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平成２５年第２０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１１月２８日（木） ２ 場 所 宝塚市役所 研修室 ３ 開会時間  午後１時３１分 ４ 閉会時間  午後２時３６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  幼児・特別支援教育担当課長  谷川 妙美  社会教育課長      高井 緑  中央公民館長      大前 仁司  政策推進担当課長    吉田 康彦 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  ○請願第２号 中央公民館の存続と地下移転計画の見直しを求める請願書（平成２５年１１月１４日受理分）  ○請願第３号 中央公民館の存続と地下移転計画の見直しを求める請願書（平成２５年１１月２５日受理分） 
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 会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３１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２０回宝塚市教育委員会の会議を始めたいと思います。  本日の署名委員は川名委員でございますので、よろしくお願いいたします。  本日の付議案件は請願の審議が２件でございます。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   本日の予定案件につきましては請願の審議が２件でございます。  請願第２号 中央公民館の存続と地下移転計画の見直しを求める請願書、本件につきましては平成２５年１１月１４日に提出があり、同日付で受理した分でございます。  次に請願第３号 中央公民館の存続と地下移転計画の見直しを求める請願書、本件につきましては平成２５年１１月２５日に郵送により送付があったもので、同日付で受理した分でございます。  以上、２件でございます。この２件につきましては、ともに中央公民館及びその代替施設に関する内容でございますので、一括でご審議いただきますようお願いいたします。 小野委員長  今事務局のほうから一括審議でという話がありましたが、そういうことでよろしゅうございますか。 委員    （異議なし） 小野委員長  異議ございませんか。それでは、請願第２号、第３号の一括審議をしたいと思いますけれども、担当課のほうから説明をお願いしたいと思います。 橋詰副課長  請願第２号、第３号につきましては既にお手元に配付させていただいておりますので、請願名、請願者、請願項目のみご紹介させていただきます。  請願第２号 中央公民館の存続と地下移転計画の見直しを求める請願書。  請願者は中央公民館の今後を考える会、菅原美代子さん、野田良さん、太田八重子さんでございます。  請願項目は１、中央公民館を存続してください。２、現地での建て替えが難しい場合は、地下以外の場所での新築または移転を検討してください。３、新築・移転においては、これまでどおりの活動条件が保証されるようにお願いします。  以上、この３項目でございます。  次に請願第３号 中央公民館の存続と地下移転計画の見直しを求める請願書。  請願者は山本敏晴さん１名からの請願でございます。  請願項目は１、中央公民館の存続。２、現地での再建築。３、地下への移転は避けるべき。  以上の３項目でございます。よろしくご審議いただきますよう、お願いいたします。 小野委員長  わかりました。すでに我々は目を通してますから、内容は、そういうこと
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でいいと思いますけれども、実はこの件に関しましては、市議会の常任委員会がございまして、この中央公民館に関する請願が採択されたというように聞いておりますけれども、その常任委員会に関する内容等に関して何かご説明していただけますか。 高井課長   請願第２号と前回の教育委員会の会議で審議いただいた請願第１号の２件について、それぞれ同一の請願者から同一内容の請願が市議会に提出され、１１月２６日の文教生活常任委員会で一括審議され、採択されました。  ただ、請願第１号のうち、請願項目１については教育委員会には現在地での中央公民館の存続を、市議会には中央公民館の機能の存続を求める請願でありました。常任委員会における主な意見をご報告します。  中央公民館の移転先については、住民意識を大切にするべきである。今の計画については一たん踏みとどまって再検討するべきである。計画について市民、利用者への説明も不十分である。議員には新たな施設として開設と説明し、教育委員には公民館が移転すると説明している。どうしてもカルチェヌーボ宝塚逆瀬川に入るためだと思える。移転先が本当に教育施設としてふさわしいか再検討してほしい。障がい者用の駐車場が１台分なんて考えられない。検討案の１から５について、もっと丁寧に比較検討するべきである。ＩＳ値が０．０７の施設を使い続けていることに不満を感じる。早期に閉館するべきである。社会教育法第２０条にある公民館の目的を大切に考え、地域住民の声をしっかり受けとめる必要がある。行革の点からも公民館は市の所有地に建てるべきである。カルチェヌーボ宝塚逆瀬川の地下２階を取得するなら、そこにも税金が使われることになる。もっと時間をかけて検討するべきだ。カルチェヌーボ宝塚逆瀬川への移転についてマイナス要素を改善すべきだが、町の活性化の観点から支持したい。  以上のような討論が行われ、両請願とも賛成多数、賛成７、反対１で採択されました。  以上でございます。 小野委員長  わかりました。 種谷委員   冒頭のところだけもう一回言っていただいていいですか。 高井課長   請願第１号の、請願項目１については教育委員会に対しては現在地での中央公民館の存続を。市議会に対しては中央公民館の機能の存続を求める請願でありました。 種谷委員   中央公民館の機能の存続が議会に求められたんですね。 高井課長   はい。 小野委員長  今、文教生活常任委員会での内容を説明してもらいましたけれども、これまでのところで何かご意見、ご質問ございますでしょうか。 井上委員   請願項目で、中央公民館を存続してくださいとあるんですが、これはどこに行っても中央公民館は存続するんですよね、まず。 井ノ上部長  当初から機能を存続するということは考えております。 井上委員   機能だけですか。名称は中央公民館ですよね。 
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井ノ上部長  はい。 井上委員   それと、現地の建てかえが難しいというぐあいに言われてるんですが、建てかえる場合のメリット、デメリットをお願いしたいと思います。 井ノ上部長  現地で建てかえることになりますと、近隣の人は非常に使い勝手がいいということでそういう声は聞いております。近隣の皆さんにとってはメリットがあると思います。ただ、デメリットに関しましては建築基準法といいますか、用途地域の関係で、日影制限によって同様の建物が建てられない、非常に小さな建物しか建てられないという大きなデメリットがございます。 井上教育長  先ほどの委員の１点目の質問で、中央公民館はどこへ行っても中央公民館という話がありましたね。このことについて少し説明をさせてもらいますと、これは私が９月の市議会で、中央公民館の代替施設について質問された時に、現在の中央公民館の利用団体が学習活動を行える設備や機能を備えることでそのニーズに応えていくとともに、利用者のニーズを捉えた企画をする職員についても当然これまでどおり配置することとしており、現在の中央公民館の機能を十分担保していけるものと考えている、それと、従来の中央公民館の機能を担保しつつ、広くさまざまな市民活動を支援する施設として検討しているという答弁をしてるんですね。これは中央公民館が要らないとかという意味ではなく、中央公民館の機能プラス、広く市民の皆さんに利用していただける施設として、地方自治法上の公の施設として検討していると言って説明してきた経緯があります。請願の中に、中央公民館を元にして考えていくべきではないか、また、公民館機能の中で管理運営を適切に改善、処理すべきという文章がありましたので、それについてはこの前の請願内容のようにさせていただきます。中央公民館という名前も含めてですけども、そういう対応をしていったらいいんじゃないかなと思います。 小野委員長  あれでしょう、ここで言ってる請願項目の中央公民館を存続してくださいというのは、この請願２号と請願３号、請願３号は同じ中央公民館の存続と言いながら駅から近い、緑も多い、ということは第３号は現在の場所で存続してくださいと言ってますよね。第２号も言ってみれば同じことなんじゃないんですか。いわゆる機能を残せということ以外に、今のあの場所で存続してくださいということでは、これは読めないですが、書いてる本人はそのつもりなんじゃないかなと思います。 井上教育長  現地での建てかえが難しい場合は、と書いてありますから。 小野委員長  ２番目にね。だから、この１はあくまでも現地での存続をお願いしますと。 井上教育長  中央公民館そのものを残してほしいというのは、場所は別にしても今委員が言われたとおり、機能も名称も残してほしいと言うことですね。 小野委員長  そういうことですね。ほかに何かございますか。 川名委員   確認ですが、中央公民館について、今出てきている市側の案では、中央公民館の機能は当然残しますが、そこにもっとほかの機能もつくので、名称は変わるかもしれませんと受けとめればいいんでしょうか。 井上教育長  それは名称も含めてですけども、社会教育法上の公民館施設として、教育
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委員会で所管していこうということで、ここの場に挙げさせてもらいました。いろんな意見を聞いて、やはり中央公民館として整備していくべきということで、ここの教育委員会で議論していただきたいと思っています。 小野委員長  教育長がそう言ってるのは、そういう公民館の機能に加えてさらにもう少し広げて使いやすい方法があるならば、もっと市民にも開放していくべきじゃないかなと、そういうことをおっしゃっていたわけですよね。それは私も賛成ですけどね。 井上教育長  前回の請願の中で、公民館機能の中で管理運営方法を適切に改善、処理すべきということが書かれていて、そのとおりこちらも考えていきますということです。 川名委員   私たちも８つぐらいの案、候補をいただいて、１個ずつ検討したわけなんですが、まず１番近隣の皆さんが望んでいる、今のところでの建てかえが難しいということをですね、もっときちんとお伝えしないとわかりにくいと思うんですよ。だから万一今のところで建てかえをするとすれば、今の建築基準に照らし合わせると、今ある面積よりもどのぐらい狭くなってしまいますとか、そういうことをやっぱり具体的にお伝えをして、今まで利用してた方が皆さん十分に利用できなく、部屋を取るのにすごく待たないといけないとか、そういうことをちゃんと伝えないと、やっぱり今のところで建てかえてもらったほうがいいという意見は、これまで利用されてきた方からすれば至極もっともなことだと思うので、何でそれが難しいのかというのはもうちょっとわかるように、どのぐらい狭くなってしまうのかとか、それだと部屋は今幾つあるけどこのぐらいになってしまうとか、そういうのはどうなんですかね。 井ノ上部長  日影地の関係で４階建ての建て物が建てられない。３階建てが建てられるかどうかのぎりぎりの議論だと思うんです。だからその分は部屋数がなくなりますので非常に利用者にとっては、今結構利用されてる施設ですので、困られるのではないかなということです。 川名委員   どのぐらいになるんですか、例えば３分の２ぐらいになってしまうのか半分ぐらいになってしまうのか。もし４階がつくれなかったら、どのぐらいになるんですか。 井ノ上部長  ４分の３ぐらいです。 川名委員   そういった具体的ないろいろデメリットっていうときに、そういった住民の皆さんが判断できるような材料がやっぱりもう少し欲しいなという感じがしますよね。今伺うと、もしそこで建てかえたとしたら大きさとしては、４分の３程度のものになると、そう考えていいわけですね。それからこれは借地なんですが、新築でそんなにぜいたくではない普通くらいのものをそこで建てるとするとどのぐらいの費用がかかるんですか。 井ノ上部長  ９億円程度です。 川名委員   建物が。 井ノ上部長  はい。 
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種谷委員   今のお話の前提として、現在地での今ある建物を補強するというのか、そういう選択肢も一応なくはないと思うんですね。それについてはなぜ選べないということになるんでしょうか。もう一度説明お願いします。 小野委員長  それは一応以前もこの場でありましたけどね。 井ノ上部長  耐震補強だけですと１億円程度ですけども、耐震補強工事をするときは老朽工事というもの、例えば屋上の防水とか外壁をもう一度塗装する。これは鉄筋のさびをできるだけ浸食させないようにということで全体的に工事をやります。それによって１億５，０００万から２億円かかると、建築営繕課から聞いたところではそういう額になります。 川名委員   それと１つは、建物自体の築年数は、どれくらいでしたか。 井ノ上部長  ４３年です。 川名委員   ということは寿命として５０年ぐらいでしたか。 井ノ上部長  鉄筋構造物というのは５０年から６０年というのが大体コンクリート構造物の耐久年数と言われてるんですけども、中央公民館につきましては昭和４５年築ですけども３年後に３階部分と４階部分を増築しています。今ではなかなかそういう増築というのは新耐震基準の中では認められてないんですけども、当時はそういう増築が認められていたので建てられたということです。非常に１階２階に負担がかかっている建物ということで、長期的に利用することは難しいなという判断をしております。 種谷委員   私の手控えでもそのような記載が残っていて、コンクリートの耐久年数が５、６０年なので補強工事を行っても十数年後には建て替えが必要だということと、仮に補強工事をしても外部の補強をしたりとか、ロビーに壁をつくらなくてはいけない、隔壁をつくらなきゃいけないから使い勝手が悪くなるんだというような説明を前回いただいてるんですけれど、それはそういうような不利益が出てくるということになるんですね。 井ノ上部長  そうですね、弱い部分に補強をするということですので。 井上教育長  これは前に資料でも示したとおり、現建物の耐震化工事は内部の隔壁や外部の構造物の設置により、使い勝手、それから快適性が損なわれる。それから築４３年経過しているので、工事をしても次の建てかえまでの期間が短いから断念したということで説明をしています。 井上委員   前回も聞いておりますが、ＩＳ値０．０７の建物について、宝塚市は何カ所あるんでしょうか。 井ノ上部長  宝塚市では新耐震基準での調査をしたときに、ＩＳ値０．０１という建物が一番悪かったんですけども、これは旧長尾支所というところで山本駅の近くにある建物なんですけども、これは取り壊して更地にしました。同様に０．０７の建物というのは御殿山のよりあい広場があったんですけども、あの建物についても今は閉鎖をしておりまして、今年度か来年度には取り壊しの設計委託を行うと聞いています。３つ目に、値が悪いのは中央公民館ということです。 井上委員   ということはかなり危険度が高いということなんですが、この建物を一応
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平成２７年中に廃止するということですが、なぜ平成２７年中なのかということをご説明お願いします。 井上教育長  平成２７年、平成２６年度中というのは、今公民館を利用しておられる方が次どこに行こうかということになると、ある程度めどを立てた中でここへ移ってくださいと説明していく必要はあると思うんですね。それでこの前示していたアピアの案であれば、今から工事にかかって１年で、次の年の３月ぐらいには完成させてもらって、移れるだろうと考えていましたが、公民館の閉館はいつかは一切何も言ってないんですね。ただＩＳ値０．０７の建物をいつまで使っているんだ、危険じゃないかと。請願者も言われてるし議員からもそんな声もあります。確かに同じＩＳ値０．０７の他の建物は閉館してますからね。いつ閉館するかということは教育委員会でも一度提案しないといけないなと思っています。 小野委員長  それは国の指針というか、建築基準法上は何か決まりがあるんですか。 井上教育長  国土交通省が示した数値で大体ＩＳ値０．３未満だったらどうなるかということが示されています。 種谷委員   ＩＳ値っていうのはその０．３以下は危ないっていうのはいつぐらいに発表された指針なんですか。 吉田課長   国のほうでＩＳ値はいわゆる構造耐震指標ということを示されておりますが、震度が６強から７ぐらいの大地震が起こったときにその建物がどれぐらいの耐震性を示すのかというのを数値化した指標になってます。Ｉｓ値が０．３未満の場合というのは、大地震が起こった際に倒壊し、または倒壊する危険性が高いということで補強工事の必要性がありますよっていう指針です。逆に０．６以上、これがもし０．６以上あるということであれば先ほど言いました倒壊、あるいは崩壊という危険性は低いということで耐震補強の必要性はないということが指針として示されています。 種谷委員   それはいつに示されたんですか。 吉田課長   ちょっと今いつかは、データがないんですが、阪神・淡路大震災以降になってるかと思います。 川名委員   仮に地下のカルチェヌーボ宝塚逆瀬川に移るとして、いろんな心配事もあるわけですが、それより前に今のところが何も起こってないのは単に運がいいだけだみたいな感じもあるわけですよね。そういう耐震性が十分じゃないところに、みすみすそうわかっていながら多くの方に利用してもらってるという状況ですから、これもし地震っていうのは今平成２７年とおっしゃいましたが、そこまで絶対ないという保証もないわけですから、危険とわかったら、やっぱりなるべく早くそこは使わないようにできれば、そのほうがいいわけですね、皆さんの命を守るということならね。 井上教育長  それは別に議論してもらわなければいけないのですけども、例えば建てかえるにしてもその間どうするんだというのは、利用している人に説明もしないといけないです。 川名委員   今現在も結構危ないところで勉強してるということになるわけですよね。 
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井上教育長  そうなると、この案の前に示した案で、例えばピピアとかさらら仁川が使えるのかとか、勤労市民センターもそんなに長い間は使えないでしょうけど。利用している人が本当にどこへ行って活動するかというのを早く決めないと。それは別途、協議したいなと思っています。 井上委員   今、川名委員も言われたとおりこれは全く説明不足ですね、早く言ったら。利用者に対してもまた地域の人たちに対してもこれだけ危険なんですよというような、説明不足も甚だしいと思うんです。もっと説明していただくのとともに、利用者がこの移転についてどのように考えてるかという調査はされておられますか。 井ノ上部長  確かに説明不足と言えばそのとおりですが、ただ公民館利用者に対しましてはそういう話はさせていただいて、ここでもう閉めたいというような話は公民館長のほうから伝えながら、避難訓練などそういうものをくり返しながら何とか早く方針を決めてほしいという要望を受けていたところです。ただ今回の方針が決まってからの説明というのは頻繁に行うということはできてないのは実状です。 井上教育長  井上委員が言われた、危ない施設が使われている。これは過去から指摘もされてますから、避難訓練とかは利用者も含めてやっているということですが、建物を使用する限り危ないから、閉館する時期を早く決めないといけないとは思いますね。 種谷委員   市にはさらに厳しいことを申し上げるんですけど、先ほど指針というのはいつできましたかという質問に対して明確にはお手元にないってことでわからないというのはやむを得ないと思うんですけれど、阪神大震災の後ということになるとですね、例えば別にＩＳ値っていうのは平成２２年に診断されたというお話でしたけれど、もっと前にやっていたら多分危なかったというのはきっとわかったんじゃないかなという気がするので、そうすると建てかえなり移転なりをしなければいけないということになったんでしょうから、そうするとそれを視野に入れて例えば先ほどから話題に出ていますけれども、例えば一たんはどこかを借りて、その後新しくできたところに移転するとか、そういうことを検討する余地があったんではないのかと思うんですけれども、ただ、今となってはそういうものを含めてこの間案として幾つかお示しいただいたとは思うんです。それで結論として今の現状としてはカルチェヌーボ宝塚逆瀬川が最善ではないかということで前回このメンバーでもそういうような方向で結論は出たかと思うんですけれども、例えば借地、どこかを借りてやるということについてはなかなか広さを確保するのが難しいとかそういうようなご意見がありましたけれども、その辺も、もうちょっと具体的にというか、一度伺ってるんですけれどピピアとかさらら仁川とかが難しい理由っていうのはどういうところがあるんですか。そこをご説明いただければと思うんですけれど。 井ノ上部長  昨日もピピアとかさらら仁川を再度見直して来たんですけども、部屋の大きさとか部屋の数が少ないんですね。だからこの場所にどれだけの人が受け
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入れられるんだろうかなとか、そういうものを少し市内の施設を調べたり、昨日もかなり施設めぐりをしてきたんですけども、ちょっと整理をしていきたいと今思ってるところなんです。 小野委員長  ただ、今の２つの施設というのは中央公民館からかなり遠いわけでしょう。ですから今ここで言ってる皆さんの満足度からすると相当低いんじゃないですか。その２つの施設に関してはね。 川名委員   今まで使ってた方はちょっと遠くなって利用しづらくなるだろうと思いますね。 小野委員長  僕も請願読んでいると、この方たちは当たり前ですけど今の場所に非常に愛着も感じつつ、あの場所に相当こだわっているんだなと僕は思ったんですけども。ですから今の２つの施設っていうのは、恐らくそういう点で非常にこの方たちの満足度からいったら受け入れられないんだろうなと僕は思いますけどもね。 井上教育長  ピピア、さらら仁川とかの公益施設への移転案というのは、これは検討したんです。だけどこの案は教育委員会でも場所的な問題でできないなということで決定してます。私が言ったのはあくまでも次のつなぎの間にはどこかを使ってもらうというようなこともある程度言ってあげないと、はい、閉めますよだけではいけないでしょっていう意味で、こういう施設しかないということです。 小野委員長  そういう意味ではわかります。  この請願でもあるんですが、地下の移転の件は避けるべきだということで不安材料が挙がってるんですが、例えば地下に移転した場合に具体的に安全性をどのように確保される予定なんでしょうか。 吉田課長   安全性の確保についてですが、今現在ある建物につきましても消防法上で点検をされておりますし、問題なく建物がある状態です。今後はこちらのほうへ移転するということになりましたら、新たな部屋割りに合わせまして、例えば火災に対してはスプリンクラーを設置したり、もともと施設の中には排気口というものが備わっております。仮に火災がおきた時はそこから強制排気されるようなシステムになっておりますので、そういったものを新たな施設をつくった際に改めてきちんとしたものに設置をし直すということになると思います。また一方水害等の心配もこの請願の中にはお示しをされておりますが、今現在仮に１００年に１回の大雨が降ったときにどのようになるかというのを市のほうでも防災マップの中にもお示しをしております。それでいきますと市役所周辺については５０センチぐらいの水がたまるということなんですが、今現在あるアピアについてはこことの地盤の高低差が１２メートル近くありますので、そこまで水が及ぶということはございません。ですのでそういった心配は、例えば入り口から少し水が入るとかは、土のうなどで防げることになりますので、そういった心配もないということで、当然今後施設をつくっていく中では消防法と合致したもの、あるいは建築基準法にも合致したものということで、今の法令に合ったものをつくり上げていく。



平成 25年第 20回会議録  

10  

避難口につきましても屋外へすぐ逃げれるようなところということで、地上面にすぐ逃げれる、階段なしで逃げられるところは今回４カ所設けることになります。新たにっていうのは２カ所ですけども全体として４カ所、それから階段等で逃げられる場所がそれ以外にも７カ所余りになってますので全体で１１カ所、ワンフロアの中で逃げ口を設けるということになります。しっかり今後施設を設置していく中で防災計画等も立てまして、利用者の方に周知をし、安全管理を図っていく、そんな考えでございます。  以上です。 小野委員長  当然地下にそういう公共の施設をつくるっていう場合には、消防法も建築基準法もそういう点を考慮して普通より厳しい点でみるはずですよね。 吉田課長   そうですね、はい。 小野委員長  ですから私たちも前回はそういう附帯条件をつけて、建築基準法ないしは消防法できちんとやっぱり合格するいうことで安全に関しては担保されるんであろうと判断してあそこでも仕方がないかなと判断はしたんですけどもね。 川名委員   請願３号のほうで資料がつけられていまして、請願者がランニングコストについて試算をしておられて、この算定根拠というのはよくわからないんですが、地下であるがゆえにランニングコストがすごく高くなるというふうなことになっています。そうしますと取得にあんまりお金がかからなかったとしても、この先そこを使っていく上ですごく持ち出しが多くなるということであれば、ちょっと考え直さないといけないわけですが、そのあたりのことはご専門の方、ランニングコストですね、どういうふうにお考えですか。 吉田課長   請願３号の中の資料②っていうのをご覧いただきながら、説明させていただきます。  まず１点目の現中央公民館の概要ということで３，５００万円、借地料含めて年間必要経費ということで書かれています。実際には中央公民館の運営には約２，７００万円かかっておりますが、借地料を含めました額として、ここの部分はこのとおりだと思います。２つ目ですね、カルチェヌーボ宝塚逆瀬川へ移転の場合、今回中央公民館が移転をしますのは地下１階部分ということで、我々コスト比較をする場合には現在の中央公民館と同等の平米数で比較する必要があると思いますので、ここの計算の中では地下１階、地下２階というふうになっておりますが、我々のコスト比較の中では地下１階部分で計算をさせていただいております。それでいきますと年間管理費・修繕積立金で２，９００万円、これがかかりますよというのは現在お持ちの所有者の方からお聞きをしておりますのでこれは実際にかかります。  それからその下にある年間総経費概算ということで出されておりますが、これも実は地下１階、地下２階を足したもので計算をされております。実際地下１階部分でかかる費用を考えますと、上は現中央公民館でかかってる３，５００万円マイナス地代の２，７００万円ですね、これがかかるんではないかというふうに思っておりますので、ここに書かれてる６，６００万円というのはちょっと比較対照としては我々は考えていないということになります。 
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 それから大きな２の項目の２つ目の地下施設であり２４時間空調が必要で光熱修繕費を１．５倍で計算というふうになっておりますが、今回の施設につきましては営業時間が終われば空調等、電気等も予備灯とか以外は消すことになりますので、この１．５倍かかるというふうには我々考えておりません。恐らく例えば大阪であるとか大きな地下街で２４時間ずっと空調をきかせておかないといけないとか、そういうところはやっぱり別だと思うんですが、我々の中では実際管理費、今現在管理されてる方にお聞きしても夜間等は当然消してるということなんでその費用はかからないということになります。  コスト比較でもう一つ大事なのは、今回地下１階の床もいただく、設備も整備していただくということで今後発生してくるのはランニングコストが主なところになるんですけども、新たに別の場所に建てかえる前には当然建設費用が先ほど申しましたように９億円余りかかります。それを仮に６０年間使用するとして割り戻したときに、それと、あとアピア３の地下１階に行く分で、修繕積立金と言って大規模改修の分をランニングコストの中に見られてますけども、新たに建てるものは９億円ってのはあくまでも建てる費用です。それ以降６０年間ランニングコストがまたかかってきますので、それでいきますと９億プラス約１１億ぐらいは、トータル２０億ぐらい、実際に６０年間もたそうと思ったらかかりますので、年間３，３００万円余り必要になるのかなと、土地代なしにかかるかなと我々思ってますので、それでいきますと２，９００万円と３，３００万円比較ですが、わずか４００万円余りにはなりますがアピア３へ行くほうが有利になるということで、我々コスト比較の中ではそういう比較をさせていただいたということでございます。  以上でございます。 小野委員長  私から質問なんですけども、この前常任委員会で請願が採択されまして、議会は１２月ですね、そこでもまた審議があったり、今後どういう方向で物事が進むのかなというところをわかる範囲でお教えいただけますかね。難しい質問かもしれませんけど。恐らく例えば議会は文教委員会で通ったから、議会でも恐らく採択されることになると想像するんですけども、そうなると今度は市としてはどういうことをするのかな、再度もう一回白紙に戻してやることになるのか、そういうところをわかる範囲で説明をお願いします。 井上教育長  教育委員会は、市長部局に対してあの建物は危ないです。だから閉館せざるを得ません。そして新たな公民館を早く対応してくださいねと要望する立場です。市の対応は一たん白紙に戻すかどうかいうのはわからないですが、普通は議会で請願が委員会で採択されて本会議でも採択されると、請願の採択を重く受けとめて市も対応します。だからどういう検討がされるかいうのは、これからの話になってきます。 小野委員長  全く白紙っていうか、それはわからないわけですね。 井上教育長  私もまだきちっとわからないんですけど、１２月の議会でアピア３の地下を、寄付してもらうという議案をあげる予定なんですね。これがもう無くな
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るのかどうか、私はわからないんですけども、まだ決まってないのかな。そういう情報は入ってきてないですね。ただ請願が委員会で採択されてますから、その辺ではどうなるのかなと。  それともう一つは、今日の請願２号も今回議会でも議論されまして、請願２号はどちらかといえば利用者からなんですね。そこで地下は自然光がなく、絵を描いたりする場合に色とかで活動が難しいんだと。そういうご意見が請願者のほうから言われていました。  それから、子育てのお母さんが公民館に出入りしますから、保育室とかは地下より地上のほうがいいでしょうねという意見が新たに出てきています。要は中央公民館という名前も機能も残してください。アピア３は地下だからやめて、新たに建てるか、新たな地上にあるようなとこへ移転して下さいという願いですね。 川名委員   全てやっぱりお金がかかることですから、それとの兼ね合いで、私たちもこれが最もいいというふうには誰も思ってないわけですよね。潤沢に税を使えるような時代ではなくなっているので、どのくらいお金をかけられるかということと、市民に文化的な活動をする場をちゃんと確保するという、その２つの中で皆さん苦しみながらやって示していただいた８つぐらいの候補の中ではこれが一番優位であろうというふうに思ったわけですね。ほかの建物もやっぱり避難のときにエレベーターや階段を使わないといけないというのは、３階でも４階でも、自然光は入るけど何かあったときの大変さは同じだというふうなこともあったりしたわけです。ただ私１点ちょっと残念だと思ってるのは、私たちにもこの公民館がこういうことで耐震不足でどこかに行かないといけないということであらかじめ８案が示されて、その中の選択ということになってるわけですよね。住民の人に、やっぱりもっと早い段階から住民参画で一緒に考えてもらうということをやっていれば、同じような結論になるとしてももうちょっと自分たちで考え、納得感も得られたのかなというふうに思うんですよね。お金をたくさん使えないときっていうのは当然ながら受益者の人にもやっぱり負担をしてもらわないといけない。その負担というのは自分たちで考えて、探し、選ぶというそこの過程に時間と力を使ってもらうということがあるわけですから、そういうことをもっと早い段階でなされて、住民自身の方が候補を見つけてきたりっていうことを市と共にやっていれば、同じ結論になるにしても、もうちょっと納得感があったのかなというふうに思うんですね。だから今後はその公民館だけじゃなくて公園であれ何であれ、公共のものを考えるときはやっぱり最初から住民に参画してもらうと。一緒にやって市の負担も減らすし、住民の方もちゃんとそこに加わってもらうというのを、そういうやり方を是非取っていただければいいのではというふうに思います。 井上委員   市も今積極的に協働っていう部分をやっていますよね。 川名委員   ですよね、なのにこれはそういうふうに残念ながら、耐震力が足りないっていうので急いだかと思うんですが、恐らく耐震のことが、数値が定められ
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たのは阪神大震災後かもしれませんが、実際にみんなが大慌てでいろいろ調べだしたのはやっぱり東日本大震災の後ですよね。ですからここ２、３年の間に学校の耐震力だとか公共の施設をということになってばたばたしてきてるわけですけど、その耐震力が足りないっていうのがわかった時点で公民館の利用者とか近隣の住民とかそういう方にもっと力を借りたらよかったのにというふうに思いますね。 井上教育長  確かに川名委員が言われるとおり、もっと早くから説明すべきだとか、いろいろやっておくべきだという意見はこの前からいただいておりますね。市も中央公民館を早く何とかしないとと考えていましたが、具体的なものが示せなくて、今年の夏ぐらいから市議会にも説明に入りました。それからもっと丁寧にやっておくべき、というのは言われたとおり、公民館を利用されてる方であるとかいろんな方にそういったことをやっておくべきだったと。 今後も引き続き場所がどうのこうの等ではなしに、説明については公民館の担当も含めて、全てきっちりと対応していこうと考えてます。 小野委員長  そうですね。ぜひ、そこはもっと改めて今後また必要なわけですから。 川名委員   遠回りなようでも、結局やはり住民が関わっていると納得感もあるし、その後も大切にするっていうのはいろいろなことでわかって、自分たちの施設、自分たちの公園っていう意識が強くなるんで。誰かに選んでもらってできたっていうよりはね。 井上委員   川名委員からのあれもあるんですけども、一応この請願２号、３号については本日採択、不採択っていうのは適当でないと思いますので、継続審議のほうがいいと思うんですがいかがでしょうか。 小野委員長  そうですね、今いろいろ委員のほうから意見ありましたけれども、確かにさっき私も質問しましたけども、現時点では全く白紙といいますか、恐らくこの本会議でまた採択されるんでしょうけれども、その後の市の扱いであるとかそういうことも全く見えない中で、私も今回これで採択、不採択っていう議論をするのは余り適当でないかなと思いますけども、いかがでございましょうか。それでよろしゅうございましょうか。 川名委員   そうですね、何回もやってきてるんであれですけど、この案以外にもっといいものが出るという可能性があんまりないんですかね。 井上教育長  前回の、地域から出てきた請願については教育委員会は不採択で、ただし安全対策も十分留意してくださいとかそういう条件をつけて不採択でということで結論を出しましたね。その後議会では採択になった。我々とは全く違う、そうしたらこれを継続してどうなるのかなと思うんです。 小野委員長  私は今思うのは、今全く条件が変わってしまったなと。今まではああいう条件の中で我々として選んで、消極的ながらこうすべきだなと。今議会が大きく方向を変更しようとしていて、市もそれを受けて恐らく再検討をせざるを得ないですよね。その結果もしかしたらまたカルチェヌーボ宝塚逆瀬川しかないということになる結論もゼロじゃないかもしれませんけども、いずれにしてもですから僕は今この段階で、議会が採択してるものを我々がここで
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またどうこうするのは適切ではないんではないかなと思いまして、いずれまたもしかしたらこれに関して議論をする必要が出てくる可能性もあると思いますので、そのとき再度必要ならば議論をするということで、本日はとりあえず継続審議ということにしたらどうかなとそう思いますけれども、どうでございましょうか。 井上委員   いいんですけども一応この中央公民館の利用者のアンケートをもう一度取り直してみてほしいなと思うんですけども。 川名委員   アンケートとは何を。 井上委員   だから現在のところでいいのか、あるいはカルチェヌーボ宝塚逆瀬川がいいのかとかそのような形で。 川名委員   それは多分情報がどうなんでしょう。十分に。 井上委員   でも利用者の意見を聞いてあげないと。 川名委員   いや、それはもちろんです。それは私もさっきから申し上げています。 井上委員   全く情報不足ですからね。 川名委員   それをまず、例えば今の現地で建てかえるとすごく狭くなっちゃうとか、幾つものそういう。 井上委員   選択肢がありますからその辺もオープンにして、こういう状態になるんだと、今のところで建てかえたらというような説明もやっぱりちゃんとするべきだと思うんですよ。 井上教育長  それは過去にしてきてるんですね。 川名委員   口頭でなさったとおっしゃいましたね。 井上教育長  この前の常任委員会での請願審議のときには、利用者の方から、アピアへは行かないで、請願にあるように新たな場所とか、あるいは地下は危険だとかそういう声がどんどん利用者の間でも広がっているという話があったんだけども、そういう声は広がっているんですか。 大前館長   そういう声は私のところには入ってきておりません。以前に利用者の連絡会のほうでこの市の方針の説明をさせていただいたわけなんですけども、私どもこの４月から常にこの建物は危ないので早く結論を皆さんに示したいというご説明をやってきたわけなんですけど。この夏に市の方針が出ましたのでそういうご報告をさせていただきました。そのときに短時間の中で説明をしておりまして、当然１００名ほど来られてましたので質問も受けました。受けましたけれども時間が足りませんので、私は毎日おりますから細かいことも全てお聞きになりたい方は声をかけてくださいというふうにご説明をしていたんですけども、今まで私のところにこういう具体的な内容はどうなのかという質問は今のところ来ておりません。その説明をしたときに当然市の方針が決まったということで、今までこの施設を使っていたけれど、やっと移転先が決まったなというようなことで、少し安堵感が生まれたような気配は受けました。大賛成ですという声は聞いてませんけど、やっとその方針は決まったなということで、あとは具体的な内容を早く決めてほしいと、そういう感触です。 
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種谷委員   多分、法律的に中央公民館を廃止するとか設置するということについては教育委員会がもちろん決定権者ということにはなるんでしょうけれども、ただしお金、予算の関係とかそういうこと、議案を提出するとか予算とかの兼ね合いは、それはもう市長部局のほうで判断していただかざるを得ない。今の法律の仕組みはそういうふうになっている以上、そちらのほうがちょっと今どういう方向になるのか定まらないということであるならば、少なくとも教育委員会として中央公民館というものは存続させると。ただし今の建物自体は耐震化基準が満たないのでいつ廃止するかどうかということはまた皆さんで検討していかなくてはいけないでしょうけれども、少なくとも中央公民館は別に残していくということが前提であるならば、やっぱり市長部局の動きを全く無視してこちらのほうでどうのこうのっていう審議をしていくというのもちょっとやっぱりおかしな話なので、難しい問題ではあるんでしょうけれども、やっぱりとりあえず現時点では継続審議なのかなというふうに、私は今思ってはいます。 川名委員   その結論でいいんですけれど、私はなるべく心配なところに長くいていただくというのがとても心配であるっていうことと、活動の空白期間があんまり長くできるのは好ましくないなというのもあってですね、ある程度早くに結論を出したほうがいいのかなと。議員さんは議員さんの考えがおありでしょうけれど、私たちは公民館を考える者として、やっぱり教育委員会は教育委員会の考えを出しておいてもいいのかなというふうに思います。 小野委員長  ということはだから市長部局のほうに、こういう議会の判断を受けながら大至急いろんな検討をしてほしいということですね、まずは。だってこれ今このままの案で選ぶのはちょっとやっぱり余りにも、議会の判断を受けて適当じゃないだろうなと思いますから。 井上教育長  これは議会では採択されて、市のほうに送付されて、それを受けて市が白紙に戻して考え直しますということであっても、それは期間がかかりますよね。あの建物は危ないですから、その間閉館することを、この建物を本当に使ってもらっている人に対して説明しないといけないということです。 種谷委員   だからそれはちょっとまた次の議会とかの流れの中で、例えば廃止の決議だけは先にしなきゃいけないというような状況も生まれてくるのかもしれないですよね。 井上教育長  別に条例上廃止にしなくても閉館というかね、閉めてしまうということができるのかと思ったりしたけどね。そこまで議会に、建物をどうしますとか、次の手だてもないうちに条例を変えるとかでなく、そういうことはできると思いますけどね。 井上委員   それをやる場合でしたら、やはり利用者がどこの施設に行けるのかとかいうような細かいとこまでを目途を示してあげないと、そうでないとだめだと思いますけどね。 井上教育長  正直なかなか満足するような施設がないわけですから、全て１００パーセントの建物はないし、それをやっていたら多分１年以上かかるでしょうね。 
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種谷委員   またそこはちょっと真剣に議論していかないといけないと思うんですけどね。 小野委員長  いずれにしても議論が大体出つくしたと思いますので、本日はこの両請願を継続審議ということにいたしたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。  それでは予定の審議は終了いたしましたけれども、事務局のほうからほかに何かございますか。 酒井室長   本日の予定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、ご苦労さまでした。  ─────────── 閉会 午後 ２時３６分 ─────────────  
 


