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平成２５年第２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２月８日（金） 

２ 場 所      宝塚市役所  ２－３会議室 

３ 開会時間  午前１０時０１分 

４ 閉会時間  午前１１時３１分 

５ 出席した委員の氏名 

  田辺 眞人委員長、舛 詇子委員、井上 輝久委員、小野 武委員 

  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 北芝 芳己 教育支援課長 中西 昭子 

学校教育部長 高野 進 青少年センター所長 小田 貢 

社会教育部長 齊所 澄雄 社会教育課長 塩崎 美和子 

管理室長 和田 和久 スポーツ振興課長 小川 清次 

学校教育室長 田川 隆司 中央公民館長 竹内 孝一 

教育支援室長 宇多田 茂 学校教育課副課長 清水 浩明 

職員課長 田中 誠 スポーツ振興課副課長 寺田 実 

学事課長 上木 英一郎 中央図書館副館長 森  丈実 

学校教育課長 橘  俊一 施設課係長 平田 泰三 

教育研究課長 高田 親治   

 

８ 会議の書記     

  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２号 平成２４年度教育委員会所管一般会計補正予算（第７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３号 平成２５年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提出について意

見を申し出ることについて 

○ 議案第４号 宝塚市立スポーツセンター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５号 市立中学校において出席停止に準じた措置を行ったことの検証結果 

    について【 非公開案件 】 

10 その他 

○ 市内各中学校における部活動指導についての聴き取り調査について 

【 非公開案件 】 
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 会議の概要 

 ─────────── 開会 午前１０時０１分 ───────────── 

田辺委員長  それでは、平成２５年第２回宝塚市教育委員会の会議を開催いたします。 

       本日の署名委員は小野委員ですので、よろしくお願いいたします。 

       会議の進行について事務局からのご意見をお聞きしたいと思います。 

和田室長   本日の予定の付議案件は３件、議決事項以外の案件は１件でございますが、

付議案件を１件追加させていただきたいと思います。付議案件としましては、

議案第２号 平成２４年度教育委員会所管一般会計補正予算（第７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３号 平成２５年度教

育委員会所管一般会計予算（案）の提出について意見を申し出ることについ

て、議案第４号 宝塚市立スポーツセンター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、そして追加します案件が、議案第

５号 市立中学校において出席停止に準じた措置を行ったことの検証結果に

ついて、以上４件です。また、議決事項以外の案件は管理部職員課から市内

各中学校における部活動指導についての聴き取り調査についてでございます。

審議の順番としましては、この順番にご審議いただきますようお願いいたし

ます。なお、議案第５号と議決事項以外の案件は特定の生徒や学校に関する

情報が含まれておりますので、非公開での審議をお願いいたします。 

田辺委員長  ありがとうございました。事務局からのご提案で、本日は議案が１件追加

になり、議案が合計４件、議決事項以外の案件が１件でございます。議案第

２号から第４号までを公開で順番に審議した上で、議案第５号と議決事項以

外の案件１件を非公開で審議するということでございますが、よろしいでし

ょうか。 

委員    （異議なし） 

田辺委員長  それでは、そういうふうに審議してまいりたいと思います。傍聴の方はき

ょうはございませんので、早速、議案第２号 平成２４年度教育委員会所管

一般会計補正予算（第７号）（案）の提出について意見を申し出ることについ

てをお諮りをいたしますので、担当課からのご説明をお願いします。 

岩室係長   議案第２号 平成２４年度教育委員会所管一般会計補正予算（第７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２４年度一般会計補正予算（第７号）（案）のうち、教育委員

会関係予算に関しまして、平成２５年３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２４年度教育委員会所管一般会計補正予算（第７号）（案）につきまし

ては、歳入予算に４億９，７４０万８，０００円を増額し、総額を１２億３，

４４８万６，０００円といたします。また、歳出予算に５億３，０８２万円

を増額し、総額を４０億４，２８６万９，０００円といたします。また、継

続費の補正として、長尾幼稚園園舎新築事業に係る継続費の年割額を変更し、

翌年度に繰り越して使用することができる経費として、小、中学校運営事業、
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小、中学校耐震化事業、山手台小学校校舎増築事業、特別支援学校施設整備

事業及び長尾幼稚園園舎新築事業において、繰越明許費を設定いたします。 

       議案の続きの一覧表に基づきまして、若干の中身を説明させていただきた

く思いますので、議案書の７ページをごらんください。 

       よろしいでしょうか。いつものように所属別に歳入の補正及び歳出の補正

の対照表となっております。一番右端の段に各項目の主な内容を掲げさせて

いただいております。歳出のほうで言いますと、大半の項目が△印になって

おりまして、これはマイナス、減額の補正という形の項目になっております。

その中で、一番左に通し番号を書かさせていただきましたが、ナンバー１８

番、１９番、この部分が１，２００万ないしは６００万の増額要求という形

になっております。これは今、国のほうで予算の審議が始まっておりますけ

れども、国の補正予算に向けた部分の予算要求という形になっておりまして、

理科教育振興法に基づく理科の備品を整備しようと、各校１校当たり５０万

の予算事業の規模を組まさせていただいておりまして、財源的には国庫補助

が２分の１、ここに充当されるいう形の予算の組み方になっております。 

       続きまして、次の８ページ、通し番号で言いますと２９、３０番あたりを

ごらんいただきたく思います。小学校の施設耐震化事業、内容欄のほうに国

の予備費対応による増というふうに書かせていただいております。これは国

の補正予算、最終的には今月中に成立する予定で国のほうは組まれておりま

すけれども、それに先立ちまして国のほうが予備費を出動いたしまして、先

に緊急経済対策という形で全国的に発動された経費を持ちまして、小学校の

耐震化の事業という形で、実は今から手続をしましても２４年度中には事業

は間に合いませんので、２４年度に予算を組まさせていただいて、これを繰

越明許費、先ほど申しました繰越明許費の設定をさせていただいて、２５年

度に繰り越して事業を執行しようというものでございます。小学校の耐震化

事業２億７、５００万円の内訳なんですけれども、学校で言いますと西谷小

学校、売布小学校、中山桜台小学校、長尾台小学校、中山五月台小学校、以

上５校を予定しております。 

  同じく通し番号３３番、３４番、中学校の施設耐震化事業、これも 2,830

万円、国予備費対応による増ですが、これも同じ理由をもって掲げさせてい

ただいておりまして、中学校の場合につきましては南ひばりガ丘中学校、こ

の１校という形になっております。 

  その下、３５番から３８番、特別支援学校の校舎等整備工事費１，１４０

万円、それから長尾幼稚園の園舎移転新築事業、園舎等整備工事費なんです

が、この２項目につきましては国の補正予算のほうに対応するべく予算措置

をさせていただいておりまして、特別支援学校１，１４０万円、これはエレ

ベーターの更新事業です。３台あるうちの１台を更新する予定にしておりま

す。長尾幼稚園のほうにつきましては平成２３年度、２４年度、２５年度３

カ年の継続費を設定させていただいておるんですけれども、２５年度に継続

費として組みました部分を国の補正予算に対応すべく２４年度のほうに予算
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を設定しようという形の組みかえという形になります。 

       あとは入札差金でありますとか、年度が終結しようとしておりますので、

事業費の確定でありますとかという所要の整備をさせていただいた部分の整

理の減額という形になっております。説明は以上でございます。 

田辺委員長  ありがとうございました。いかがでしょうか。ご質問、ご意見はあります

でしょうか。 

       国の補正予算や予備費の対応と、それから入札減額や事業費の確定という

ことでございますが、よいですかね。 

  それでは、議案第２号 平成２４年度教育委員会所管一般会計補正予算（第

７号）（案）の提出について意見を申し出ることについては、これを原案のと

おり可決ということで異議はございませんか。 

委員    （異議なし） 

田辺委員長  ありがとうございました。それでは、議案第２号を原案のとおり可決する

ことにいたします。 

       次に、議案第３号 平成２５年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提

出について意見を申し出ることについて、これをお伺いいたしますので、担

当課のご意見をお願いいたします。 

岩室係長   議案第３号 平成２５年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提出につ

いて意見を申し出ることについて、内容のご説明を申し上げます。 

       本件は、平成２５年度一般会計予算のうち教育委員会関係予算に関しまし

て、平成２５年３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予算（案）については、歳入額は６

億２９７万９，０００円、歳出額は３３億７，６３５万５，０００円といた

します。また、債務負担行為（案）としまして私立高等学校入学支度金融資

あっせん制度に係る損失補償について債務負担行為を設定いたします。 

       詳細につきまして議案のほうにつけております集計表、１５ページをごら

んください。 

       １５ページには各所属別、所管課別の予算の集計表という形で整理をさせ

ていただいております。１番左端から列ごとに①経常一般経費、②扶助費と

いうふうに項目別になっておるんですけれども、①がいわゆる枠予算、ある

一定の一般財源をもって教育委員会の中で予算を組みなさいという形の予算

の部分でございます。②番目、扶助費、これは就学援助に代表される扶助費、

就学援助関係、学事課のみになりますけれども、この部分の経費になってお

ります。③番目、その他の経費。このゾーンにつきましてはあらかじめ財政

課のほうから指定がございまして、ある一定のジャンルに係る経費について

は枠予算、つまり教育委員会の中で自由に組むことなく、一件査定を受ける

という形の指定経費になっております。大きなところを言いますと、教育企

画課１億３，８００万円余り、ここには学校関連の教材費にまつわる経費が
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入っております。学事課２億５，９００万円余り、ここは一番大きなところ

で言いますと、私立幼稚園就園奨励費補助金、これが２億円弱を占めており

ます。それから、教育研究課は学校園関連のコンピューター、ＩＣＴ関連で

す。これの経費はすべからくその他経費という形になっておりますので、コ

ンピューター関連の経費で１億円余りという形になっております。あと社会

教育課、スポーツ振興課はそれぞれ指定管理料という形になりますので、ス

ポーツセンターないしは宝塚自然の家の指定管理料という形になっておりま

す。それから、区分④は今回該当ございません。⑤から⑧は実施計画対象経

費となっておりますが、その中で⑤投資的経費と⑥経常経費と⑦臨時経費は

ございまして、⑧はございません。３区分という形になっております。以前

に実施計画の途上で、要求をしておりますという形で教育委員会のほうでも

ご報告させていただいた部分の市全体の枠がはまりまして、教育委員会に下

りてきた部分の予算化をさせていただいている数字という形なっております。

要求ベースでは細かい要求科目、事業単位で教育委員会内の全部局で４４項

目あったんですけれども、実際に実施計画で認められて採択という形になり

ましたのは１８項目ほどになっております。この１８項目ほどが各それぞれ

の⑤⑥⑦区分に応じた形で金額で割り振られているという形になっておりま

す。 

       ⑤の投資的経費、これの主だったところからご説明させていただきますと、

教育企画課で４，６００万円余り、これは各耐震化工事でありますとか大規

模改修の学校等々の耐震化工事にあわせた備品の老朽更新という形で、主だ

った部分については備品購入費になっております。それから施設課の４億円

余り、これにつきましては耐震化工事そのもの、施設の整備事業、それから

大きなところでいきますと長尾幼稚園の園舎の新築事業という形になってお

ります。西公民館３，８５０万円、それから西図書館３，３５０万円になっ

ておるんですけれども、そちらの関連につきましては毎年図書費ということ

で別枠で中央図書館にもありますが、今回西公民館、西図書館が複合施設に

なっておりまして、外壁のタイルの改修工事、これがプラスとなり実施計画

の採択という形で追加で認められている経費になっております。 

       続きまして、⑥番目の経常経費、実施計画の経常経費なんですが、額的に

はちょっと細かい経費になるんですけれども、教育企画課７５４万円、この

中身につきましては、かつて行革という形で行財政改革の一環ということで

事業を取りやめという形に一旦なったんですけれども、学校関連の、トイレ

清掃委託、その部分が復活をいたしました。それから学校教育課の 3,360 万

円余り、この部分につきましては後で詳細はまた一覧表でご説明いたします

けれども、学校図書館司書の経費、それから生活指導支援員の経費、これら

の部分が含まれております。それから一番下のスポーツ 1,527 万 5,000 円、

これはスポーツセンター管理事業といたしまして、次の議案にも出てくるん

ですが、売布北グラウンドの維持管理経費と言いますか、この部分が採択と

いう形になっております。 
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       それから⑦番目、臨時的な経費という形で１億３，５００万円ほどになっ

ておりますが、教育企画課で１，７９０万円、このうち大部分を占めており

ますのが消火器、各学校へ配置しております消火器の更新、これは消防法等々

の改正で、ある一定の年限を過ぎますと、その容器自体が使えないという形

になっておりますので、新年度１年かけて更新をしていくという形になって

おります。それから施設課の３，８００万円余り、この部分につきましては

従来の教室不足の対応という形で仮設校舎借上料、この部分が経費として含

まれております。それから教育研究課の７，１５０万円、これは先ほどの指

定経費でもありましたが、学校の教育用コンピューター関連で、そのコンピ

ューターを司っておりますオペレーションシステム、いわゆるＯＳのソフト

を変更しようとする経費が７，４００万円余りという形になっております。

それから一番下の額はちょっと小さいですが、先ほどもありましたスポーツ

センター２７０万円余り、これは２５年度の供用開始を目指しております売

布北グラウンドの施設の予約システム、これが市全体でコンピューター等か

らオンライン予約ができるという形になっておりますので、そこに組み込み

をさせてもらうという形の経費とになっております。 

       それから続きまして、予算関係資料という冊子をお配りさせていただいて

おります。こちらのほうをごらんいただきたいんですが、資料１ページ、よ

ろしいでしょうか。 

       今般、市全体の一般会計総額、平成２５年度予算歳出合計という形で 711

億円という数字が合計欄に入っておると思います。網掛けでこれは予算の款

別で並べた分なんですけれども、１０番目に教育費という形で 62億 1,890万

8,000 円という形の姿になっておるという表なんですが、その表の下に教育

費、再掲ですが、６２億１，８９０万８，０００円、このうち教育委員会が

直接所管をしていない一番大きなところで言いますと、人件費、我々の分も

そうなんですが、人事課が所管しております人件費が２９億円余り。それか

ら額は小さいですけれども６００万円余りで西谷の教職員住宅、これは住宅

を建てたときに公立学校共済組合から借用した形になっておりますので、そ

れの償還金がはまっております。それらを差し引きしますと 33 億 1,220 万

8,000 円、それが教育委員会所管の１０教育費の中で組まさせていただいて

おる教育費になりまして、教育委員会の所管の分につきましては事務的な経

費、例えば郵便代でありますとか、公用車のガソリン代でありますとか、そ

の部分が２総務費のほうで庁内一括で組んでおりますので、そちらの経費が

6,400万円余りになりますので、それを合計いたしますと 33億 7,635万 5,000

円という形になりまして、先ほどの議案のほうで説明させていただきました

議案の１５ページの集計表の歳出の一番下の合計額に一致するという表にな

っております。 

この３３億７，６３５万５，０００円という教育委員会関連の経費なんで

すが、先ほどの３月補正で予算を組まさせていただいて、２５年度に予定し

ておりました経費を繰り越して実際には執行するという形になりましたので、
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実質的には３３億７，６００万円に約３億円がプラスになった形で事業を進

めていくという形になります。その約３億円余りを加えますと実質的には対

前年度に比しますと約１億８，０００万円プラスという形になっております

ので、この一覧表で整理しました部分につきましては対前年度比割れとはな

っておるんですけれども、実質的な事業費の規模という形は対前年度比はプ

ラスという形になっております。 

       それからあと細かい表もつけさせていただいております。時間の関係もあ

りますので、若干中身をピックアップさせていただいて簡単な説明をさせて

いただきたく思いますので、引き続き資料の３ページをごらんください。 

       資料の３ページ、通し番号一番左につけております。３番目、小中学校等々

の運営事業、この中に先ほど申しましたトイレの清掃でありますとか、今回

５年ぶりになるんですが遊具の安全点検、これをやっぱり専門の手によった

点検をしてもらおうと、それによって不具合が万が一生じたら次のステップ

と言いますか、対応をしていこう。まずは点検を実施しようという経費が５

年ぶりにつきました。 

       それから次のページに行かさせていただきまして、４ページの通し番号 11

番、小学校施設整備事業、ここも事業全体で見ますと約４，０００万円のプ

ラスになっておるんですけれども、ここで具体的な項目ではちょっと出てな

いんですが、先ほどの実施計画で要求しました部分で３項目ほど新しくと言

いますか、久方ぶりと言いますか、項目が採択されております。小学校の施

設整備事業の中でグラウンド整備が１校分、これは約１，２００万円程度。

それから小学校の床の改修、体育館の床が老朽化しております長尾南小学校

の体育館の床の改修を予定しております。これが約２，１００万円。それか

らあと中学校とあわせて、議会等々でも話題になっておりました学校での飲

み水の対応という形になりますので、水道管から直接引いた水栓を各校１か

所につけるいう形の経費が小学校では 640 万円、同じ経費が中学校では 320

万円という形でついております。 

       それから通し番号１４番、中学校の施設整備事業、こちらのほうも今の直

送水栓の設置に加えまして、グラウンド整備、これも１校、予算が実施計画

という形で採択になっております。これは約２，７００万円余りの経費にな

っておりまして、中学校施設整備事業の全体としましては約３，０００万円

強の増という形になっております。 

       それから６ページ、通し番号２７番をごらんください。 

       生活指導支援員配置事業、予算の事業立ては教職員総務事業の中のアルバ

イト賃金という形に溶け込んでおるんですけれども、生活指導支援員の充実

という形で、これも実施計画で認められた経費となっております。平成２４

年度につきましては３人体制で週３日という体制を、今度新年度になります

と４人体制で週５日という体制を組もうという形の増額という形になってお

ります。この同じ生活指導支援員、トータルでは増額になりましたので 800

万円余りの事業規模になっておるんですけれども、３１番、緊急雇用就業機
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会創出事業、この中に同じ項目名があると思うんですが、生活指導支援員配

置事業としまして２００万円余り、今度新体制の４人のうち一人分につきま

しては、緊急雇用の国の財源を充当させてもらおうという形の経費となって

おります。 

       次に８ページをごらんください。 

       ここで一つ訂正をお願いしたく、大変申しわけないんですが、今ご説明申

し上げました生活指導支援員配置事業、５０番目の項目が重複しております

ので、その項目自体削除という形でお願いしたく思います。大変申しわけご

ざいませんでした。 

       それからちょっと戻りまして、同じページの４６番、西谷幼稚園の３年保

育事業、これは先に条例も改正されまして、この条例改正に向けて所要の経

費をという形になっておるんですけれども、今回市の予算立てが一応首長選

挙を目前にという形で骨格予算という形になっておるんですけれども、唯一

◎、新規という形で表示が出ている項目は唯一この項目になりまして、西谷

幼稚園に限りまして３年保育を実施する。それの所要の備品等々の経費が上

がっておるという形の、唯一の◎の項目がこれになっております。 

       それから同じページ、４９番、学校図書館司書、この部分につきましても

先ほど申しましたように実施計画で増という形で認められました。本年のは

小中あわせて延べ２０人、年６０日体制から各校配置になりまして３９人、

年９０日体制という形になっておりますので、大幅な増額という形になって

おります。ちなみに２４年度につきましては緊急雇用という形で同じく国の

特定財源等々をあてておりましたけれども、２５年度からはその緊急雇用が

なくなりましたので、１００％市単費、市の税金をもって事業を進めていく

という形になりました。 

       それから最終１２ページをごらんください。 

       ナンバー８６番、先ほど西図書館管理運営事業、外壁改修工事をいたしま

すという形で説明をさせていただきました。これは西公民館をあわせてとい

う形になっております。 

       それから一番最後の項目、９０番、スポーツセンター管理運営事業、これ

も先ほど項目としては挙げさせていただきました売布北グラウンドの整備と

いう形で、備品でありますとか、先ほどのシステム予約追加でありますとか

と言う経費で１，８００万円を計上させていただいておるという形になりま

して、これがスポーツセンター管理運営事業の前に○をしておりますが、唯

一今回、表示的には拡充マークがついてるのはこの事業のみという形になっ

ております。説明は以上でございます。 

田辺委員長  ありがとうございました。いかがでしょうか。ご質問、ご意見ございませ

んでしょうか。 

井上委員   私、昨日これをいただいてなかなか全てに目を通せてないんですけども、

新年度は自校炊飯に係る経費とかはないんですか。 

岩室係長   済みません、説明が漏れておりました。市全体が骨格予算という形になり
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まして、ある一定の項目、市全体では１５を超える項目で調整がかかってお

るんですけれども、教育委員会が所管している経費の中では唯一米飯の自校

炊飯に係る経費、これが骨格予算調整という形で当初予算には組み込んでお

りません。経費的には約２，３００万円になっておるんですけれども、現時

点での予定では次回の６月に開かれるであろう議会に補正予算という形で、

一般的には肉づけ予算と言ってるんですけども、予算の再編成という形で項

目的には挙がってくるという予定になっております。 

井上委員   ありがとうございます。 

田辺委員長  ほかにありますか。 

脇舛委員   ３ページの２に関することですけれども、警備に関してですが、以前に中

学校の防犯カメラの設置というふうなことが出ておりましたけれども、それ

は来年度でしょうか。どういうふうに検討されているんでしょうか。 

田辺委員長  いかがでしょうか。 

井上教育長  防犯カメラですけども、今年度の予算には入ってなくて、それは県のほう

です。警察の関係で交付金というんですか、そのような事業ができるという

ことを、警察のほうから聞いてまして、できればそれに申請してやっていこ

うかなということで、当初予算には入っておりません。今後、希望校を募っ

て、警察の方へ申請して整備していくというふうな考えをもっています。来

年度から動こうというふうには思ってます。 

田辺委員長  よろしいですか。これについてはこのくらいですね。 

       それでは、議案第３号 平成２５年度教育委員会所管一般会計予算（案）

の提出について意見を申し出ることについては原案のとおり可決するという

ことで異議ございませんか。 

委員    （異議なし） 

田辺委員長  それでは、議案第３号を可決いたします。 

       次に、議案第４号 宝塚市立スポーツセンター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、これをお諮りいたしますので、

担当課のご説明をお願いします。 

小川課長   議案第４号 宝塚市立スポーツセンター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、平成２５年度中に宝塚市立売布北グラウンドを市民へ供用開始し

ようとするため所要の改正をするものです。主な改正の内容は市立売布北グ

ラウンドを市のスポーツ施設として追加し、既存の施設についても所在地ご

とに３つのスポーツ施設として整理します。これに伴い、条例の名称につい

ても宝塚市立スポーツ施設条例に改正します。 

       また、市立売布北グラウンドの施設である野球場及びテニスコートの利用

料金につきましては、市立スポーツセンターの各施設とほぼ同規模であるこ

とから、スポーツセンターと同額の利用料金を設定しています。なお、既存

の施設の利用料金には一切変更はありませんが、市立売布北グラウンドの利
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用料金を規定するにあたって別表を見直し、スポーツ施設ごとに施設や設備

の利用料金を規定します。 

       条例の施行期日については、市立売布北グラウンドは民間開発事業者から

寄附を受ける施設であり、管理棟や－部の土地について現状では寄附を受け

ていないため、当該改正条例の公布の日から起算して１年を超えない範囲で

規則で定めるものとしています。 

       今後の予定としましては、平成２５年６月市議会で指定管理者の指定につ

いて議決を得た後に、準備が整い次第供用を開始したいと考えています。説

明は以上でございます。 

田辺委員長  ありがとうございます。ここの議案書に関して特に追加のご説明はござい

ませんか。 

小川課長   議案書のほうは１７ページでございます。こちらのほう若干ご説明をさせ

ていただきます。 

       まず、今回は宝塚市立スポーツセンター条例を改めまして宝塚市立スポー

ツ施設条例ということで、題名をまず変更するということになっております。 

       それから各条中におきます「宝塚市立スポーツセンター」を「宝塚市立ス

ポーツ施設」にということで、今後スポーツセンターというものをスポーツ

施設という言葉に改めたいというふうに思います。以下につきましてはこの

後ろに別表につけてます新旧対照表がございますので、詳細はこちらのほう

でご確認いただきたいと思います。説明は簡単ですけども以上でございます。 

田辺委員長  ありがとうございます。議案書２３ページからの別表で具体的なことは示

されているということになります。何かご質問はありますか。 

井上委員   花屋敷グラウンドはどこに入るんでしょうか。 

小川課長   花屋敷グラウンドにつきましては、現在のところ、この条例の中で、予定

としましては第２条の中の一番最後の売布北グラウンドの下に入れることを

検討しております。 

井上委員   それでは売布北グラウンドと花屋敷グラウンド、競技種目の線引きはでき

てるんですか。 

小川課長   売布北グラウンドは野球場とテニスコートです。それから現在花屋敷グラ

ウンドにつきましては、検討しておりますのは多目的グラウンドと野球場、

それからテニスコート、そういうふうに計画させていただいております。 

田辺委員長  今回は売布北グラウンドの追加ということでの変更で、近い将来に花屋敷

の施設が追加されたら、これはまた改めて追加されるということですか。 

小川課長   そうです。 

田辺委員長  よろしいですか。 

小野委員   ちょっと私の理解不足というか、先ほどこの説明がありましたところの一

番下のほうで、売布北グラウンドは民間開発業者から寄附を受ける施設であ

り、一部の土地については寄附を受けていないため、当該改正条例の公布の

日から起算して１年を超えない範囲で規則を定めるというのは１年以内にこ

の管理棟とか、一部の土地についても寄附を受けるということの意味なんで
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しょうか。この意味合いがよくわからないんですけど。 

田辺委員長  いかがですか。 

齊所部長   そうでございます。今現在グラウンドとテニスコートはできております。

それと管理棟、クラブハウスでございますけれども、これは今工事中でござ

いますので、一応５月末ぐらいには全て完了できるのではないかなという形

で進んでおるわけでございますので、それが全て引き渡しできた時点で本格

的なオープンになるかなというそういう感じで考えておるところでございま

す。 

小野委員   そういう意味合いですか。 

田辺委員長  もう一度確認したいんですけども、管理棟や一部の土地について先ほどの

ご説明は寄附を受けてないけども、これが寄附されるということなんですか。

整備とはまた別問題で。 

齊所部長   はい。市に寄附いただけるということになっております。 

田辺委員長  そのときにはまたこれを追加訂正するということですか。 

齊所部長   施行日と言いますか、いつから本格的にオープンできるかという施行日を

そのときには定めていくという形になるかと思います。 

小野委員   それから条例の２３ページ、これも私の理解が足りない点なのかもしれま

せんが、現行と改正案とありますね。現行のほうにはこの施設名として屋内

プール、屋外プール、野球場とこう書いてありまして、改正案のほうでは名

称、宝塚市立スポーツセンターとあるんですが、これは現行とこの改正案と

どう対比するんですか。これは今まで個別に呼んでいたのを一括スポーツセ

ンターとするという意味合いなんですか、これは。 

田辺委員長  いかがですか。 

寺田副課長  ただいまのご質問ですけれども、現行の２条に規定していた施設を場所ご

とに一つにまとめまして、屋外プール、屋内プールという表現は右側の次の

ページの４条の部分なんですけれども、ここで細分して分類をしたというこ

とで、現行の２条を新しい条例では２条と４条に分けて表現させていただい

ております。 

小野委員   それとここでは１条でスポーツ施設、「センター」を「施設」にかえると言

ってますが、実際に個々の施設はやっぱりスポーツセンターと言うわけです

か。 

田辺委員長  今までは宝塚のスポーツ施設としては市立スポーツセンターしかなかった

からこの名称が使われてきたけれども、今回は新たなものが加わったので、

両方合わせたものを宝塚スポーツ施設にして、前のセンターはそのままある

わけですから続くということですね。 

寺田副課長  小浜の施設のみをスポーツセンターという表現にさせていただきます。 

田辺委員長  それは前からそうですね。 

寺田副課長  現在は小浜と、高司グラウンドと末広体育館を全部含めてスポーツセンタ

ーと言っております。 

田辺委員長  そういうことなんですか。 
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寺田副課長  今回は所在地ごとに分けさせていただきました。 

井上教育長  前がわかりにくかったですね。どこの場所でも全てをくっつけて言ってま

したから。スポーツセンター条例として。それを場所ごとに条例改正をして、

一回整理してもらったということです。 

小野委員   わかりました。 

脇舛委員   すごくすっきりしたと思います。よりわかりやすくなったというふうに思

ってます。 

田辺委員長  そうしますと２５ページの１５条あたりからですが、指定管理者というの

は今後は全部を一括して管理することですか。それとも施設ごとに。今まで

は施設は一つだったわけですから、指定管理者も１つでよかったんですけど

も、この点はどうなるんですか。 

齊所部長   これに関しましては今現在のところはスポーツセンターは一つの指定管理

者が管理をしております。ただこの売布北に関しましては、新しい施設とし

まして最終的には結論が出てないんですけども、ただ地元の方々でＮＰＯ等

でやはり指定管理に参加したいという方がいらっしゃるのも聞いております

ので、まだ最終的に公募、非公募、その最終的な判断はまだ庁内的にはでき

てないような状態でございますけども、少なくともこの１年間、今スポーツ

センターが、２６年度から切りかえになりますから少なくとも１年、この 

２５年度につきましては今のスポーツセンターの指定管理者にお願いしよう

と、非公募でお願いしようと思っております。２６年度からは分離するかど

うかというのはまだ庁内的には結論が出てないというような形でご理解をお

願いいたしたいと思っております。 

井上教育長  確認だけですが、３１ページの図で、テニスコートの左側の土地、これは

売布北グラウンド施設の配置図だから、この土地も含んでグラウンドという

ことですか。 

小川課長   そうです。 

井上教育長  ということは教育委員会が所管するようになるんですね。 

小川課長   そうです。 

井上教育長  実はここは整備ができてないから、教育委員会で予算をとって整理しない

といけないようになる。もし整備するとしたら。この土地は公園みたいなと

ころなんですけども、余り地面が整備できてないような状態なんです。ただ

急な階段なんで、ここへ来る人が多いかどうかわからないんですけど。公園

に渡して市の公園として整備してもらったらよかったですが、図面を見たら

入ってますね。 

田辺委員長  よろしいでしょうか。 

       それでは、議案第４号 宝塚市立スポーツセンター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原案のとおり可決するとい

うことで異議はございませんか。 

委員    （異議なし） 

田辺委員長  それでは、議案第４号 宝塚市立スポーツセンター条例の一部を改正する
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条例の制定について意見を申し出ることについて原案のとおり可決すること

にいたします。 

       それでは、議案第５号でございますが、これは非公開ということでしたの

で、担当課以外の方は退出をお願いいたします。 

〔関係者以外退出〕 

田辺委員長  それでは、議案第５号 市立中学校において出席停止に準じた措置を行っ

たことの検証結果についてお諮りをいたします。担当課のご説明をお願いい

たします。 

橘課長    議案第５号 市立中学校において出席停止に準じた措置を行ったことの検

証結果について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。 

        

        【 非公開案件の審議あり 】 

 

田辺委員長  よろしいですか。 

       それでは、議案第５号 市立中学校において出席停止に準じた措置を行っ

たことの検証結果について、原案のとおり可決するということで異議はござ

いませんか。 

委員    （異議なし） 

田辺委員長  それでは、議案第５号を可決いたします。 

       次に、議決事項以外の案件の審議に入りたいと思いますが、これも非公開

でございますが、関係者以外の方はもういらっしゃいませんね。 

       それでは、市内各中学校における部活動指導についての聴き取り調査につ

いて、担当課のご説明をお願いします。 

田中課長   市内各中学校における部活動指導についての聴き取り調査についてでござ

います。 

        

        【 非公開案件の審議あり 】 

 

田辺委員長  それでは、本日の案件の審議はこれで終了ということですので、ほかに何

かございましたら、どうぞおっしゃっていただきたいと思います。 

和田室長   ありがとうございました。本日は以上でございます。特に他にはございま

せん。 

田辺委員長  それでは、本日の教育委員会の会議を閉会いたします。どうもありがとう

ございました。 

 ─────────── 閉会 午前１１時３１分 ───────────── 

 

 


