて、不勉強なので教えていただければ。 

高田課長   子ども子育て新制度といいまして、就学前の子どもを一体的にやっぱりカ

バーしていきましょうということで、他の自治体なんかではもう一括してと

いうことで、教育委員会から幼稚園の受け付けなんかも、もう既に子ども未

来部という、就学前の子どもを一括して取り扱う部署をつくって取り扱いを

進めている自治体もあるんですが、そういうふうに就学前を一括して受け付

けを行って、保護者の就労状況とか保育の必要性なんかを市のほうで判断し

て保育所へ、あるいは私立幼稚園、あるいは公立幼稚園へということで、そ

の子に合った保育状況や、教育状況を提供しようということで、市のほうで

割り振りをしていくということです。ですので、保育所、幼稚園という形態

はそのまま残るんですが、その必要性に応じて市のほうで振り分けしていく

ということで、少しでもニーズに合った、就労状況にあった、ご家庭に合っ

たようなサービスを提供していこうと、そういった制度がこの２７年度から

スタートするということになります。 

       当然、その準備期間として２６年度に実施する園児募集では、その制度に

適応した運用でもって園児募集をスタートするということで、ただいま準備

を進めているというような状況でございます。 

種谷委員   じゃあ、今までだと保育所は子ども未来部に申し込みしますよね、幼稚園

は教育委員会というのが一本化されて、子ども未来部とかに申し込みをして、

あとは希望は一応言うんですかね、保護者は。そのあたりのイメージがわか

らないんです。 

高田課長   実は、その辺の詳細も、ちょうど本格的にというところの話が国からそろ

そろおりてくる時期ですので、その具体的な枠組みというのはまだおりてき

てはないんですが、ただ、今のところ予定されているのが、受け付けは一元
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化されます。ただ、その一元化される受け付けのその部署というのは、宝塚

市でいう子ども未来部に値するところがするのか、あるいは教育委員会がす

るのかというのは自治体によって違うと思われます。 

       ですから、今後、そこの部分については庁内で協議がなされていって、ど

こかに一元化されることになると思うんですが、ただ、応募場所は一元化さ

れるということになってきます。ですから、子ども未来部あるいは教育委員

会のほうで取りまとめられます。 

       どういったところを希望されるかというご希望は当然聞いた上で、そこで

就労状況を調査をした上で割り振っていくということになります。 

川名委員   認定こども園については、宝塚市はどういうふうに考えているんですか。

もっと増やすとか、今後、統合して、そういうふうな形にしていくのかとい

うのは、今の段階で計画はあるんでしょうか。 

高田課長   宝塚の認定こども園につきましては、公立幼稚園では西谷幼稚園１園が認

定こども園として今現在運用してるんですが、私立幼稚園は２園、自然幼稚

園とめぐみ幼稚園、この２園が既に認定こども園として運用しています。宝

塚市の市立幼稚園で認定こども園、過去にも西谷幼稚園以外でも、というと

ころで検討はしてきたんですけども、保育ニーズに応えていくためには、や

っぱり南部の地域は特に保育所のほうがニーズがあるだろうということで、

市立幼稚園における認定こども園につきましては見合わせてきたという経過

がございます。 

       ただ、子ども子育て新制度につきましては、認定こども園も増やしていこ

うという動きもありますので、今後はそういった国の方針に従って、市立幼

稚園のあり方というところも具体的に検討されて、場合によっては認定こど

も園化も進んでいくのではないかと思います。まだ、具体的に国からその方

向性が示されておりませんので、示された段階で検討が進んでいくと思われ

ます。 

小野委員長  だってあれでしょう、保育所は今不足してるんでしょう。話によると、つ

くると余計また応募者が増えてみたいなね。不足してるんだから、空いてる

ところでうまく保育園的なことができないのかなとはみんな思うんですよね。

それがなかなかうまくいかないんでしょうけどね。お役所の管轄も違ったり

とか、それからもちろんそのスキルも違うんでしょうね、恐らく先生方もね。 

種谷委員   資格が違うんです。 

小野委員長  資格がね。それは本当残念ですね。こんなに空きがあって、受け入れのス

ペースがあるのに。 

種谷委員   それは私も、それはそのとおりだと思うんですが、もう１個だけ聞いてい

いですか。 

       保育所の場合は、多分、私立と公立と、何となく私の中では余り違わない

感覚があるんですね。費用も一律だし。幼稚園は多分違うんですよね。公立

の幼稚園の保育料と、私立と公立は違うんですよね。そこは幼稚園の私立だ

けちょっと別扱いみたいな形になるんですか。申し込みはやっぱり全部一緒
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に含めてなんですか。 

高田課長   保育所が同じというのは、申し込みが同じということですね。 

種谷委員   そう、申し込みが一緒だということです。 

高田課長   認可保育所と認可外保育所というふうな分け方はあるんですが。 

種谷委員   認可であれば公立も私立も何となく一緒というイメージがあるんですけど。 

高田課長   取り扱いは同じなんですが、幼稚園につきましては、私立幼稚園となりま

すと、交流は研修とかで頻繁にやろうとしてるんですが、管理そのものは県

が直接私立幼稚園の場合はしております。運営補助金も県から直接出ており

まして、そういったところにおきましては市と余り深いつながりがないよう

な状況です。ただ、研修で交流なんかは極力やっていこうということで、で

きる限りの連携は図っているところなんですが、そういった違いがございま

す。 

       ただ、子ども子育て新制度になりますと、公立も私立もその辺は同じ扱い

になってきます。公立も私立も一緒に申し込んでいただいて、どこの園へと

いうことで、こちら側のほうで審査をして割り振っていくんですが、ただ、

私立幼稚園のほうがその新制度にはもう乗りませんと、私の園は私独自でや

っていきます、市のほうで審査して割り振っていただく必要はありません、

自分の園で十分園児は確保できますという園なんかは、従来型の私立幼稚園

というものが将来的にも残っていくということになります。 

小野委員長  なるほどね。保育料は。 

高田課長   保育料は公定価格というのがありまして、これもまだ具体的に国のほうか

らおりてきてないんですが、保育料は私立幼稚園も公立幼稚園も同じ保育料

設定になります。 

       ただ、今申し上げましたように、この制度に乗りませんという私立幼稚園

については従来どおりになります。 

種谷委員   その「乗りません」というのは、大体、予想としてはどの程度あるだろう

と思ってるんですか。大体わかりますよね、多分。 

高田課長   宝塚市内では、１園、２園ぐらいは。 

種谷委員   じゃあ、参加はほとんどするという。 

高田課長   はい、ほとんど、されるようには聞いております。まだ、具体的な意思確

認をしたわけではないんですが。 

種谷委員   もちろん確定ではないでしょう。 

高田課長   今のところ、そういうふうには聞いております。 

       あと、保育所とか幼稚園の関係の中で、今、幼稚園教諭を採用するとき、

あるいは保育士を採用するときには、幼稚園教諭も保育士免許も両方持って

る職員を採用していっております。宝塚市はそういう取り組みもしていって

おります。 

       認定こども園ができたときには、両方の免許が必要であろうということで、

進めておりました。 

小野委員長  そうすると、どこかが許しさえすれば、先生の資格的には保育もできるん
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ですか。幼稚園でも。 

高田課長   まだ、将来的にはやっぱり幼保連携ということが、今の就学前の方向性と

しては、国も含めてそちらのほうに向いておりますので、両方免許を持った

職員を採用しております。 

       具体的には、それをどう活用していくのかということは、まだ枠組みが、

教育委員会と子ども未来部、文部科学省と厚生労働省という違いがございま

すので、一緒の扱いにはできないんですけども、将来的なところで両方の免

許を持った職員を採用していっているということでございます。 

小野委員長  今、私立幼稚園は県ということですが、何でそれは県なんですか。 

高田課長   運営補助金を出しているのが県でして。 

小野委員長  そういうことですか。 

高田課長   はい。 

種谷委員   認可自体も県なんですよね。 

高田課長   県です。県が窓口になっておるというところです。 

種谷委員   そういうことなんじゃないですか。 

小野委員長  そういうことですか。わかりました。 

       ほか、よろしいでしょうか。 

委員     （なし） 

小野委員長  何とか本当に、この資料を見ると、市長さんが幼稚園に大変いろいろ厳し

いおっしゃり方をしてるのが「なるほどな」と思われて、何とかもう少し定

員近く埋めたいなあとそう思いますので、ぜひ、できるだけ頑張ってやって

いきたいと思います。 

       じゃあ、この報告事項は以上で終わりまして、続きまして、協議事項の中

央公民館の耐震化対応について、関係の部門よりご説明、お願いいたします。 

高井課長   中央公民館の耐震化対応についてですが、中央公民館は平成２３年６月に

耐震診断による構造耐震指標、Ｉｓ値が０．０７という結果を受けまして、

対応策について市長部局の政策推進課と社会教育課、中央公民館で検討して

まいりました。 

       そして、本年９月に庁内で対応策の方向性を提示しましたので、本日、ご

協議いただきますようお願いします。 

       対応策の案ですが、お手元の資料の６ページをごらんください。 

       基本方針ですが、まず、現在地での新築あるいは耐震化工事を検討しまし

たが、現在の中央公民館は伊和志津神社の借地に建てられており、築４０年

を超えるもので、現在地で新築するとなると日影による高さ制限により今と

同規模の建築が難しいこと、また、耐震化工事は内部に隔壁をつけたり外部

に構造物を設置したりすることになりまして、非常に使い勝手が悪くなると

いうことで、断念しました。 

       そして、現在の中央公民館はＩｓ値が非常に低い、地震の震動や衝撃に対

して倒壊の危険性が高いとされておりますので、早急に利用者の安全を守る

ために廃止することといたします。 
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       そして、中央公民館の移転先もしくは新築の候補地を同時に検討を行って

きましたが、別紙の検討一覧表、Ａ３の横長のものですが、こちらをごらん

ください。 

       この案の１から５まで、２については現在地での新築案ということですけ

れども、１、３、４、５について検討しまして、利用者の利便性や早期の移

転、コスト、地元商業の活性化の観点から、メリット、デメリットを提示し

ております。 

       検討しました結果、既存民間施設であるアピア３、カルチェヌーボ宝塚逆

瀬川の地下１階部分に幅広い層の市民がさまざまな目的で利用できる施設を

整備し、当該施設を中央公民館の代替施設として活用を図るという方向で、

現在、市議会議員に説明に回り、先日、社会教育委員にも資料を送付し、各

委員からご意見を伺いながら調整を図っております。 

       アピア３で整備を計画している施設についてですが、資料のその次の別紙

をごらんいただきたいんですが、利用計画図です。現在の中央公民館の利用

団体が学習活動を行えるように各種学習室などの設備機能を整えるというこ

とで、そのニーズに応えていけるものと考えております。 

       また、現在、中央公民館の職員が企画を行っております講座などの主催事

業は、現在も中央公民館は講座の開催に余り適した建物ではありませんので、

現在も東と西の両公民館を利用して開催しており、これまでどおり東と西の

両公民館で開催することとしておりますので、移ったとしても現在の公民館

の持つ社会教育機能を十分担保していけるものと考えております。 

       また、行政は、公民館を社会教育の中核的施設としているところですが、

近年の社会状況の変化とともに市民の学習ニーズが多種多様化し、いつでも、

どこでも、誰でもが学べることのできる生涯学習の環境整備が要求されてお

ります。そこで、社会教育法により利用者や利用目的に制限がある公民館と

いうものから、地方自治法上の公有財産としての地域の誰もがひとしくさま

ざまな目的で自由かつ主体的に利用する地域拠点として、また、市民の自主

的な学習活動、地域活動を支援できる施設として整備を進めてまいりたいと

考えております。 

       つまり、公民館の社会教育施設としての利用条件をなくすことによって、

ある程度の営利事業の使用が可能となり、例えば学習成果の発表として有料

の演奏会とかワークショップとか、地元商業者との連携によるイベント、コ

ミュニティ―ビジネス、起業のための学習会、集会にも活用でき、利用者の

層を拡充するものと考えております。 

       以上の対応策について、ご協議いただきますよう、よろしくお願いします。 

小野委員長  ちょっと私から１点。７ページの上に年間概算額とありますね、（３）の管

理費及び修繕積立金の負担が必要となる。これ、地下１階と地下２階だから、

地下２階も入ってますが、５，３００万円。それで、参考でこの公民館管理

運営事業というのは、これはあれですか、下のほうの３，５００万円という

のは、現在これだけかかってるということですか。３，５００万円は。 
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高井課長   はい、そうです。 

小野委員長  だから、地下２階まで入れると、この管理運営費は今よりも増えるという

ことですか。それとも、この下で言ってるものと上のあれは違うのかな。管

理費及び修繕積立金というのと、別途管理運営費が発生する。そして管理運

営事業で３，５００万円というのだから、ほぼ、これぐらいがまた新たに発

生するということですか。ちょっとこれがわからないですね。 

高井課長   公民館の代替施設として予定しているのは地下１階部分だけです。 

小野委員長  当面はね。 

高井課長  はい。あと、別途、今現在かかっている中央公民館の管理運営事業 3,500

万円が、それ相当額がかかりますということです。 

小野委員長  そういうことですね。 

高井課長   はい。 

小野委員長  わかりました。 

井上教育長  今、委員長が言われた当面ということですが、公民館としては地下１階だ

けです。 

小野委員長  地下２階は別の施設になるんですか。 

井上教育長  別途、何かに利用します。将来、市が取得してほしいと言われています。 

小野委員長  じゃあ、ここはむしろこうやって合計しないほうがいいですね。地下１階、

地下２階、合計が５，３００万円。 

井上教育長  地下１階だけなら２，９００万円ですね。 

小野委員長  他に何かありませんか。どうぞ。 

井上委員   このカルチェヌーボ宝塚で、現在、市議会議員さんにも説明してるという

ことなんですが、これは教育委員会で決まったということで説明されてるん

でしょうか。それとも、教育委員会がこのカルチェヌーボ宝塚逆瀬川を推し

てるんでしょうか。 

高井課長   教育委員会がという意味ではなく、教育委員会で方向性を整理しましたと

いうことで、決定事項ではありませんが、今、ご意見を伺うために。 

小野委員長  今、だから諮ってると考えていいんですよね。 

高井課長   はい。 

小野委員長  そうすると、ちょっと私から１点意見を言わせていただくと、実は、私は

この案４ですが、案４は確かにこのデメリットを見ると、中央公民館利用者

への影響は確かにあるんですが、一番安上がりなのと、公民館の数が増える

ということと、実は今、私が住んでいるすみれガ丘地域も前から公民館が欲

しい、欲しいと随分皆さん言っているわけですよ。もう、とても市に新たに

つくってもらうのは無理だから、小学校の空き部屋を何とか公民館としてと

いうか、地域の活動に使わせてもらえないかというように、今、計画をある

市議さんがやってまして、これ、うまくいくかどうかわかりませんけども。 

       一方で、僕、いろいろ勉強しましたら、京都は驚くことに公民館というの

はないらしいんですよ。なぜないんですかと言ったら、小学校が公民館なん

です、京都は。それは何かと言ったら、歴史的に明治５年に日本の学区制が
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スタートしたんですよ。京都というのはそれ以前に地域の人たちが自分たち

で学校をつくったんです。小学校をね。ですから、もともと小学校が「おら

が学校」という意識も強くて、ですから、みんな今でも何かあると小学校に

集まって、もちろん出入りに関しては規則や制約があると思うんですけどね。

ですから、とにかく京都には大きい施設が１個だけあるんだけども、公民館

という名のものが全くありません。小学校が公民館なんです。こう、ある教

育委員の方に言われまして、僕はそれは大変いい考えじゃないのかなと。 

       宝塚でも今、空き教室がいっぱいできる中で、直ちにすぐそうはならない

にしても、方向としては僕はそういう方向を考えるべきじゃないのかなと。 

       そうすると、この案１で地下で明かりがないとか、そういうことも含めて

ね。案４だとスペースが狭いと言ってますけれども、例えばじゃあ、すみれ

小で本当にそれができるとしたら、それもプラスになるわけですから。ある

いはほかの小学校でもプラスになってということで、私は、とりあえずこの

中では案４みたいなものを推せないのかなと。もちろんここで決めることは

ないんですが。 

       したがって、私はこの場で「我々は案１でいいです」とは、私はちょっと

なかなか言いづらいなと。これは個人的にですけどね。やっぱりもう少し慎

重に、こういう将来、小学校の空き部屋なんかも活用して京都方式みたいな

こともできないのかと。もし、そういう京都方式ができると、私が常々言っ

ている、これは社会教育部の皆さんもあれだと思いますけども、地域と学校

の連携を強めようと。これは僕、本当に極めて大切だと思いましてね。今、

やっぱり学校応援団というのも何とか広めていきたいと思ってるんですけど

も。そういう考えにも恐らく、学校が公民館みたいなことになると、地域と

学校の連携というのは黙ってても強まっていくよな、ということもありまし

て、そういう検討ができないのかなと思うんですけども。いかがでしょうか。

どうぞ。 

井ノ上部長  今、委員長がおっしゃられたのは、いわゆるコミュニティの拠点といいま

すか、そういうもので県民交流応援広場事業という事業で、空き教室を利用

してコミュニティの拠点づくりをするというのが、例えば末成小学校では末

成小学校区コミュニティのために施設を開放したり、そういう事業で進めて

きた例は市内にはあるんですけどね。 

小野委員長  既に何個かありますよね。 

井ノ上部長  はい。 

       だから、ちょっと公民館とは、この施設については発想が違うんですけど

も、おっしゃるとおり学校を公民館という形で運営されているところは現実

にいくつか、全国的に見ても、そういうものはあります。 

小野委員長  だから僕も、宝塚もぜひその方向に行くべきじゃないかなと思うんですけ

どね。 

井ノ上部長  ただ、それは我々だけの、社会教育だけの観点で「いいことだな」とは思

いますけども、今後の推計とかいろいろな課題がありますし、多目的に利用
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したいという学校の思いもありますし、なかなかそれはすぐに全体的にそう

いう方法を進めていこうということにはならなくて、喫緊の課題としまして

早く、これもＩｓ値０．０７というのはもう本当に危ない状況ですので、早

急に対応を決めていかないと。 

小野委員長  いや、だとしたら、僕はこの案４を早急にまずは採用していいんじゃない

かなと思うんです。 

井ノ上部長  ピピアめふと仁川は、私、公益施設の検討委員会に出て、現地も見てきた

んですけども、高井課長も消費生活センターにいたので、そのピピアめふで

仕事をしていたんですけども、使い勝手の悪いといいますか、学習室として

使えるスペースが少ない。 

小野委員長  立派な施設じゃないですか、ピピアめふ。僕もしょっちゅう行ってますよ、

あそこ。 

井ノ上部長  いわゆる公益施設の部分で使える部屋というのはわずかなんですよ。だか

ら、中央公民館に対応するには非常に容量が狭過ぎて、ちょっと無理だなと

いうことです。 

       それと、今中央公民館を利用されてる方がやっぱり遠くへ行ってしまうわ

けですし、例えば仁川でしたら西公民館が小林にあるわけですから、その近

くにまたそういう施設ができるということも、我々としてはなかなか利用者

に説明できない、そういう部分もあります。 

川名委員   配置は市民がなるべく行きやすいとか、そういうのは大事だと思うんです

が、今、社会の流れの方向性としては、例えば高齢者の特別養護老人ホーム

なんかでも、大きいのを人里離れたところにどんとつくるよりは、町なかに

小さいのを幾つか分散してという考えになってますよね。だから、行きやす

い、家族も面会に行きやすいとかいろいろメリットがあるということです。 

       そういう意味では、今、委員長も言われましたが、私、この具体的にピピ

アめふとか、さらら仁川というのはわからないんですが、今まで使ってた中

央公民館の規模をそのままどこかへ移そうとすると、いろいろ制約があって、

このカルチェヌーボぐらいしかないかなみたいになるわけですが、思い切っ

て、今、中央となってるのを、中央じゃなく、それを３つぐらいに分散して、

機能を街なかに移すと考えれば、また選択肢がこのピピアめふとか以外にも

広がるということはないんでしょうか。小規模なのをいっぱいつくるという、

そういう方向でもいいかなと思うんです。 

井上教育長  ちょっとよろしいですか。 

       もともと、逆瀬川にあるんですね、今の中央公民館は。公民館は西と東と

中央ということで、西は小林にありまして、東は山本にあるんですね。バラ

ンスからいったら、逆瀬川にあるので、地域の人の要望は、逆瀬川に公共施

設を置いておいてほしいというのが強いですね。 

       それと、今言われてた、売布とかは既に公益施設なんですよね。公益の施

設で市民が使えることは使えるわけです。ピピアめふなんかはもともとその

施設ですから。だから、これは公益施設をもっと使いやすくしたらいいだけ
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の話だと思ってます。そして、市としてのもう一つの魅力は、今回の案は工

事するのに全部入れたら６億６，０００万円、これを全部向こうで整備を行

い、市はそれをもらうということで、早く整備できるということです。 

川名委員   公団が負担すると言ってるんですよね。 

小野委員長  それは僕もぜひ活用すべきだと思うんですが、まさに川名委員がおっしゃ

ったように、やっぱり小さい施設を。だからもしあれだったら、カルチェヌ

ーボも、もう少し小さくしながら、確かに、この案４だと中央を使っていた

皆さんは非常に不便だよなと。だから、案１で従来と同じ大きさを考えるん

じゃなくて、案１は、その６億円はうまく使いながら、その後の維持費を考

えて、できるだけ安く。だって、これ、肉屋さんもずっとそこにいるままな

んでしょう、この図を見ると。だから、ここを何かもう少しうまく、将来の

経費も考えながら、この案４と組み合わせて、僕も本当に川名委員と同じで、

まさにやっぱりこの公民館というのは方々に小さいやつがあると。だから、

僕は京都もそういうことで、極めて住民が使い勝手がいいということもある

んじゃないかと思うんですよ。 

井ノ上部長  公民館ではないんですけども、今、市民協働推進課というところが、コミ

ュニティの関係で施設をたくさん持ってるんですけども、市内に共同利用施

設とか、地域利用施設というのを、二十数か所だったかな、小さな建物をか

なり持ってるわけなんですね。公民館活動、地域の人たちが公民館活動する

ための拠点は、３つの公民館があります。ただ、そこで学んだ人たちが地域

へ帰って地域に還元していただく、そういう施設を活用して、還元していた

だくということを、我々の公民館と、同じ公民館ではありませんけども、そ

ういうことを想定してるんですね。 

       だから、今、周りにいろいろな施設が、小さい施設がないというのではな

しに、宝塚市は航空機騒音の問題もありましたし、そういう問題で共同利用

施設がありますし、地域利用施設もあって、足したら二十数か所あります。

その辺も、もっと活用していただくような仕組み。まだまだ活用されてない

部分もあるので、このピピアめふ、さらら仁川も含めまして、そういう戦略

を考えていかなければならないなと思います。 

川名委員   そういうものがそんなにたくさんあるとは知らなかったんですが、あとも

う一つ気になりますのは、これが地下ですね。窓がないからうっとうしいと

かと言うのもあるけれども、それ以外に災害のことを考えないといけないわ

けですが。 

       災害のとき、地下にあるメリットとデメリットというのがあるのかなとい

うふうに思うんですが、立地が地下であるということはどうなんですか。利

点とデメリットを考えたときに、地下というのはいいんですか。 

井ノ上部長  我々も、１００％そこがいいという認識はしてないんですけども。 

川名委員   例えば何かあったときに。 

井ノ上部長  明るいところに越したことはないんですけどね。 

川名委員   避難所とかになる可能性がありますよね。そういうときに、地下というの
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はいいんですかね。 

井ノ上部長  それは、我々も交渉の中で、バリアフリーの問題とか、採光の問題も、窓

をとれるところはとる。完全な地下ではないんですね。 

川名委員   そうですか、半地下みたいな。 

井ノ上部長  半地下ですね。それで、明かりのとれるところはとってもらうように要求

してますし、バリアフリーの観点から言うと、地下２階から地上２階までに

つきましてはエレベーターを、ちょうど今、喫茶店があるところの附近にエ

スカレーターの用地があるんですが、あそこにエレベーターを設置する。そ

の工事も、今、教育長が言った６億６，０００万円の中に入ってるんですけ

ども、その整備も含めて、入り口も、今までよりも増やして避難できやすい

ようにします。 

川名委員   利用する方は多いと思うので。きょうも何か大きな火事がありましたけど、

何か起こるというのも考えないといけませんよね。そういうときに、エスカ

レーターとか階段とかエレベーターを利用して出ないといけないというのは、

やっぱりなかなか大変になってくるかなとも思います。 

小野委員長  川名委員の今のご心配からいったら、やっぱり地下というのはどっちかと

言ったら不利で、恐らく竜巻ぐらいしか有利なものはないですね。 

川名委員   だから、風とかぐらいですね。でも、地下のメリットも多分あるんですよ

ね。 

小野委員長  だけど、恐らく今考えると竜巻ぐらいで。大雨が降ったらやっぱりあれで

しょう。地下に水がいくことを今いろいろ心配してますよね。 

井ノ上部長  それは、斜面と言ったらおかしいですけど、道路自体も斜面になってます

し、流れ込むということは考えにくいですね。低いところにあるとか、そう

いう建物ではありませんので、その問題はないと思います。 

川名委員   多分、内部でも十分にいろいろ吟味、検討されて、この案が５つ出てきて

いると思うので、それなりに、もう全然だめなものはここには挙がってない

わけですから、恐らく選択肢はそんなに多くないのかなとも思うんですけど

も。 

種谷委員   ちょっといいですか。 

小野委員長  どうぞ。 

種谷委員   議会に二度ほど出ていて、それに影響を受けてるのかもしれないんですけ

れど、要は、ＮＴＮを今後は半分ぐらいですか、買われるんですよね。それ

はこういう施設にあてる予定はないということは理解してるんですけれども。 

       ちょっと、私よくわからないんですけど、ガーデンフィールズを買おうと

いう計画があるんですか。それは何のために買うんですか。何をつくるんで

すか。 

井上教育長  あれは阪急が開発するんですね。中華料理屋があるでしょう。あのあたり

は阪急が開発して、聞いている案では歌劇団の寮をそこへ持ってくると。市

としては手塚記念館があるので、その周辺を一部取得したいと。全部の取得

を言ってるわけではないんですね。 
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種谷委員   池とかがあるあたりですか。 

和田部長   温室のあたりですね。 

種谷委員   温室のあるあたりというイメージですか。 

井上教育長  そうですね、あのあたりです。 

種谷委員   それを買われて、何か計画があるんですか。 

井上教育長  私もまだ、詳しくは聞いてません。 

小野委員長  それはあれでしょう、今から市民も含めていろいろ企画をして、ふさわし

い文化施設みたいなものをぜひつくりたいというのが、どうも市長さんの。       

ただ、今、何をつくるというのは決まってはいないみたいですね。 

種谷委員   だから私はよくわからないですけど、そういう計画があるのであれば、公

民館機能を１つそこに、ワンフロア持たせてもいい、いや、わかりませんよ、

勝手に言ってるんですが、それもいいのかなとも思ったりもしてるので、全

体の構想の中でどういうような公共施設をつくるのかを考えなさいとおっし

ゃった議員さんがいてて、その影響なのかもしれないですけど。 

       そういうような施設を自前でつくられるのだったら、そこに１つ置くとい

うこともあり得るんでしょうから、そういうことであれば、例えば今おいし

い話が目の前にあるから、それを活用しない手はないということだと思うん

ですけど、とりあえず、本当に計画を立てるまでの間は別に賃借で賄っても

いい話じゃないのかなとか思ったりもします。今の川名委員のお話も聞いて

いると、今、大きなところを３分割ぐらいにしてやっていくということも、

それはあり得るのかなと。今は賃借でとりあえず、ということも思います。 

       このいただいた資料を見る限り、どうしても１でいかなきゃいけないとい

う説得をされなかったので、なかなかそのとおりと思えなかったので、ちょ

っとそこが、なぜこの案１になったのかというのが、ちょっと見えなかった

というのと、あと、案５で出てくるんですけど、私も何かわかったような、

わからないようななんですが、アピア１というのは一番駅に近いところです

よね。あそこは、要は、アピア１と２は多分倒産してて、市がお金を入れて

て、それなのに市に何も言わずに勝手に潰れたから、市は今後あんまり関与

しないというような方針になったというようなうわさ話を聞いたので、それ

が本当かどうかは知らないんですけど、その絡みがあるんでしょうが、場所

的には地下のアピア３よりはアピア１のほうが、４階とかというのであれば

何となく費用もそんなにかかるようなイメージで書かれてないので、そうい

う方法もあるのかな、とも思ったりしたので、そこのあたりはちょっと正直、

わからなかったので、ご説明いただければなと思いました。 

       この、アピア１が、まずだめだった理由。だめだというか、だめとここに

書いてますよね。外部専門委員会からの提言とか。 

川名委員   とりあえず、お金を入れるなということを言われてるというようなことで

すか。 

種谷委員   何かそういう話ですか。私が言ったことが合ってるかどうかは知らないん

ですけど。 
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井ノ上部長  そのとおりです。 

種谷委員   そのとおりですか。 

井ノ上部長  どれだけまだ負債を抱えているかが分からないんです。 

井上委員   負債を一緒につけてこられたら困るからですよ。これを譲るから、負債を

全部市のほうであれしてくれというふうに。 

種谷委員   あそこの運営会社は破産したんですよね。 

井上委員   でも負債をまだ持っているみたいですよ。 

川名委員   それは明らかになってないんですか。 

種谷委員   いや、破産して、管財人がついて、管財人から買ったんじゃないんですか。 

井上教育長  それは、アピアに入っておられる方々でアピア土地という会社をつくって、

買いました。 

種谷委員   買い受けたんでしょう。 

井上教育長  それとともに、逆瀬川土地開発という管理会社が３セクでありまして、そ

こが活性化事業をしていますから、借金が残ってると思います。 

種谷委員   所有してるところと管理会社が、違うという意味ですか。 

井上教育長  それで、床にも借金は乗ってくるのかな。 

大前館長   乗ってきます。 

井上教育長  乗ってくるんですね。 

大前館長   本来は破産したので、管財人から土地会社が買ったんです。通常は負債は

それについてこないんですけども、今回の場合は、その負債が乗っかったま

ま。わずかですけどね。ついてるらしいです。 

川名委員   わずか。その額は。 

大前館長   ９億円あったものが、４億円ぐらい残ってるということです。 

種谷委員   負債がつくという感覚が破産とは合わないと思うんですが。管理会社の、

ということかな。 

大前館長   いや、それはどういう形でついているのかわかりません。 

井上教育長  あのビル、新しい会社が買ったときには何百万円で買ったと聞いてますね。 

大前館長   何百万円だそうです。 

種谷委員   そんな感じは聞きました。 

井上教育長  だから、負債がついているから何百万円という金額ですね。 

大前館長   それだけだと思ってるのに、調べていくと、ついてるみたいです。 

井上教育長  手を出したら、市民からの批判を受けます。 

種谷委員   危険な感じなんですね。じゃあ、１と２はだめなんですか。 

井上教育長  だから、だめと言うか、今はまだ整理ができてませんね。即というのは無

理だと思いますね。 

種谷委員   でも、借りるんだったらいいんでしょう、別に。 

井上教育長  借りるんだったらいいと思います。ただ、ここの場合は部屋がまとまって

ませんからね。 

川名委員   各フロアにね。ほかの賃貸の方もおられますね。 

井上教育長  店舗も入ったりいろいろ入ってますから。ホールはまとまってますけどね。 
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小野委員長  確かに、先の話だけど、種谷委員もおっしゃってるように、将来できる施

設の一画に公民館を入れるみたいなことが、可能性としてゼロではないです

ね。 

井上教育長  いや、公民館を建てるとなると、現在は無理だと思いますね。 

小野委員長  いや、建てるじゃなくて、文化施設をつくるのなら、そのうちの一部に公

民館的な役割を担ってもらおうかと。１部屋か何かね。 

井上教育長  公民館的な役割というのは、イメージはいろいろあると思うんですけども、

今の中央公民館は正直言って貸し館ですね。公民館の利用団体３００団体く

らいが使ってます。 

小野委員長  それはあれでしょう、市民が皆さん、自分たちの同好会をやったりとか、

そういうことでしょう。 

井上教育長  そうです。社会教育のためのそういう活動をされています。 

小野委員長  だから、それはまさに市民の活動ですよね。 

井上教育長  だから３００団体の人は、そこをそのまま使いたいわけです。代替施設は、

その方々は使えるようにしないといけないんです。そうなると、場所もあの

あたりでということで検討しているんです。 

       だけども、これからはその３００団体だけじゃなしに、もっと多くの市民

がどんどん使えるような施設にするほうがいいだろうというふうには思って

ましてね。だったらいっそのこと、公民館とか、社会教育の枠をとっぱらっ

たような生涯学習施設として市民が使いやすい施設にしたらどうかというの

が１つの考えなんですけどね。 

小野委員長  だから、それは将来できる文化会館に相当ふさわしい考え方のことではな

いんですか。 

井上教育長  その構想は、これからです。市民がそういう案を出して、市のほうにどん

どん意見を出してこられたらそういう案になってくるかもわかりませんが、

これからの話だと思います。 

種谷委員   ＮＴＮの半分を何で買わないのかという話も、ずっと議会で出てるんです

けど、もうちょっと買い足してそこに１個、それっぽいのをつくるとかもあ

り得ないのかなと思ったり。勝手に私の中で考えていたんですけど。 

井上教育長  ＮＴＮは、今から建物が建つまでに２年間ぐらいかかるんです。土壌が油

で汚染されてるんですね。 

       その汚染対策をしてからになるので、２年間ぐらいは動けない。そうする

と中央公民館は２年間危ない状態で放っておくのかということになります。 

種谷委員   いや、だから賃借で処理したらいいんじゃないかなと思うんです。 

小野委員長  何か別の、一番安い形でできないのかと。 

川名委員   でも、買い取るからうちが工事しましょうということだから、借りるんだ

と現状のままになっちゃいますよね。 

       だから、６億円の工事をしてもらって借りられればいいけど、それは嫌だ

ということだから、なかなか。借りるとしたら今の現状のまま、何年間かは

しのがないと、ということですね。そこはちょっと使いづらいわけですね。 
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井上委員   でもね、要は、何で中央公民館が３００ほどの団体が借りてるかと言った

ら、一番安いんですよ、宝塚で賃貸料が。だからですよ。ＰＴＡ協議会だっ

てあそこで会議をやるんですけども、駅からかなりあります。それだったら、

ソリオホールとか、男女共同参画センターとかもあるので、使いたいんです

けども、一番安いんです。 

       これもしも移動しても、上がらないですよね、賃貸料は。 

川名委員   ちょっとぐらい上がりますよね、それはね。 

井ノ上部長  西と東ぐらいにはなるんではないかなと思うんですけどね。少しまだわか

らないんですけどね。 

川名委員   何が違うんですか。古いからですか。 

小野委員長  コストの件ですけれども、もともと、案１で僕が言ったように、もう少し

安く、今のこのとおりじゃなくて、というのはないんですか。 

井ノ上部長  窓口は政策の担当部局が、かなり頑張ってはもらってるんやけど、もう、

これ、ぎりぎりの状態です。調整がね。我々も要求だけはかなり出してるん

ですけども。 

       もう、借りる方向でいきたかったということですけど、それはもうちょっ

と諦めざるを得ないということです。 

川名委員   もう重荷になってるから早く手離したいと思ってるでしょうから。それは

わかりますね。 

井ノ上部長  新築案とかいろいろあるんですけど、今日は公民館長も来てますけどね、

いつも防災訓練をしながら、Ｉｓ値０．０７しかないですよと言いながらも、

いや、防災訓練をしながら使うと言うんですけども、「あした、地震があった

らどうするのか」という中で仕事をしてるわけなんですね。 

川名委員   分かっていて何にもしないということは行政としてはあり得ないでしょう

から、それは早急に必要なのはよくわかりますが、公民館１つを移動すると

いうのはやっぱり大きなことですから、緊急を要するけど、やっぱり全体を

見て、私、ガーデンフィールズを買うことなんかは全然知らなかったんです

が、そういうのもあるんだったら、やっぱり少しずつやってお金をあちこち、

ちょっとずつ無駄に使うより、やっぱりそういう大きい構想の中できちんと

適正配置をしたら、そのほうがいいんだろうなというふうにも思いますね。 

種谷委員   場所的にも西、東、とあって、何で逆瀬川なのかなみたいな感覚はあるん

ですけどね。もうちょっと、宝塚駅周辺でいいんじゃないのみたいな、真ん

中なんだったら、という感覚は何となくあるんですよね、場所的に。だって、

小林、逆瀬、山本ということですよね。 

川名委員   人口でバランスを取ってるとか。 

種谷委員   いやいや、小林と逆瀬川で位置がそんなにかわらなくて、東公民館が宝塚

線の山本だから、この間が結構あいてるので。そんなに小林と逆瀬川に集中

させなくてもという感覚はあるんですけどね。 

川名委員   なかなかうまくいきませんね。 

井上教育長  新たにつくるんだったら、場所をそういうようなことで考えますけれども。
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地域の人の思いというのはものすごいものがあって、逆瀬川で、ここで、と

いうのがありますんでね。 

種谷委員   でも、地域以外の人のほうが多いでしょう。数的には。地域の方の思いも

あるかもしれないですけど。 

井上教育長  議員のみなさんは、どっちかといったらこの案のほうが。外でというのは

案外いらっしゃらないですね。 

小野委員長  だけど、厳しいことを言うようですけど、公民館がない地域だってあるわ

けですからね。公民館を欲しい、欲しいと言ったって、もう今じゃとても無

理だなと諦めている地域があるわけですよ。だから、これはもちろん既得権

益になってしまってますよね。今までも使ってるしね。 

井上委員   この５案を出してきたら、それは１の案が一番いいみたいな感じはするん

ですけどね。ほかにないんだろうかと思うんですけどね。 

川名委員   少し発想をもうちょっと広く考える。急ぐこともわかりますけど。何とい

っても、もちろんそうですよね。６億円余りを向こうが工事費を出してくれ

るから、その分少なくはなりますけれどね。 

小野委員長  ここで言ってる項目６のコストというのは、これは具体的にかかる費用な

わけですね。 

井ノ上部長  そうですね。 

小野委員長  工事費の６億とは別に。地下１階だけでいったら２億９，０００万円です

ね。地下２階は考えなくていいわけですね。 

井ノ上部長  地下２階は、はい。それは、市としてはまた考えないといけない問題です

けども。 

小野委員長  いわゆる、公民館の代替施設としては、いいということですね。 

井上委員   ということは、これで見たら年間経費とかを見たらピピアめふとか、ささ

ら仁川を２つ借りてやっても安いですもんね、まだ。借りたら。使い勝手が

悪いということですが。 

小野委員長  だから、今の公民館の近くということだから逆瀬川でもいいんだけども、

そこにもう少し、ちょっと小さな安い場所を借りて、当面、運用するみたい

な案がないのかなあと思います。そういう案はここにはないですが、それも

もちろん検討した中で、ないということですね。 

井上教育長  もともとは、カルチェヌーボはやっぱり借りる案でしたね。 

小野委員長  最初は。 

井上教育長  はい。ところが、向こう側から貸すのでなく、もう、引き取ってくれと。 

川名委員   そうしたら工事しますよということですね。 

井上教育長  そうです。初めは借りるという案です。それで、そのときの話は賃料も高

いです。市としては安い賃料でないとあかんと。それがこういう条件になっ

てきたということですね。 

種谷委員   賃料の交渉ってあそこの状況だったら、値下げしろと言ったら下げてもら

えるのではないですか。 

井上委員   年間５，６００万円でしょう。 



平成 25 年第 17 回会議録 

―19― 

井上教育長  年間５，６００万円ですね。 

種谷委員   でも、改装工事費がかかりますよね。 

小野委員長  これは市議会でも議論してと、皆さんそのつもりかもしれないけども、あ

れですか、結論はいつまでに出さないといけないんですか。例えば、次の委

員会でもう一回議論するとか。 

井ノ上部長  次の会のときに結論をいただきたいです。 

井上委員   １２月の議会ですか。 

小野委員長  そういうことですね。１２月議会、方向としては。 

井ノ上部長  いや、議会というか、教育委員会の中では、一度、２２日のときに結論を

いただけたら、市全体の今動きをしてますので、教育委員会の結論をいただ

けたら動きやすいなというところがあるんです。 

井上委員   でも、ここの中から選べということでしょう。５つの中から。 

井ノ上部長  市としてはこれから。 

井上委員   いやいや、社会教育部長からしたら。 

井ノ上部長  そういうことです。 

井上委員   これ以外ないわけだから、この中から選んでくれということですね。 

和田部長   選ぶというか、１番でお願いするということでしょう。 

井ノ上部長  今まで事務局が考えてきたことに賛同いただけるかどうかというところな

んですけどね。 

川名委員   そのあたり、最終的な決定はどこでするんですか。教育委員会はもうこれ

でいいですよという合意をつくるだけで、あと、最終的な決定というのはど

こですか。 

井上教育長  市議会です。議案として、そして条例としても上げていきますから。 

種谷委員   公民館の配置、設置というのは多分、ここの教育委員会だと思うので。 

井ノ上部長  廃止に関してはね。 

種谷委員   多分、新しく施設を借りたりするということについては、事業計画として

は多分議会の承認が要るという仕組みじゃないんですか。 

井上教育長  いや、これそのものが新たな施設です。 

井上委員   公民館として名称を使わないわけですから、新たな施設ですよね。中央公

民館として使わない。 

種谷委員   公民館という名前にしないんですね。 

井上委員   しない。 

種谷委員   でも、公民館の廃止は。 

井上教育長  廃止は、もう絶対にしてもらわないと、あそこは危ない施設ですから。 

種谷委員   じゃあ、公民館は設置しないということですか。 

井上教育長  だから、これは案としたら、公民館よりも、市民の人がもっと使いやすい

施設にしたほうがいいんじゃないですかと。 

種谷委員   じゃあ、公民館をつくるわけじゃないんですね。そうしたら、教育委員会

に権限がないじゃないですか。 

川名委員   その機能を含む施設ですよね。 
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小野委員長  だけど公民館代替案でしょう。 

井上教育長  代替も、公民館を使ってる人が、使えなくなったら問題ですね。今まで使

っていらっしゃるから。 

種谷委員   ややこしいですね。 

井上教育長  でも、条例では、公民館という名前にはしないのでは。 

種谷委員   でも、多分、名前だけではないんじゃないですか。機能という意味で。 

井上教育長  機能はだから、生涯学習センターというようなものですね。 

種谷委員   それは名前だけではないと思うんです。 

井上教育長  要は、社会教育法で基づく施設ではなしに、地方自治法に基づく公の施設

という考え方になってくるのかなと思ってます。 

種谷委員   それだったら、多分、要らないんじゃないですか、私たちはね。 

井上委員   それだったら市議会が決定したらいいんじゃないですか。 

井上教育長  だから、市議会で最終は決定になりますと。 

川名委員   そうすると、私たちのは参考意見というような感じですか。 

井上委員   そうなりますね。 

井上教育長  廃止ということは、Ｉｓ値が０．０７ということだから、ともかく現在の

あの公民館を廃止ということは、ここで決定してもらわないといけないと思

いますね。 

川名委員   そうですね、同意して、それだけでいいのか。 

井ノ上部長  廃止のことだけですね。 

小野委員長  それとやっぱり、廃止して、その替わりの施設をここにというんだから、

それはやっぱり我々もそれに関しては相当意見を言えるんじゃないかと思う

んですけどね。 

川名委員   意見は言えるんですよね。だけど、決定権は、今の公民館は廃止しますが

今度できるのは公民館ではなくて、公民館機能を含むもう少し広い意味の生

涯学習施設ですから。 

小野委員長  生涯学習機能でしょう。 

川名委員   私たちは、それの配置については権限がないと。 

種谷委員   公民館の機能を持ってるんだったら、公民館の設置を決める権限はここに

あるという、実質上の問題もあり得ると思うんですけどね。 

       だから、公民館の機能というのがいまいちよくわからないんです。 

小野委員長  生涯学習も社会教育の機能なんだから、そうでしょう。 

井上教育長  社会教育法上の施設を説明して下さい。 

高井課長   公民館の機能は２つありまして、市民や市民のグループを対象に、教育的

目的を持って、各種事業を企画するのは社会教育の場として社会教育機能と

今言っておりまして、あと、市民や市民グループが利用される、貸し館機能

ですね、そちらのほうは今、生涯学習機能と言ってますので、社会教育施設

というからには講座を企画しなくてはいけないというのが、公民館になりま

す。 

       今、私たちが中央公民館で持っているのは、生涯学習機能が主になってい
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ます。 

小野委員長  生涯学習も社会教育の一部でしょう。 

高井課長   生涯学習の一部が社会教育です。 

小野委員長  まあ、そうかもしれない。文部科学省は生涯学習局だからね、社会教育じ

ゃなくて。 

高井課長   だから、社会教育を含んだ生涯学習なんです。 

小野委員長  だから生涯学習そのものが僕は教育委員会の所管じゃないかと思ってるん

ですが。文部科学省の組織から言ってね。 

井上教育長  今の公民館は何法で規定されてるんですか。社会教育法ですね。 

高井課長   はい。 

井上教育長  社会教育法でつくるのが公民館でしょう。 

       今度つくる施設としては、社会教育法ではしないんですよね。 

高井課長   はい、生涯学習振興法上の生涯学習施設になります。 

小野委員長  それは何、生涯学習振興法というのは、どこの管轄なんですか。 

井上教育長  その法律は施設を設置しなさいとは載ってないんです。 

高井課長   はい、ないんです。 

井上教育長  だから公の施設ですね。地方自治法で言う。地方自治法の公の施設という

のを説明してもらわないとだめですね。 

川名委員   私たちが一体どういう役割を果たせばいいのかなというのが質問です。つ

まり、この今、示していただいているその案から、一番、事務局の皆さんも

考えて、これしかないなというか、これが合理的という案１を、私たちは了

承するとか、理解するとか、どういう役割をすればよろしいんですかね。こ

れはだめだよということは、どうも言えないんですか。 

小野委員長  言えないんですかね。 

種谷委員   公民館で、自分のところでこういう講座をやるみたいなのが社会教育だと、

こういうことですよね。 

高井課長   はい。 

種谷委員   だけど、ここはもう貸し館しかしてなくて、企画はしてないから、そうい

う事業をしてないから公民館でないと。 

高井課長   社会教育法にのっとる公民館でない施設をつくるということです。 

種谷委員   社会教育法に基づく公民館というのは、何か、講座を開くということを伴

わないといけないということですか。 

高井課長   はい。 

種谷委員   だけど、今回やろうとしてるのは、そういう講座を伴わない、貸すだけと

いうような施設としての建物をつくろうとしてるから。 

高井課長   講座をするかもしれませんけど、要するに社会教育法にのっとる公民館で

なく、地方自治法上の公の施設として設置するということです。 

井上委員   でも、講座自体は西と東でやるんでしょう。公民館で。 

高井課長   はい。 

井上委員   だから、早く言ったら、これは貸し館業みたいなものですね。 



平成 25 年第 17 回会議録 

―22― 

井ノ上部長  中央公民館はそうですね。 

井上委員   だから、要は、私たちは何をしたらいいの。 

井ノ上部長  いや、廃止をご理解いただきたいです。 

井上委員   廃止はまあ、それはもういいと。 

小野委員長  いや、僕は大変残念なのは、ほんとに、今、ここで議論しているように、

事務局の皆さん決めてきて、こうしたいという提案なんですけども、僕にす

ると、やっぱり最初に言ったように京都なんていうのは公民館がないと言う

んですよね。各学校を公民館の代わりに使ってると言うんですね。なぜ、や

っぱり僕はそういう方向での検討もしてみようかなと、まあ、じゃあ、それ

が今さらもうできないのかもしれないけども、そういう発想を何か出して、

新しい動きをしてみようということがなかったのか。 

       しかも、何度も言うように、僕はやっぱり地域と学校の関係というのは極

めて大切なんだから、それにも寄与するんじゃないのかなという思いもあっ

て、もちろん、これはこれとして、学校をまたそういうふうに使ってもいい

んですけどね。今後はそういう方向に。それをだから、ぜひ僕は頭の片隅に

置きながら進めてほしいんですよね。 

       まあ、これはこれでいいんですけどね。 

井上教育長  今、委員長が言われてる学校施設の関係については、今までから地域によ

っては、地域の方が使う施設として校庭に建てたり、あるいは空き教室を活

用してきました。 

       だから、今言われたことについて、この前も質問が出てましたけど、学校

をそういうふうに使いたいというのは、だめとも何とも言ってないですよ。

それは検討すべき課題なんですよ。それが公民館になるのか、地域のコミュ

ニティ施設になるのかはともかく、地域に有効に使ってもらうということは、

誰も諦めもしてないんです。ただ、中央公民館は、もともと２，０００平米

の施設ですから、学校の１部屋ぐらいではだめだなという感じがしてるんで

す。 

小野委員長  僕は、２，０００平米を、こういう２，０００平米じゃなくて、先ほど川

名委員もおっしゃったように、いろんな施設を組み合わせてという発想もし

てほしかったんですけどね。 

種谷委員   ちょっと、今のじゃ、私は納得できないです。悪いけど納得できなので、

もうちょっと公民館の整理をして示していただきたいなと思います。 

       何となくおっしゃることはわかるんですけど、ちょっと私の中ではすっと

入ってこないので、公民館というのは何であって、教育委員会としてどうい

うものについては設置を決議しなくちゃいけないのかというのをちょっと整

理したものがあった方がいいと思います。 

       多分、その名前だけではないと思うので。 

小野委員長  これ以上時間を取っても仕方がないですから、これは次回また継続で議論

しましょう。継続協議ということで。 

井上教育長  はい。 
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種谷委員   多分、名称じゃないと思うので、中身だと思うので。 

小野委員長  その辺も、次回でよろしいですか。 

種谷委員   はい、お願いします。 

小野委員長  よろしいですか。 

委員     （異議なし） 

小野委員長  それでは本日、予定の案件の審議は終了といたしまして、その他、事務局

から何かございますか。 

酒井室長   特にはございません。 

小野委員長  それでは、本日の教育委員会の会議は終了したいと思います。ありがとう

ございました。 

 ─────────── 閉会 午後 ２時４０分  ───────────── 

 

 


