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平成２５年第１８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２２日（火） 

２ 場 所      宝塚市立教育総合センター 研修室３ 

３ 開会時間  午後３時２９分 

４ 閉会時間  午後４時４８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 学事課長 高田 輝夫 

学校教育部長 安井 優顕 学校教育課長 橘  俊一 

社会教育部長 井ノ上 彰 社会教育課長 高井 緑 

管理室長 酒井 喜久 スポーツ振興課長 岡本 勝幸 

学校教育室長 五十嵐 孝 職員課副課長 内八重 惠 

教育支援室長 田川 隆司 スポーツ振興課副課長 寺田 実 

職員課長 田邊 哲朗 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 

議案第４２号 宝塚市奨学基金条例の一部を改正する条例の制定について意見を申

し出ることについて 

   議案第４３号 公の施設（宝塚市立スポーツセンター及び宝塚市立末広体育館）の

指定管理者の指定について意見を申し出ることについて 

【非公開案件】 

   議案第４４号 公の施設（宝塚市立売布北グラウンド）の指定管理者の指定につい

て意見を申し出ることについて【非公開案件】 

   議案第４５号 公の施設（宝塚市立高司グラウンド）の指定管理者の指定について

意見を申し出ることについて【非公開案件】 

報告第 １号 専決処分した事件の承認を求めることについて（県費負担教職員に

かかる内申を兵庫県教育委員会へ提出することについて） 

【非公開案件】 

10 その他 

   （報告事項） 裁判の判決が出ることについて【非公開案件】 

（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 ３時２９分 ───────────── 

小野委員長  平成２５年第１８回宝塚市教育委員会の会議を始めたいと思います。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、議案が４件、報告事項が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   本日の予定でございますが議案が４件、それと議決事項以外の案件としま

して、報告事項が１件とお知らせしておりましたが、今、お手元のほうに本

日の会議の案件ということで、都合７件の一覧表をお渡ししているかと思い

ます。それをご覧いただけますでしょうか。 

       本日、専決処分にかかる報告案件１件と、それに議決事項以外の案件１件

を、追加させていただいております。 

       まず、付議案件といたしまして、その内容でございますが、議案第４２号 

宝塚市奨学基金条例の一部を改正する条例の制定について意見を申し出るこ

とについて、議案第４３号 公の施設（宝塚市立スポーツセンター及び宝塚

市立末広体育館）の指定管理者の指定について意見を申し出ることについて、

議案第４４号 公の施設（宝塚市立売布北グラウンド）の指定管理者の指定

について意見を申し出ることについて、議案第４５号 公の施設（宝塚市立

高司グラウンド）の指定管理者の指定について意見を申し出ることについて、

でございいます。 

       追加いたします案件ですが、報告第１号として、専決処分した事件の承認

を求めることについて（県費負担教職員にかかる内申を兵庫県教育委員会へ

提出することについて）の、以上５件でございます。 

       さらに、議決事項以外の案件としまして、まず、報告事項といたしまして、

裁判の判決が出ることについて、ということです。それともう一件は、本日

追加いたしました案件として、前回にもこの会議で、継続して協議をいただ

いております中央公民館の耐震化対応について、以上の２件でございます。 

       これらの審議の進め方でございますが、今回、お諮りしたい内容のうち、

非公開案件がございます。 

       まず、議案第４３号から４５号、この３件につきましては、スポーツ施設

の指定管理者の指定に関する案件でございますが、資料の中に団体名等を含

む記載がございますので、この３件について非公開でお願いしたいというこ

と。それと、報告第１号ですが、専決処分をした事件の承認を求めることに

ついて、これについては人事に関する案件でございます。さらには、その他

の報告事項としての裁判の判決が出ることについてでございますが、これも

個人名や当該案件に関する今後の方針等を含むことから、それぞれ非公開で

ご審議いただきたいというふうに思っております。 

       つきましては、審議の順番としましては、まず、議案第４２号 奨学基金

条例の改正、その次に一番下にあります中央公民館の耐震化対応について、

この２件については公開で審議をお願いしたいというふうに考えております。 
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       続いて、非公開案件としまして、まず議案第４３号から４５号については、

一括してご審議いただきたいというふうに考えております。 

       その次でございますが、その他の報告事項、裁判の判決が出ることについ

てをその次にご審議いただき、一番最後になります人事案件については、さ

らに関係課以外退席をした上でご審議いただきたいということで、報告第１

号を一番最後に、という順番でご審議をお願いしたいと考えております。 

小野委員長  それでは、事務局からありましたが何かご意見ございませんか。 

       １件確認をしておきたいのですが、今の議案の４３号から４５号は、公募

をした件ございますよね。その名称があるからいけないということですか。

それとも、結構細かな具体的な内容がありますから、その公募者の名前は公

募してるわけですから別に構わないと思うんですけれども、その選定の経緯

が結構細かに書いてあるので、これはやっぱり非公開にしたいと、恐らくこ

ういう趣旨でございますね。 

酒井室長   団体名とそれにかかる評価が細かく資料の中にございますので、この企業

がどんな評価であったということがわかりますので、その分についてはこれ

は非公開ということでお願いしたいと思います。 

井上教育長  市議会で例えばこれを説明するときに、団体名は出してないんですか。 

酒井室長   Ａ社、Ｂ社という形です。 

井上教育長  ここはＡ社、Ｂ社となるからですね。はい、わかりました。 

小野委員長  ご意見がなかったら、今の事務局のおっしゃるとおりの予定で進みたいと

思います。 

       まず、議案第４２号 宝塚市奨学基金条例の一部を改正する条例の制定に

ついて意見を申し出ることについて、事務局より説明をお願いいたします。 

高田課長   議案第４２号 宝塚市奨学基金条例の一部を改正する条例の制定について

意見を申し出ることについて、提案理由及び内容をご説明申し上げます。 

       本件は、奨学基金の全額３７０万円を今年度中に処分し、一般会計予算に

計上して活用しようとするため、条例の改正を行うことにつき、市長に意見

を申し出るものです。 

       奨学基金は、その運用益金を大学生及び高校生を対象とした奨学資金の貸

し付けや給付などの事業に要する資金にあてるため、昭和４１年に設置され

ましたが、近年は低金利時代にあって、年間の運用益金は５，０００円台に

まで落ち込み、奨学事業の総事業費が約４，０００万円であるのに対し、充

当される額が少額であることから、本来の基金設置の目的を達しているとい

うは言いがたい状況であるため、今年度中にその活用方法を見直そうとする

ものです。 

       今回は、基金を全額取り崩して奨学資金に充てることができるよう、条例

を改正し、基金の処分に関する規定を追加しようとするものです。 

       なお、当該条例改正案が１２月市議会で議決された後は、平成２６年３月

市議会において、補正予算として本基金の全額を平成２５年度中の歳入予算

に計上し、あわせて平成２６年３月３１日をもって本条例を廃止するための
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廃止条例案を提出する予定としています。 

       続きまして、１枚ものの資料、奨学基金利子の運用費充当額・率の年度別

一覧です。１枚ものでお配りしている資料なんですが、この資料につきまし

ては年度別に実際の基金の運用益である利子の額と、奨学資金の決算額の一

覧を参考資料として準備させていただきました。 

       説明は以上でございます。 

小野委員長  何か、ご質問はございませんか。 

       これは、かつて設立した当初は効果があったんですよね。 

高田課長   昭和４１年に、実は寄附を受けたことにより基金が設置されたんですが、

当初は５０万円の寄附から基金が設立されていったんですが、詳しくその過

去の記録を調べてみたところ、当時のその基金運用益というものが、具体的

な数字は出てこなかったんですが、その中で調べられる範囲で調べたところ、

資料にもありますようにこの事業費全体の額を賄う、一部を賄うとはなかな

か言いがたい状況でありましたので、今回、廃止の方向で進めたいという状

況でございます。 

小野委員長  ほかにございませんか。 

       よろしいですか。 

委員    （なし） 

小野委員長  それでは、原案どおり可決ということでよろしいですかね。 

委員    （異議なし） 

小野委員長  それでは、議案第４２号 宝塚市奨学基金条例の一部を改正する条例の制

定について意見を申し出ることについては、原案どおり可決することにいた

します。 

       それでは続きまして、協議事項の中央公民館の耐震化対応についてご説明

をお願いします。これは前回、ごらんいただいているかと思いますが。 

高井課長   本日は、中央公民館の耐震化対応について、継続審議をお願いしたいと考

えております。 

       前回も述べましたが、中央公民館は平成２３年６月に耐震診断により構造

耐震指標Ｉｓ値が０．０７という結果を受けました。 

       Ｉｓ値とは、建物の強度、粘りや建物形状、経年劣化など、その建物を構

成するさまざまな要素を耐震診断基準により計算式に当てはめ、算出した数

値指標で０．３以下は地震による振動及び衝撃に対して倒壊し、または倒壊

する危険性が高いとされておりますので、中央公民館は早急に対応策を図る

必要があります。 

       現在の場所での耐震化工事を検討しましたが、室内への隔壁設置や外部構

造物の設置で非常に使いにくい施設となること、築４０年以上の構造物であ

ることから、取り壊し処分し、廃止しなければならないと考えております。 

       まずは、そのことについて、ご理解いただきたいと考えております。 

小野委員長  はい、どうぞ。 

井ノ上部長  今後につきましては、関係機関との調整を進めまして、皆様にご報告がで
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きるときが来ましたら、きっちりご報告をさせていただきたいと思っており

ます。 

       今回は処分をしていきたいということでご承認をいただきたいと、このよ

うに思っております。 

小野委員長  その件だけということですか。 

井ノ上部長  はい。 

小野委員長  そういうことですか。 

井ノ上部長  はい。 

小野委員長  その後どうするかといったら、また別の機会ですか。 

井ノ上部長  そうですね、そのときが来ましたら、またご報告できると思っております。 

小野委員長  確か、前回の場で、我々、教育委員会は、これに対してどういう立場なの

かなという質問があったと思うんですが、それはどう考えたらいいんですか。

我々に決められることがあるのか、それは全くなくて、単に聞きおいておく

だけなのか、その辺はどう考えているんですか。 

井ノ上部長  教育財産のいわゆる取得と処分につきましては、地方公共団体の長が行う

ということになっておりますけれども、取得に際しては教育委員会の意見を

聴くということが規定されております。ただし、処分に関しましては、特別

な記述はないんですけれども、教育委員会の意見を聞くことが必要であろう

と私は判断しております。 

小野委員長  そうすると、本日は処分に関してだけですね。具体的に今後どうするかは

また、別途、別の機会ですね。 

井ノ上部長  少し後のほうになるかもわかりませんけれども。 

小野委員長  そういうことですね。 

井ノ上部長  はい。 

小野委員長  わかりました。いかがでしょうか。 

井上委員   １点だけいいですか。これ、中央公民館の耐震化が問題になってから、何

年ぐらいにもうなりますかね。ごく最近じゃないですもんね、これが問題化

したのは。 

井ノ上部長  ２３年の６月に耐震化の診断をいたしまして、０．０７という結果を受け

ましたので、２年になりますね。 

井上委員   すみやかに行った方がよろしいですね。 

小野委員長  よろしいですか。 

       それでは、他にご意見がないようですので、中央公民館の耐震化対応に関

しては、取り壊すことに関しては、そのように進めようということでよろし

いと思います。 

       それでは続きまして、非公開案件の議案第４３号から４５号に関してです

けれども、傍聴者は特にいませんので、続けてよろしいですね。 

       それでは、議案第４３号 公の施設（宝塚市立スポーツセンター及び宝塚

市立末広体育館）の指定管理者の指定について意見を申し出ることについて、

議案第４４号 公の施設（宝塚市立売布北グラウンド）の指定管理者の指定
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について意見を申し出ることについて、議案第４５号 公の施設（宝塚市立

高司グラウンド）の指定管理者の指定について意見を申し出ることについて、

を一括審議したいと思います。 

       事務局のほうから、説明をよろしくお願いいたします。 

岡本課長   それでは、議案第４３号 公の施設（宝塚市立スポーツセンター及び宝塚

市立末広体育館）の指定管理者の指定について意見を申し出ることについて、

議案第４４号 公の施設（宝塚市立売布北グラウンド）の指定管理者の指定

について意見を申し出ることについて、及び議案第４５号 公の施設（宝塚

市立高司グラウンド）の指定管理者の指定について意見を申し出ることにつ

いて、一括して提案理由及び内容をご説明申し上げます。 

       本件は、宝塚市立スポーツ施設の平成２６年度から平成３０年度までの５

年間の指定管理者を指定するに当たり、議会の議決を要するため、市長に意

見を申し出るものです。 

       スポーツ施設のうち、宝塚市立売布北グラウンド及び宝塚市立高司グラウ

ンドについては、それぞれ公募により指定管理者候補者の選定を行いました。

宝塚市立スポーツセンター及び宝塚市立末広体育館については平成２６年度

からの指定管理者募集についての協議を進め、スポーツ振興事業の基幹施設

としての役割や継続的なスポーツ振興の実施、並びに災害時の防災拠点とし

ての役割を考慮した結果、非公募により指定管理者の選定を行いました。 

       指定管理者の選定に当たっては、知識経験者、スポーツ団体関係者及び市

民公募委員で構成される宝塚市立スポーツ施設指定管理者選定委員会を設置

して選定を実施しました。選定の方法は、応募の際の申請書・事業計画書・

収支計画書などの書類審査と応募団体の代表者に対する面接及びプレゼンテ

ーション審査を実施し、①市民の平等な利用が確保されていること、②施設

の効用を最大限に発揮でき市民のサービスの向上を図れること、③管理運営

経費の縮減が図れること、④施設の安定した管理運営を行うための能力及び

財政基盤があること等を評価基準として審査を行いました。 

       その結果、公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社が宝塚市立売布北グラウ

ンド及び宝塚市立高司グラウンドの指定管理者として最も適切であると判断

されたため、指定管理者候補者として選定しようとするものです。また、ス

ポーツセンター及び宝塚市立末広体育館についても、同選定委員会において

審査を行い、同公社が指定管理者として適切であると判断されたため、指定

管理者候補者として選定しようとするものです。 

       公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社は、昭和６２年の設立以来、２５年

間にわたって宝塚市立スポーツセンターを初め、市立のスポーツ施設を管

理・運営してきた豊富な経験と実績があり、また、平成１８年度からは指定

管理者としても経営改善を行いながら、スポーツ施設を適切に管理し、市民

の利用に供しており、今回の応募に当たっての宝塚市立スポーツ施設に関す

る提案等においても、引き続き市民サービスの向上と経費の削減及び今後の

意欲的なスポーツ振興への取り組みが期待できると評価されたものです。 
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       あと、引き続き、申し訳ざいません、議案書の９ページ、参考２になりま

す、宝塚市立スポーツ施設指定管理者候補者選定経過につきまして、ご説明

申し上げます。 

       まず、本年の３月１４日に宝塚市立スポーツ施設指定管理者選定委員会の

設置要綱を定めさせていただいてます。その後、同年４月から市民の公募委

員の募集を行いまして、１名の応募がございました。その１名の公募者の方

の選定委員会を開催して、その方を公募委員として選出しております。 

       項目の３といたしまして、第１回選定委員会、これは公募分でございます。

公募対象となります宝塚市立売布北グラウンドと宝塚市立高司グラウンド、

その部分の募集要項であるとか、選定会議で行う業務内容、その辺を選定委

員さんに確認をいただいております。これが第１回の選定委員会になります

ので、その際に選定委員５名で構成されておりますが、その中から委員長を

選出させていただいて、岡田委員長が長として選出されました。委員につき

ましては、表のとおりの５名の方で、知識経験者と財務の専門家の先生と、

あと、利用団体代表者、それと公募委員が１名で、計５名の委員会となって

おります。 

       引き続き４番でございますが、７月１日から公募分の指定管理者候補者の

募集要項を配布させていただいております。それを８月９日まで行いまして、

その間に現地説明を、売布北グラウンドと高司グラウンドの方でさせていた

だいております。その際には９社の団体が現地説明会に参加されております。 

       続きまして１０ページでございますが、第２回の選定委員会、これを７月

２４日に開催いたしております。これは非公募部分になりますので、宝塚市

立スポーツセンターと末広体育館、その非公募分に対する募集要項と指定管

理者の業務内容と、それを選定委員会に確認をいただいております。 

       それを受けまして、先ほどの公募部分について、７番でございますが、８

月８日、それと８月９日、公募部分の売布北グラウンドと高司グラウンドに

対して、宝塚市スポーツ振興公社を含みます５社から公募の応募がございま

した。 

       次に８番でございますが、これも非公募分でございますが、８月２３日に

宝塚市立スポーツセンターと末広体育館に対する事業計画を公益財団法人宝

塚市スポーツ振興公社から申請をいただいております。 

       これら、公募、非公募の事業計画等を提出いただきましたものを、９番で

ございますが、第３回の選定委員会、これを９月１８日に開催させていただ

きまして、その応募者からの事業計画等に対するプレゼンテーションの審査、

また、審査後の意見交換をさせていただいて、まず、公募部分につきまして

は、売布北グラウンドと高司グラウンドとともに、各委員の１位の評価が最

も多い宝塚市立スポーツ振興公社が選定され、また、非公募分のスポーツセ

ンター及び末広体育館についても、１４０点満点のうち、全ての委員の過半

数の評価を得たということで、宝塚市立スポーツ振興公社が指定管理者とし

て選定されております。 
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       あと、１１ページでございますが、これは今回の各委員さん、また各団体

ごとの採点結果をこちらのほうにお示しさせていただいております。 

       それで今後の予定でございますが、今後、１２月の市議会において、宝塚

市スポーツ施設指定管理者候補者の議案を提出させていただいて、議会のほ

うで議決をいただきましたら、１２月中に告示、また、各候補者に通知を送

付させていただいて、そして３月に指定管理者との協定等を締結するという

形でございます。 

       説明は以上でございます。 

小野委員長  わかりました。何か、ご質問はありませんか。どうぞ。 

 

       【 非公開案件の審議あり 】 

 

小野委員長  ほかにご意見はありませんか。よろしいですか。 

委員    （異議なし） 

小野委員長  それでは、議案第４３号 公の施設（宝塚市立スポーツセンター及び宝塚

市立末広体育館）の指定管理者の指定について意見を申し出ることについて、

議案第４４号 公の施設（宝塚市立売布北グラウンド）の指定管理者の指定

について意見を申し出ることについて、議案第４５号 公の施設（宝塚市立

高司グラウンド）の指定管理者の指定について意見を申し出ることについて

は、原案どおり可決をいたします。 

       続きまして、非公開案件の報告事項 裁判の判決が出ることについて、事

務局からお願いいたします。どうぞ。 

橘課長    裁判の判決が出ることについて、説明いたします。 

       本件は、平成２４年（２０１２年）５月１４日付けで神戸地方裁判所伊丹

支部に提出された訴状にかかる裁判が、今年平成２５年８月１２日に結審し、

来週の月曜日である１０月２８日に判決が出されることになりましたので、

報告させていただきます。 

        

      【 非公開案件の審議あり 】 

 

小野委員長  よろしいですか。それでは、報告事項の裁判の判決が出ることについては、

以上で終わりたいと思います。 

       続きまして、次も非公開案件でございますので、関係者以外の退出をお願

いいたします。 

       （関係者以外退出） 

小野委員長  報告第１号 専決処分した事件の承認を求めることについて（県費負担教

職員にかかる内申を兵庫県教育委員会へ提出することについて）。これについ

て、事務局のご説明をお願いします。はい、どうぞ。 

田邊課長   それでは、報告第１号 専決処分した事件について、ご説明申し上げます。 
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       【 非公開案件の審議あり 】 

 

小野委員長  それでは、報告第１号については、承認いたしたいと思います。 

       予定の案件は以上で終了でございますが、他に何かございますか。 

酒井室長   事務局としては以上でございます。 

小野委員長  それでは、これをもちまして、本日の教育委員会の会議を終了したいと思

います。どうもありがとうございました。 

 ─────────── 閉会 午後 ４時４８分 ───────────── 

 


