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平成２５年第５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３月２７日（水） 

２ 場 所      宝塚市役所  ２－４・５会議室 

３ 開会時間  午後２時０２分 

４ 閉会時間  午後３時３８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 スポーツ振興課長 小川 清次 

学校教育部長 高野 進 教育企画課副課長 橋詰 まゆ美 

社会教育部長 齊所 澄雄 職員課副課長 田邊 哲朗 

管理室長 和田 和久 学事課副課長 高田 輝夫 

学校教育室長 田川 隆司 学校教育課副課長 紀谷 貴美子 

教育支援室長 宇多田 茂 学校教育課副課長 清水 浩明 

学事課長 上木 英一郎 スポーツ振興課副課長 寺田 実 

学校教育課長 橘  俊一 中央図書館副館長 森  丈実 

教育研究課長 高田 親治 西図書館長 西田 薫 

教育支援課長 中西 昭子 学校教育課係長 高橋 剛 

青少年センター所長 小田 貢 西図書館係長 花村 久代 

 

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１０号 宝塚市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制

定について 

  ○議案第１１号 宝塚市教育委員会情報公開条例施行規則の一部を改正する規則の制

定について 

  ○議案第１２号 宝塚市教育委員会個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則

の制定について 

  ○議案第１３号 宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名に

関する規則の一部を改正する規則の制定について 

  ○議案第１４号 宝塚市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

  ○議案第１５号 宝塚市立スポーツセンター条例施行規則の一部を改正する規則の制

定について 
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  ○議案第１６号 宝塚市公立学校教科用図書採択協議会規程の一部を改正する規程の

制定について 

  ○議案第１７号 平成２５年度宝塚市立西山幼稚園１年保育の園児の定員の変更につ

いて 

○議案第１８号 勧告書に対する検証結果を報告することについて【非公開案件】 
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 会議の概要 

 ─────────── 開会 午後 ２時０２分 ───────────── 

田辺委員長  それでは、平成２５年第５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。 

       本日の付議案件は９件でございます。事務局からのご提案をお聞きします。 

和田室長   本日の付議案件は９件でございます。議案第１０号 宝塚市教育委員会事

務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制定について、議案第１１号 宝

塚市教育委員会情報公開条例施行規則の一部を改正する規則の制定について、

議案第１２号 宝塚市教育委員会個人情報保護条例施行規則の一部を改正す

る規則の制定について、議案第１３号 宝塚市教育委員会事務局及び学校そ

の他の教育機関の職員の職名に関する規則の一部を改正する規則の制定につ

いて、議案第１４号 宝塚市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則の

制定について、議案第１５号 宝塚市立スポーツセンター条例施行規則の一

部を改正する規則の制定について、議案第１６号 宝塚市公立学校教科用図

書採択協議会規程の一部を改正する規程の制定について、議案第１７号 平

成２５年度宝塚市立西山幼稚園１年保育の園児の定員の変更について、議案

第１８号 勧告書に対する検証結果を報告することについてでございます。

審議の順番といたしましては、議案番号順にお願いいたします。なお、議案

第１１号と議案第１２号については同一の提案理由であることから一括でご

審議いただきますようお願いいたします。また、議案第１８号につきまして

はその内容に個人情報を含みますので、非公開でご審議いただきますようお

願いいたします。 

田辺委員長  本日は９件の議案で、議案第１０号から１８号まで番号順に審議をすると、

そして１８号の議案は個人情報を含む案件ですので非公開で、そして議案第

１１号と１２号については一括審議をというご提案ですが、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行きたいと思います。傍聴の方はござ

いませんので、早速、審議に入ります。 

       議案第１０号 宝塚市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規

則の制定についてお諮りをいたしますので、担当課のご説明をお願いします。 

橋詰副課長  議案第１０号 宝塚市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規

則の制定について提案理由及びその内容をご説明申し上げます。 

       本件は、新年度の教育委員会事務局においては組織の見直しを行わないこ

とから各課の事務分掌に大きな変更はありませんが、一部事務の移管に伴う

規定の改正とあわせて、文言の整理を行おうとするものです。 

       改正の内容としましては、まず管理部につきましては各課の文言を整理す

るものです。学校教育部につきましては教育研究課の事務分掌中、教職員の

研究・研修事業の文言を見直すとともに学校の情報システムの管理等につい

て明文化いたしました。また平成２５年度から青少年センターの電話相談業
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務の一部を教育支援課に移管しますが、これにつきましては教育支援課の事

務分掌中「教育相談に関すること」の中に意味合いを含めることとします。

社会教育部につきましてはスポーツセンター条例の改正に伴う規定の改正の

ほか、文言の整理や見直しをするものです。 

       改正の内容につきましては議案書の３ページから６ページまで、新旧対照

表でお示しいたしております。管理部につきましては教育企画課から学事課

までアンダーラインが入っております箇所の文言を整理しております。学校

教育部につきましてはその下の学校教育課からとなっておりますが、こちら

も文言の整理をし、教育研究課の項目６、教育関係職員の研修に関すること

としていたものを市指定研究その他教職員の研究及び研修の実施に関するこ

とと文言の見直しをしております。また、項目１８以降で、学校の情報シス

テムの管理等について明文化しております。青少年センターの件につきまし

ては平成２５年度から電話相談業務の一部を教育支援課へ移管しますが、教

育支援課の事務分掌にもともとあります教育相談に関することの中にその意

味合いを含めることとします。社会教育部につきましては文言の整理とスポ

ーツセンター条例の改正に伴う規定の改正としまして、６ページの一番下、

第５条の項目８でスポーツセンターを宝塚市スポーツ施設へ改正するもので

す。説明は以上です。 

田辺委員長  ありがとうございました。この件につきましてご質問はございますか。 

小野委員   教育研究課のところで情報システムの部分を明文化するとおっしゃいまし

たが、もともとこの業務はここに入っていたんでしょうか。それとも新たに

入れたということなんでしょうか。これをちょっと伺いたいと思います。 

田辺委員長  いかがですか。 

高田課長   学校・園のコンピューター等の情報システムについては従来から運用及び

管理については教育研究課のほうで行っておりました。 

小野委員   ということは仕事自身は変わらないという、単にこれは明文化されたと、

そう理解していいんですね。 

高田課長   そうです。 

小野委員   わかりました。 

田辺委員長  ５ページの１８、１９ですか。これは従来もこの仕事をしてたけど、こう

いう条文はなかったということですか。 

小野委員   条文はなかったけど、業務としてはやっていたということですね。 

和田室長   業務としては教育研究課がやっておりましたが、規則のほうでは明記され

てなかったということで、今回新たに入れてます。今回、業務の内容として

変更があったところは青少年センターの電話相談に関するところがこちらの

ほう廃止しまして、これを教育支援課のほうへ移管したということで、それ

以外のところについてはほとんど文言の整理のみとなっております。以上で

ございます。 

小野委員   私が気にしましたのは新たに仕事をやるとしたら人的なあれだとか、そん

なあれもちょっとどうかなと思ったんですけど、もともとやってて、単に文
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言整理ということなので、これは理解いたしました。 

田辺委員長  ほかに何かご意見はありますでしょうか。ちょっと従来のほうがなんか変

な言葉づかいみたいなところが訂正されたという感じなので。よろしいです

ね。 

       それでは、議案第１０号 宝塚市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を

改正する規則の制定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１０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１１号と１２号を一括で審議ということですが、１１号 宝

塚市教育委員会情報公開条例施行規則の一部を改正する規則の制定について、

及び１２号 宝塚市教育委員会個人情報保護条例施行規則の一部を改正する

規則の制定について、一括で担当課からご説明お願いします。 

橋詰副課長  議案第１１号 宝塚市教育委員会情報公開条例施行規則の一部を改正する

規則の制定について、及び議案第１２号 宝塚市教育委員会個人情報保護条

例施行規則の一部を改正する規則の制定について、提案理由及びその内容を

ご説明いたします。 

       本件は、平成１７年度に宝塚市情報公開条例施行規則並びに宝塚市個人情

報保護条例及び同条例施行規則がそれぞれ改正されましたが、それらの改正

内容が未反映である教育委員会規則について、所要の改正を行うものです。

資料につきましては、議案書の８ページと１０ページに新旧対照表でお示し

しております。説明は以上でございます。 

田辺委員長  いかがですか。議案書の８ページ及び１０ページの新旧対照表のとおりと

いうことですが。ご質問はよろしいでしょうか。 

委員    （なし） 

田辺委員長  それでは、議案第１１号も１２号もよろしいですね。議案第１１号 宝塚

市教育委員会情報公開条例施行規則の一部を改正する規則の制定について、

議案第１２号 宝塚市教育委員会個人情報保護条例施行規則の一部を改正す

る規則の制定については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１１号及び議案第１２号を原案のとおり可決といたしま

す。 

       次に、議案第１３号 宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関

の職員の職名に関する規則の一部を改正する規則の制定についてをお諮りい

たしますので、担当課のご説明をお願いいたします。 

和田室長   議案第１３号 宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員

の職名に関する規則の一部を改正する規則の制定について、提案理由及び内

容をご説明申し上げます。 

       本件は、平成２５年度より新たに正規職員として教育相談員及び看護師を
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配置しようとすることに伴い、その職種名を規則に追加するものです。 

       その内容としましては、現在教育支援課に８名の教育相談員を非常勤嘱託

職員として配置しておりますが、教育上の諸問題の多様化、複雑化や相談件

数の増加に対応するため、また８名の教育相談員を統括させるために、平成

２５年４月１日より教育委員会事務局に正規職員として教育相談員を１名配

置しようとするものです。また、現在、宝塚市立養護学校に４名の看護師を

臨時的任用職員として配置しておりますが、児童生徒へのさらなる医療的ケ

アの質的、量的担保及び保護者の安心感の確保等の観点から、平成２５年６

月１日より宝塚市立養護学校に正規職員として看護師を１名配置しようとす

るものです。その他、文言の整理を行います。説明は以上でございます。 

田辺委員長  実際には具体的に議案書でご説明いただく必要はありますか。 

北芝部長   議案書の１２ページでございますけども、改正の内容が現行と改正案とい

うふうになっておりますございますけども、上のほうの改正案で見ていただ

くと、教育委員会事務局及び教育機関の職員というところでございますけど

も、職種名のところに教育相談員を新たに設けるということでございます。

それから、その下の学校への職員のところでございますが、技術職員のとこ

ろの職種名に看護師を新たに設けるということでございます。以上でござい

ます。 

田辺委員長  ありがとうございます。いかがですか。ご意見ございますでしょうか。 

小野委員   これは必ずしも関係ないのかもしれませんが、ここに教育相談員８名、こ

れを総括するために１名が配置されるということだけど、これはこの８名の

内数となるんですか、外数となるんですか。そこまではここは関係はないん

でしょうか。それから看護師のほうもそうですね。 

北芝部長   教育支援課のほうの教育相談員でございますけども、全体で８名でござい

ます。その中で１名が正規職員ということでありますので、全体で８名でご

ざいます。それから養護学校の看護師ですけれども、これも全体で４名です。 

田辺委員長  この中で、１名が正規で配置されるわけですね。 

北芝部長   ただこの看護師につきましては今後採用予定でございますので、先ほど申

し上げましたように６月１日からこの看護師の１名を導入を行うという予定

でございますので、こちらのほうは予定でございます。 

田辺委員長  ということは今は専任でない看護師が３人いるということですか。 

北芝部長   今は臨時的任用職員が４名在籍してございます。４名体制を維持しながら、

その中で６月からは４名の中で１名を正規職員にかえるとこういうことでご

ざいます。 

田辺委員長  ひょっとしたらそのスタッフの顔ぶれが変わらないかもしれないし、１名

変わるかもしれないということですか。 

北芝部長   そういうことでございます。 

田辺委員長  ほかにご質問ありますか。よろしいですか。 

       それではご質問がないようですので、議案第１３号 宝塚市教育委員会事

務局及び学校その他の教育機関の職員の職名に関する規則の一部を改正する
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規則の制定については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  それでは、議案第１３号を原案のとおり可決することにいたします。 

       続きまして、議案第１４号 宝塚市立図書館条例施行規則の一部を改正す

る規則の制定についてをお諮りいたしますので、担当課のご説明をお願いい

たします。 

西田館長   議案第１４号 宝塚市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定

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、図書館サービスの向上を図るため、平成２５年４月より金曜日の

開館時間を延長しようとすること等に伴い、規則の改正を行うものです。 

       改正の内容としましては、中央図書館の一般開架室、西図書館の一般開架

コーナーについて現在午後６時までの開館時間を金曜日に限り１時間延長し、

午後７時までとします。また、中央図書館の閲覧室についても、金曜日に限

り午後６時４５分までといたします。 

       また、貸出期間の延長と資料の予約については近年利用が増加しているこ

とから、現在の規定を見直し、利用手続等を規定することにより事務処理の

明確化を図ります。 

       規則の施行期日につきましては、平成２５年４月１日から施行することと

いたします。 

    議案書の新旧対照表１６、１７ページについてご説明いたします。 

       まず、第３条関係、施設及び開館時間の欄でございますが、先ほどご説明

しましたように中央図書館では一般開架室が金曜日が午後６時までが午後７

時までという形になってございまして、その他の曜日は従前どおりという形

になってございます。それから、中央図書館の閲覧室につきまして現在午後

５時４５分まででございますが、１時間延ばしまして午後６時４５分までと

いうことで、その他の曜日は従前どおりという形になっております。閲覧室

は午後７時よりの１５分早いクローズになるんですけども、これは利用者が

１００名程度閲覧室にずっとおられますので、退室してもらわないといけま

せんので、その整理時間を見て１５分早めてございます。それと西図書館の

表でございますけども、一番上の一般開架コーナー、カウンターの分でござ

いますけれども、これが金曜日につきまして従前６時までが１時間延ばして

７時までと、その他の曜日は従前どおりという形の改正案になってございま

す。 

       それから、事務手続の部分でございますけども、第１５条、貸出資料の範

囲という規定がございます。ここの規定につきましては第１項から第３項ま

で略となってございますが、第１項で貸し出しを行わない資料というのを規

定しておりまして、辞典とか新聞とか官報など、そういうものは館内での閲

覧だけということを第１項で規定してございます。第２項には貸し出しはで

きないんですけども、特に必要がある場合は利用できるという第２項の規定
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になってございます。それから、第３項が特別に貸し出しを許可する場合は

特別貸出願を提出するというふうな規定になってございます。第４項で改正

案のところで新たに設けておりますけども、これまで特別貸出願を出すとい

うことだけで終わってたんですけど、それ以外の手続、例えば第１６条第１

項、これが利用の際に利用券を提出するというこういうことで、それから１

７条１項が貸出期間の規定、それから第１９条が転貸の禁止、こういうふう

な規定があるわけなんですけども、これを準用するということで、やっぱり

手続をより明確に定めておきたいということで、この項目を第４項としてを

入れてございます。 

それから、次に第１６項、貸し出しの利用についてということですけども、

第１項略となってございますけども、第１項で利用に際して利用券を提出し

なければならないということで規定されております。それでこれまで貸出期

間内に返却しなかった者に対する利用制限というのが従前１７条の２項にあ

りましたが、貸し出しの利用制限については１６条のほうで規定するほうが

適当ではないかという判断で、１７条の２項から移しかえております。それ

から、第１７条の貸出期間についてですけども、実際貸出期間については当

初２週間で貸し出しをやっておるんですけども、実務上２週間の期間内に期

間を延ばしてほしいという、貸出延長の申し出がありましたら、２週間プラ

ス２週間、最大４週間貸出できるという、実務上そういうふうなことをやっ

ておりました。だから、そういう実務レベルで取り扱っておりました部分に

ついて明確に規定していきたいということで１７条２項を新たに設けており

ます。貸出期間が実際に延長可能なわけなんですけども、実際利用の予約と

いうことで、予約が入ってる本については、予約と申しますのは次にこの本

を読みたいという予約が利用者から出て、貸し出しの順番待ちになっている、

そういうふうな本につきましてはできるだけ広く利用者に利用していただく

という観点から貸し出しの延長というのは従前も行っておりません。そうい

う内容の規定、改正案になってございます。それから、次に１８条の貸出数

量について、一人につきこれまで１０冊（点）以内ということで規定をして

おりましたけども、何点とかいうのは、例えば今、朗読ＣＤ等のとか貸し出

しをやっておりますけども、朗読ＣＤは冊ではないので、点とかそういう部

分で規定しておったんですけども、国会図書館なんかの例でも何点以内とい

うように規定されていますので、冊よりも範囲が広い点という言葉に置きか

えてございます。第２４条で、こちらも２００冊以内と規定しておりますけ

ども、これも２００点以内というふうな規定に置きかえてございます。 

それから、戻りまして第２０条、資料の予約の部分でございますけども、

２０条のこれまでの規定につきましては利用分の予約をすることができると

いうことで、３行目に書いてございます。予約することができるということ

で、利用の制限をするという規定がどこにもなかったわけでして、その辺の

部分でより適当なものにしたいということで改正案を考えております。そし

て第２項の部分でその部分でございますけども、要するに長期延滞の方、貸
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出期間を守らずにずっと返却が滞っておられる方、その他適当でないと認め

られる場合については予約を制限することができるという規定に改正案とし

て挙げてございます。それから、３項、４項につきましては事務手続として

現在も実務上やっている内容でございますけども、実際資料の予約をした方

が長期間待つわけで、実際自分で本を買ったとか、友達に借りて読んだとい

うのはもう予約が要らなくなりますので、そういう場合は予約を取り消して

いただく手続を図書館のほうに申し出ていただきたいという３項の規定にな

ってございます。４項の規定につきましては事務手続で図書館のほうで順番

が回ってきて準備ができた場合についてはその利用者に通知をして取りに来

てもらうという手続で、期限内に取りに来られない場合はその利用の予約は

効力を失うというこういうふうな事務処理上の、現在やっておる事務を明文

化したという内容でございます。以上です。 

田辺委員長  いかがですか。 

井上委員   時間延長なんですが、図書館サービスの上からは必要性があると思うんで

すが、なぜ金曜日だけなんでしょうか。 

西田館長   図書館サービス向上計画というのを平成２２年に策定いたしまして、夏の

期間の土曜日と年間を通じての金曜日ということでかねて取り組んできてお

ります。これまで試行という形で金曜日、土曜日についても取り組んできて

おります。それで土曜日については平成１９年度から２４年度まで実際試行

してきております。金曜日につきましては平成２３年１月からこの３月まで

試行するということで実際やっております。それで土曜日単独でやっておっ

たときは平成２２年度からですけども、２３年度から金曜と土曜が夏の期間、

連続して図書館が１時間延長して利用できるわけです。単独でやってたとき

と比べますと土曜日の需用が若干減ってきているということで、金曜日につ

いては２年間ずっと試行してきておりますけども、利用が伸びているという

状況がございます。それで、これは勤務条件の変更も伴いますので、職員組

合とも勤務条件の変更について協議を重ねてきております。人員体制につき

ましても現在の人員体制で、職員の勤務を１時間ずらして遅めのシフトをつ

くってやっております。理由といたしましてはもう１年土曜日については利

用統計を踏まえたいなということで試行を、２５年度についてはもう１年、

試行ばかり繰り返しばかりになりますけどもやって、それを踏まえて２６年

度に本格実施をするのかどうするのかを再度考えたいということで、現在提

案させてもらってるのは金曜だけという形になってます。 

井上委員   それでは、月曜日から木曜日については全く考えておられないのですか。 

齊所部長   補足させていただきたいたいんですけども、金曜日にしましたのは金曜日

に多くの書籍を借りに来ていただいて土曜日、日曜日に読んでいただくとい

うのが第１点でございます。それともう一つは平日はどうかという言います

と、実は図書館サービス向上計画を考えたときに人件費を増やさないでその

現状の体制でサービス向上ができるかという形でスタートしております。そ

のときにやはりご希望等をアンケート等をやりましたら、やはり金曜日のほ
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うが長く開けてほしいという声がございましたので、まずは金曜日からスタ

ートしておるというような形です。平日も例えば７時８時になりますと、や

はり職員のローテーションが大変厳しい状態になりますので、どうしても人

の配置という形が問題になってきますので、まずは金曜日だけをスタートし

ておるというような形でございます。 

井上委員   それであれば日曜日はどうなんでしょうか。日曜日の利用は７時までは無

理なんでしょうか。 

西田館長   日曜日に阪神間なり他の近隣でも開館時間延長をしているというのはなか

なか事例としては聞きませんし、利用者アンケートの中でも日曜日というの

はほとんどなかったように思いますので、そういう部分で今のところは検討

しておりません。 

田辺委員長  さっきのお話で金曜日と土曜日を試行的に延長したということですね。 

西田館長   まず、平成１９年度にやり始めたのは土曜日からスタートをいたしました。 

田辺委員長  従来は何時までだったのですか。 

西田館長   ６時までだったのを７時までの１時間延長して、そういうスタイルで土曜

日ということでやりました。なぜ土曜日になったのかと言うと、１９年度以

前に月曜日、金曜日、土曜日、この３日間をずっと延長、一定期間４カ月程

度やったんですけど、土曜日が一番多かったんです、月、金、土の中で。そ

れで土曜日を延長していこうということで土曜日を１９年度からずっとやっ

て、現在までやってきているということです。 

田辺委員長  金曜日も土曜日も６時までだったのを７時までにしたということですね。

先ほど社会教育部長がおっしゃったアンケート調査を取ったときに金曜日を

延長してほしいというほうが多かったという、ほうがというのは土曜日に比

べてということでしょうか。 

齊所部長   平日と比べましてですね、月曜日から木曜日と、金曜日を比べましたら、

これをしたらやっぱり金曜日のほうがというアンケート結果が多うございま

したので、それからということでございます。 

田辺委員長  それともう一つです。時間延長の社会的な要望は土曜日とか日曜日の要望

ではないと思うんです。一番税金をたくさん納めている現役で勤労している

人たちが今公共の施設を一番使いにくい状態になっている。例えば６時に宝

塚の清荒神なり小林に大阪で神戸で働いている人が帰って来れるかどうかで

すね。そうしますと土曜日や日曜日は初めから何時でも使えるわけですから、

本来はウイークデイの時間が延長が社会的なニーズだと思うんです。そうす

るとやっぱり現状のスタッフそれから組合との交渉、いろいろ問題があると

思うんですけども、市民のニーズに十分応えられなければ指定管理で行けと

いう声が出てくるはずで、やっぱりその点十分市民の意見に応えられる何か

くふうを今後とも、大変だと思うんですけどもしていただかないといけない

と思います。 

       それから議案書の１６ページの改正案の欄のほうなんですが、開館時間で

す、一般開架室それから閲覧室、これ従前が午前１０時から午後６時までと
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いうのを改正するんなら、ふつう条文は午前１０時から午後６時まで、ただ

し金曜日は午前１０時から午後７時までと書くべきではないかね。改定後、

金曜日は午前１０時から午後７時で、その他の日のほうが多いわけですから、

文章ルールの上で言うと逆ではないですか。開館時間は午前１０時から午後

６時、ただし金曜日は午前１０時から午後７時にしないと。 

西田館長   内容的にはおっしゃってる内容だと思いますけども、改正条文については

法制のほうとは一応これで協議をしています。 

田辺委員長  いやいや、どこと協議するではなく、一般常識として皆さん方はどうお思

いになりますか。通常は平凡なものを書いて非凡なものをただしで挙げるわ

けでしょ。これ文章として、もしもどこと相談してと言われたんですか。 

西田館長   改正案については法制担当が教育企画課ですので、その辺総務部の法制担

当とも一応協議をした上で提案をさせていただいております。 

田辺委員長  教育企画課のご意見はいかがですか。看板を書くときに開館時間と書いて

るとき、金曜日はこう、その他の日はこうこうなんかいう書き方を一般社会

でやりますかね。中身は同じですから、ちょっと常識的に検討していただい

て、ここですぐ答えが出なかったら。 

齊所部長   ご意見を賜りましたので、条文の立て方等いろんな調整が必要かと思うん

ですが、再度これは研究させていただきますので、よろしくお願いします。 

田辺委員長  一般的には通例を書いて、例外を書くべきですよ。という意見をご検討し

ていただくということで、議案第１４号ほかにご意見、ご質問ないでしょう

か。ありませんか。 

       そうしますと、議案第１４号 宝塚市立図書館条例施行規則の一部を改正

する規則の制定について原案のとおり可決するということで、よろしいでし

ょうか。 

委員    （異議なし） 

田辺委員長  それでは、議案第１４号を原案のとおり可決することにいたします。 

       議案第１５号 宝塚市立スポーツセンター条例施行規則の一部を改正する

規則の制定についてをお諮りいたしますので、担当課のご説明をお願いいた

します。 

小川課長   議案第１５号 宝塚市立スポーツセンター条例施行規則の一部を改正する

規則の制定について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。 

       本件は、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伴

い、同条例施行規則の一部について所要の改正をするものです。 

       主な改正の内容は、条例の改正内容にあわせて条例施行規則につきまして

も題名及び本文中の文言を改めるとともに、指定管理者の指定に当たり提出

を求める書類について文言等を改めるものです。 

       規則の施行期日につきましては、宝塚市立スポーツセンター条例の一部を

改正する条例の施行の日より施行することとしています。説明は以上でござ

います。 

       内容につきましては、添付させていただきました２０ページ、２１ページ
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の新旧対照表で説明させていただきます。主な内容につきましては先ほど説

明させていただきましたように本条例が「スポーツセンター」を「スポーツ

施設」というふうに文言を訂正させていただいております。名称及び各条ご

とに訂正させていただいております。そして、もう１点は根拠の条例となっ

ておりますスポーツセンター条例ですけども、１７条が１８条にという、ま

た２１条を２２条にというふうに条項がずれておりますので、それにあわせ

て今回の規則の中でも１７条を１８条に、２１条を２２条にという形で修正

させていただいております。 

       そして最後に内容についてですけども、指定管理者の申請時における提出

書類について第３条の中に規定させていただいておりますように登記簿の謄

本を登記事項証明書に改めるということです。 

       そして次に、添付資料としましては開始日前３年以内に開始した各事業年

度ということに改めさせていただいております。また、そのときの資料とし

ましてはこれまでありませんでしたが、損益計算書もあわせて添付を求める

という内容になっております。主な内容は以上でございます。よろしくお願

いします。 

田辺委員長  ありがとうございます。いかがですか。ご質問、ご意見ありますか。 

       これはこれでいいと思うんです。ただ、これ今回いろんな規則の文言にこ

だわっているんで、ちょっとだけ文言で言いますと、直接関係ないと思うん

ですけど、この提案理由の５ページ目です、今の。５行目の最後の題名とい

うのはちょっとこれ文言として、これは何を指しているんですか。 

小川課長   題名と申しますのはここで挙がっております宝塚市立スポーツセンター条

例施行規則ということを指しております。 

田辺委員長  それはやっぱり規則名になりますね。ひょっとしたら施設名のことかなと

思ったんです。題名ということはちょっとあまり使わないと思いました。 

寺田副課長  １８ページの改正案の中で、一番上に題名をつけるように改めるというこ

とでございまして、ここでは一応法制的には題名という表現をすることにな

っておりますんで、題名とさせていただきました。 

田辺委員長  法制では題名と言ってるんですか。これはスポーツセンターがそれ以外の

施設を持ったからということで、スポーツ施設という言葉にかわったことに

伴う言葉の変更ですから、特に中身は問題ないと思いますので、よろしいで

しょうか。 

       それでは、議案第１５号 宝塚市立スポーツセンター条例施行規則の一部

を改正する規則の制定について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１５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１６号 宝塚市公立学校教科用図書採択協議会規程の一部を

改正する規程の制定についてをお諮りいたしますので、担当課のご説明をお

願いいたします。 
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高田課長   議案第１６号 宝塚市公立学校教科用図書採択協議会規程の一部を改正す

る規程の制定について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。 

       本件は、宝塚市立学校の教科用図書を採択するにあたって教育委員会が委

嘱している宝塚市公立学校教科用図書採択協議会について、その委員構成を

見直し、あわせて文言の整理を行うため、規程の改正を行うものです。 

       改正の内容としましては、教科書採択に当たりより保護者の意見を取り入

れるため委員構成のうち保護者・市民代表の区分を見直し、保護者２人、市

内の公共的団体等の代表者１人に改めます。また、審議会等の委員に市の職

員は原則として選任しないことを踏まえ、教育委員会事務局職員２人を削り

ます。その他文言の整理を行うものです。説明は以上でございます。 

       ２３ページに条例の改正案がございますが、まず学識経験者という言葉づ

かいを改正したいということで、知識経験者ということで文言を改めており

ます。それから従来の保護者・市民代表２人となってたのをより子どもたち

が使ってる教科書に興味関心ある保護者を１名増やしまして、そして従来か

らの市民を、市内の公共的団体等の代表者ということで１人にしました。そ

れから、この委員の中に事務局の職員が入っていましたが、事務局職員につ

いては委員としては入らないということで、従来は委嘱し、または任命する

という文言であったのを委嘱にするということに変えております。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す。 

井上委員   この保護者２名なんですが、この保護者２名というのは公募になるんでし

ょうか。 

高田課長   公募というのは考えておりませんで、今の考えでいきますと、宝塚市のＰ

ＴＡ協議会のほうからの推薦ということになります。それについては年度ご

とに小学校の教科用図書なのか中学校の図書なのか、あるいは一般図書なの

かということによってＰＴＡ協議会のほうと協議しながらどういう方がよい

のかについて話し合う上でご推薦をいただくという形を考えております。 

井上委員   ＰＴＡ協議会からの推薦なんですね。 

舛委員   今、市民の公共敵団体等の代表者が市民であるというふうにおっしゃって

ましたね、説明がありましたと思うんですんけれども、これは前は市民代表

と書いてましたけれども、そのように変えていくということなんでしょうか。 

高田課長   現行は市民代表というふうに名前がありますけども、実際のところは社会

教育委員からの推薦ということになっておりまして、社会教育委員のほうか

らの推薦というのを市内の公共的団体の代表者とするか、あるいは、もう少

し教科書に近いそういった方にするのかというふうについても今後幅広く考

えられるようにということで、そういった文言に変えております。 

小野委員   ちょっと今の説明だと、その幅広くするためにとおっしゃいませんでした

か。むしろそういう代表者というと狭まってしまうんじゃないですか。ちょ

っとあれっと思ったんですけども、なぜ代表者にする必要があるんですかね。

この部分はだから保護者が増えたのはわかります。ただ市民代表という点は
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むしろ範囲が狭くなってますね。なんか意図はおありなんでしょうか。 

田辺委員長  いかがですか。 

高田課長   市民代表を市内の公共的団体等の代表者に変えたという積極的な意図はな

くて、近年こういった文言の整理がされてこういう表現を使うということの

改正ということで、文言の整理ということで、狭めるとか広めるとかという

ことの意図はございません。 

小野委員   だとしたら、むしろ市民代表のままのほうがいいんじゃないんですかね。

代表者ではなくて。 

舛委員   なぜ文言の整理をして、このようにわかりにくい表現になるのかというこ

とがわかりません。市民代表でいいんじゃないかなと思います。 

田辺委員長  （１）の学識経験者２名を知識経験者２名にするのは文言の訂正だと思い

ます。ところが保護者と市民代表２名を、保護者の意見を聞くために保護者

を２名にするという（２）の変更は提案理由どおりの中身だと思うんです。

ところが市民代表という言葉が消えてしまって、市民代表というときには何

の制約もなく個人の市民で選ばれる可能性があるわけですが、これを市内の

公共的団体の代表者ということになりますと、公共的な団体を代表していな

い市民には道が閉ざされるということで、先ほど小野委員が言われたみたい

に範囲が狭められると考えられてしまうんではないですか。いかがでしょう

か。 

高田課長   文言だけを見る限りにおいては今、委員長おっしゃられたとおりだという

ふうにも私のほうもそういうふうには思います。 

田辺委員長  そしたらどうしましょう。 

細井（事務職員）  申しわけございません。市民代表という言葉そのものが今現状市の例規の

ほうで使われておりません。というのは、今入っておられる方、今市民代表

として選んでおる方というのが宝塚市民を代表しているかと言われると、そ

うではないと思われるからです。今現状、社会教育委員の代表の方に採択協

議会のほうには入っていただいているということの今現状のことを考えまし

て、市内の公共的団体等の代表者ということでさせていただきました。社会

教育委員の代表でなくても、これを例えば市民公募にしないということは担

当課のほうから聞いておりましたので、市民公募、公募による市民という表

現ができないのであれば、せめて市内にはいろんな公共的な団体がございま

すので、いろんな公共的な団体のほうから市民の感覚を持った方を選んでく

るという意味合いを持って、ここに市内の公共的団体等の代表者ということ

で書かせていただきました。確かにおっしゃるように市民代表となると全市

民から選んでくることはできるんですけれども、それに比べましたら言葉の

意味合いとしては確かに狭まるんですけれども、公募をしないという現状を

捉えまして、これはこのようにさせていただきました。 

田辺委員長  そうなりますと、提案理由が成り立たないと思うんですが。それは今、市

民代表という現行のルールで選ばれている人が市民代表と言えないと言うん

であれば、これルールの問題ではなくて、その人個人の問題です。適格でな
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い人を選んでいるということになるわけですから。よろしいですか、変えて

から遡及して当てはめるということは、法律の常識ではできないことでしょ。

今、メンバーに選ばれている人が市民代表と言えない、その人の存在を認め

るためには公共団体の代表者と条文をかえないといけないというのは本末転

倒の話で、それは変えてからそういう人を選ばないといけないのです。もし

も現在選ばれている人が市民代表という言葉であらわせないんであれば、そ

の人を選任したことが間違いだったわけです。これもしそうだとすると大問

題になりますよ。それから、もう一つは今回の提案理由の中に、６ページ目

の提案理由の６行目です。より保護者の意見を取り入れるために保護者２名

になってるのはわかるんですけども、後半の市民代表の区分を見直し、市内

の公共的団体等の代表１人に改めますというのは、より保護者の意見を取り

入れるためにの結果ではないんです。言ってることお分かりになりますか。

そうすると、こういう矛盾があるからお二人の委員から同じような質問が出

てきてるわけです。結局、その質問で提案者の高田課長がそのとおりですと

言ってしまったら、改定にならないんではないですか。 

小野委員   今のまだ僕はなぜ市民代表でいけないのかちょっとわからないんですけど。

保護者２名はいいですよ。それから市民代表としてそこに別に団体の代表に

入ってもらうのはいいんですけども、なぜ市民代表のままではいけないんで

すか。 

田辺委員長  それは事務局側の言い方としてはその人がそうですと言っても、誰が市民

代表と言ってオーソライズしたのかということが今、根拠がないということ

でしょ。それで市のいろんなこういう審議会のメンバーの中に市民代表とい

う言葉を使ってないということなんですね。 

小野委員   だったらまさに委員長がおっしゃったように今までのこの市民代表という

のはその選ばれ方というのはおかしかったと、それをおっしゃってるわけで

すね。 

田辺委員長  やぶへびみたいなことになってしまうんではないですか。どうでしょう。

これ一つは教科書採択協議会のスタートは何月ぐらいですか。 

高田課長   ４月末の教育委員会に諮って、５月の最初ぐらいには協議会の委員に集ま

っていただく形になります。採択協議会自身は採択協議会を立ち上げてから、

会長のほうから教育委員会のほうにいろんな形でお示しいただかなければな

らないので、４月には委員を決めなければならないです。 

小野委員   ４月のいつごろまでですか。今のこのタイミングですか。 

田辺委員長  これ２週間ほど延ばしていただいて、検討していただいたらどうですか。 

井上教育長  提案しながらこういうことを言うのもなんですが、確かにこれが回ってき

たときに市内の公共的団体等の代表者というのはちょっとひっかかりがあっ

たんですけども、先ほど事務局が説明していたような市民代表からいくとそ

ういうことかなというふうに思ってたんですけども、これは今の意見を踏ま

えて、もう少し文言というか、文言じゃなしにどういう形でこれを進めてい

くのかという根本的なことですから、そこを踏まえて市民の方の意見を反映
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できるように、どういうふうな委員がいいのかということを踏まえて、再度

精査して再提案したいと思うんです。それで継続の扱いというか取り下げか、

手続上どうなるんかちょっとあれですけども、継続的にちょっと審議をとい

うことで今回は打ち切っていただいて、改めて提案させていただくというよ

うにさせてほしんですが。 

田辺委員長  私もそれでちょっと時期をお聞きしたんです。 

和田室長   本日は、本件を継続で終わっていただきまして、文言のほうについては再

度精査させていただきまして、次回の教育委員会のときに修正する場合でし

たら修正という形で提案させていただきます。 

田辺委員長  それともう１点なんですけども、最初の提案理由のところでこの現行から

改正にかわるときに、学識経験者というのはこのごろは知識経験者と言って

るからというご説明がありましたけど、これ今まで何回も出てるんですけど

も、その言葉はというと、法律で知識経験者という言葉が使われているから、

この審議会は知識経験者だと。法律的に学識経験者という言葉を使った法律

の上に乗っかった条例や規則のときは学識経験者だというふうに私は今まで

何回かお答えをいただいたんですけども、それどっちが正しいんですか。 

和田室長   確か平成９年ぐらいです。私、ちょうど総務部の法制担当をしているとき

なんですけども、宝塚市においては学識経験者、例えば法律でもとの表現が

ある場合で学識経験者と書いてあった場合でもそれは全部知識経験者に読み

かえて、条例であるとか、規則を制定しようという形で決めております。と

ころが若干いろんなところの規則がなかなか変えていらっしゃらないところ

がありまして、今回その整理という意味で知識経験者という形でさせていた

だいてます。学識経験者は知識経験者の中に含ませることができるでしょう

という形での整理です。 

田辺委員長  平成何年ですか。 

和田室長   平成８年、９年ぐらいです。 

田辺委員長  私は複数回この場で、ここ数年審議会の委員の分類わけで、もとの法律が

こうだからこうで、統一できてないんですよという答弁をいただいておりま

すが。 

和田室長   市の法制の担当としてはそういう整理で、平成８年、９年からやってきて

おります。ただ確かに原課から提案になったときにどうしてもこれはかえた

くないというような形でかたくなに申されて学識経験者のままという部分も

若干ありますけども、経過としましては今言いましたように市の法制として

は学識経験者は知識経験者というふうに統一しようという形で改正に取り組

んでおります。以上でございます。 

田辺委員長  ここ２年ぐらい前にも今のご説明があったんです。事務局の皆さんで、覚

えてられる方ありませんかね。庁内全体で徹底していただかないといけませ

んね。 

和田室長   ただ一部法律に基づいて、法律が学識経験者となっておりまして、条例や

規則でそれを引用する場合はそれは仕方なしに学識経験者というのがありま
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す。ただ市のほうでこういう規則で定めるよう委員さんについてはもう学識

経験者は知識経験者という形で直しております。 

田辺委員長  よく認識していただきますように。 

小野委員   あと、ここに審議会の委員に市の職員は原則として選任しないと、これは

やはり市で決めてることなんですね。 

田辺委員長  いかがですか。 

和田室長   審議会の中には市職員は入らないという形でなっております。若干それに

対しての弊害もあるのと違うかというようなご指摘もありますけども、今現

在は審議会の委員の中には市職員は入らないということです。 

小野委員   わかりました。 

田辺委員長  それと市議会議員も入らないというのはある時点で、それは決まりました

ね。よろしいでしょうか。 

       それでは、議案第１６号 宝塚市公立学校教科用図書採択協議会規程の一

部を改正する規程の制定については一旦これを継続ということにして、改め

てご提案をしていただくということでよろしいでしょうか。 

委員    （異議なし） 

田辺委員長  それでは、そういうふうにしたいと思います。 

       次に、議案第１７号 平成２５年度宝塚市立西山幼稚園１年保育の園児の

定員の変更についてお諮りいたしますので、担当課からのご説明をお願いし

ます。 

上木課長   議案第１７号 平成２５年度宝塚市立西山幼稚園１年保育の園児の定員の

変更について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。 

       本件は、平成２４年７月２５日開催の第１３回宝塚市教育委員会の会議に

おいて決定いたしました平成２５年度宝塚市立幼稚園の園児の定員のうち、

西山幼稚園１年保育の定員を３５人に変更しようとするものです。 

       西山幼稚園の１年保育につきましては、当該地域の住民基本台帳上の就園

対象人口に保育所通所者数、私立幼稚園通園者数と西山幼稚園の２年保育か

らの進級園児数を勘案して就園見込み数を算出し、２学級７０人定員と決定

いたしました。昨年１０月に実施いたしました市立幼稚園入園児の一斉募集

では応募者がありませんでしたが、その後の随時募集で１人の応募があり、

２年保育からの進級園児数３４人とあわせて、平成２５年度の１年保育は３

５人となります。従いまして、西山幼稚園１年保育の定員を７０人から３５

人に変更することといたします。 

       なお、今後、転入等による西山幼稚園１年保育への入園申し込みにつきま

しては、近隣で受け入れが可能な市立幼稚園や私立幼稚園をあっせんするな

どの対応を考えております。この変更により平成２５年度の宝塚市立幼稚園

の１年保育は２１学級７３５人の定員となります。 

       なお、議案書の２５ページに新旧対照表を添付しております。中ほどに西

山幼稚園がございます。学級数が２学級から１学級、定員が７０人から３５

人となります。 
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       次の２６ページに３月１日現在の平成２５年度市立幼稚園１年保育の入園

児数の一覧表を示しております。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、この件についてのご質問は

ありますか。よろしいですか。 

       それでは特にないようですので、議案第１７号 平成２５年度宝塚市立西

山幼稚園１年保育の園児の定員の変更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１７号を原案のとおり可決することにいたします。 

       議案第１８号は先ほど決定しましたとおり非公開ということでございます

ので、関係者以外の方の退出を頂戴いたします。 

      （関係者以外退出） 

田辺委員長  それでは、議案第１８号 勧告書に対する検証結果を報告することについ

てをお諮りいたしますので、担当課のご説明をお願いいたします。 

 

       【 非公開案件の審議あり 】 

 

田辺委員長  それでは、議案第１８号を可決といたします。 

       予定の案件は以上でございますが、事務局から他に報告はありますでしょ

うか。 

和田室長   本日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。それでは、本日の教育委員会の会議をこれで閉

会いたします。 

 ─────────── 閉会 午後 ３時３８分 ───────────── 

 

 


