
平成 25 年第 9回会議録 

―1― 

平成２５年第９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５月８日（水） 

２ 場 所      宝塚市役所  ２－４・５会議室 

３ 開会時間  午後１時５９分 

４ 閉会時間  午後２時４２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 学校教育課長 橘  俊一 

学校教育部長 安井 優顕 社会教育課長 高井 緑 

社会教育部長 井ノ上 彰 スポーツ振興課長 岡本 勝幸 

管理室長 酒井 喜久 スポーツ振興課副課長 寺田 実 

学校教育室長 五十嵐 孝 中央図書館副館長 森  丈実 

教育支援室長 田川 隆司 西図書館長 西田 薫 

職員課長 田邊 哲朗 施設課係長 平田 泰三 

学事課長 高田 輝夫 学事課事務職員 福永 准一 

 

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２４号 宝塚市スポーツ推進審議会委員の解職について 

  ○ 議案第２５号 宝塚市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

○ 議案第２６号 平成２５年度教育委員会所管一般会計補正予算（第１号）（案）の

提出について意見を申し出ることについて 
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 会議の概要 

 ─────────── 開会 午後 １時５９分 ───────────── 

小野委員長  平成２５年第９回宝塚市教育委員会の会議を行いたいと思います。 

       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。 

       本日は議案が３件ございますので、進行について事務局のほうから説明を

お願いいたします。 

酒井室長   本日の付議案件は３件でございます。議案第２４号 宝塚市スポーツ推進

審議会委員の解職について、議案第２５号 宝塚市スポーツ推進審議会委員

の委嘱について、議案第２６号 平成２５年度教育委員会所管一般会計補正

予算（第１号）（案）の提出について意見を申し出ることについてでございま

す。このうち議案第２４号と議案第２５号につきましては同一の審議会委員

の解職と委嘱に関する案件でございますので、一括で審議いただきますよう

お願いいたします。審議の順番といたしましては、最初に議案第２４号と２

５号を一括でご審議いただき、次に議案第２６号を審議いただきますようお

願いいたします。以上です。 

小野委員長  以上のような申し出がございましたけども、そういうことでよろしゅうご

ざいますでしょうか。 

委員    （異議なし） 

小野委員長  それでは、今のとおり審議を行いたいと思います。まず一括で、議案第２

４号 宝塚市スポーツ推進審議会委員の解職について、続きまして議案第２

５号 宝塚市スポーツ推進審議会委員の委嘱について、担当課のほうから説

明お願いいたします。 

岡本課長   議案第２４号 宝塚市スポーツ推進審議会委員の解職について、及び議案

第２５号 宝塚市スポーツ推進審議会委員の委嘱について、提案理由及び内

容をご説明申し上げます。 

       まず議案第２４号についてですが、本件は関係行政機関の職員として委員

を委嘱しておりました橋元泰雄市立宝塚小学校長から辞職の申し出がありま

したので、宝塚市スポーツ推進審議会委員を解職しようとするものです。 

       次に議案第２５号についてですが、本件は橋元校長の解職に伴い、新たに

関係行政機関の職員の中から委員として、小学校長会から推薦されました角

田智保市立長尾小学校長に宝塚市スポーツ推進審議会委員を委嘱しようとす

るものです。 

       なお、今回委嘱する委員の任期は前任者の残任期間、すなわち発令の日か

ら平成２６年３月５日まででございます。説明は以上でございます。 

小野委員長  ありがとうございました。何かご質問等ございますでしょうか。 

川名委員   済みません、初めてなので、教えていただきたいんですが、簡潔に宝塚の

場合、スポーツ振興はどういうところに力を入れてるのでしょうか。例えば

子どもですとか、生涯やり続けることですとか、簡単で結構ですから教えて

ください。それが１点と、それから審議会に諮るような事案というのは例え

ばどんなことか、一つくらい例を挙げて教えてください。 
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岡本課長   宝塚市といたしまして、特に生涯スポーツまたは社会スポーツのほうにも

重点を置いて推進計画も作成しております。ですから、全ての市民の方のス

ポーツの振興という形で計画を策定し、事業を行っている状況でございます。

それとあともう一点、スポーツ推進審議会の所管の事務ということですが、

大きくはスポーツ振興に関する重要事項等を審議いただくんですが、その中

で地域スポーツの推進計画であるとか、各スポーツ施設の整備に関すること、

そういうことを一応所管事務としてご審議いただいているところでございま

す。 

小野委員長  よろしいですか。 

井上委員   この条例にもあるとおり委員は任期が２年となっております。橋元校長は

まだ現職の校長先生ですけど、お辞めになる理由はどのようなものなんです

か。 

井ノ上部長  橋元校長も、２年ということだったんですけれども、今年度阪神間の校長

会の会長を宝塚市が受け持つ役割になってまして、橋元校長がそれを引き受

けるということに校長会のほうで決まりまして、何とかそちらのほうに専任

するために、辞職できないだろうかという話がありまして、その中で後任も

この人がいいだろうということで、かなり校長会のほうでは審議されて、角

田校長は体育のこととか、そういうことで今頑張っておられるので、残任期

間をお願いしたいということです。 

井上委員   それなら結構なんですが、これからその解職理由をちょっと記載していた

だいたらありがたいんですけど。 

小野委員長  辞任の申し出があったとありますけども、できたらその理由を入れるとい

うことですね。 

井上委員   そうですね。 

小野委員長  じゃあ事務局にお願いしたいと思います。 

井ノ上部長  検討して、入れたいと思います。 

小野委員長  私のほうから１点だけなんですが、３ページ目に委員の皆さんの一覧があ

りますね。ここで一番長い方は何年ぐらいなさっているか、わかりますか。 

岡本係長   手持ちの資料なんですが、岡田委員が平成１８年３月６日からですので、

７年が一番長い方です。 

小野委員長  ７年ぐらいですね。まだ８年にはなっていない、ということですね。わか

りました。 

       ほかに何かございませんか。よろしいですか。 

委員    （なし） 

小野委員長  それでは、原案のとおり可決すると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  それでは、議案第２４号 宝塚市スポーツ推進審議会委員の解職について、

議案第２５号 宝塚市スポーツ推進審議会委員の委嘱についてを原案どおり

可決することにいたします。 

       それでは引き続きまして、議案第２６号 平成２５年度教育委員会所管一
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般会計補正予算（第１号）（案）の提出について意見を申し出ることについて、

担当課からご説明をお願いいたします。 

岩室係長   それでは、議案第２６号 平成２５年度教育委員会所管一般会計補正予算

（第１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２５年度一般会計補正予算（第１号）（案）のうち、教育委員

会関係予算に関しまして、平成２５年６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補正予算（第１号）（案）につきまし

ては、歳入予算から１億１，４３７万８，０００円を減額し、総額を４億 

８，８６０万１，０００円といたします。また、歳出予算から１億 

２，７２５万９，０００円を減額し、総額を３２億４，９０９万６，０００

円といたします。 

       続きまして、議案書のほうに添付させていただきました資料に基づいて概

略を説明したいと思います。 

       まず、議案書のほうの８ページ、横長の表をごらんいただけますでしょう

か。 

       まず、今回の６月補正の予算編成に当たりまして、通常は６月市議会には

補正予算は上程はされません、原則的には。今回は大きく二つの要素がござ

いまして、市全体としまして補正予算を編成して議会に上程するという流れ

になっております。まずそのうちの一つなんですけれども、４月の早々に首

長選挙がありました関係上、平成２５年度の当初予算を編成するに当たりま

して、市長の政治的な政策が色濃く出てはだめだという形で、当初は骨格予

算という形の、通常の予算と比べ若干スリムな形で予算を編成いたしました。

その骨格予算に対しまして、首長が決まりました結果、直近の６月市議会に

その骨格予算に対しまして肉づけ予算という形で補正で予算を増額しようと

しております。 

       教育委員会の部分につきましては、先ほどの横長の資料なんですけれども、

一番左側に行番号、ナンバーが書いてあるんですが、ナンバー５番から１１

番の中の学事課に該当する部分で一番右端の内容欄に米飯自校炊飯実施光熱

水費、この部分が小中学校の光熱水費、それから給食事業のほうにいきまし

て消耗品、それから備品修繕、施設修繕、それから１行だけ飛びまして一番

下の１８備と書いてありますが、これは備品購入の項目なんですけれども 

１，３９７万６，０００円の数字が入っております。ここの項目が教育委員

会では唯一、骨格予算の調整事項という形で、２５年度当初予算には組み込

まれておりませんでしたので、今般６月補正で肉づけ予算という形でこの米

飯自校炊飯の部分、あわせまして２，３００万円の規模になるんですけれど

も、これを補正で増額しようという形になっております。 

       先ほど編成に当たりまして事由が大きく二つと言いましたが、もう一つは、



平成 25 年第 9回会議録 

―5― 

国の平成２４年度の一番最後のほうに諸般の地域経済の活性化を目標として、

国が補正予算をたくさん組みました。その財源をもとに市のほうにある一定

のルールで降りてきます左側の歳入のところ、一番冒頭の１行目に代表があ

るんですけども、地域の元気臨時交付金という交付金の形で市のほうに今般

降りてきております。その降りてきました財源をもとに市の単独事業に充当

しようという形の部分になっておりますので、それに応答する部分で今言い

ました１の一番先頭の行なんですけれども、地域の元気臨時交付金、歳入の

ほうが、入ってくるお金のほうですが、３，８６４万３，０００円、これに

対しましてどういう事業を組むかと言いますと、小学校グラウンド整備、こ

れは２校想定しておりまして、長尾南小学校と安倉北小学校、この２校のグ

ラウンド、運動場です、これを改修しようと。そこの事業費に１００％充当

しようという形になっております。同種の今の臨時交付金の分が１０行目、

先ほどの学事課の１行だけ飛ばしましたところ、歳入額と歳出額が同額です

が、給食用のリフト修繕、これが小学校で１２校、中学校で４校という形に

なっております。これは人は乗らないんですけれども、給食の物資と言いま

すか、給食そのものを上下移動させるという運搬機みたいな形のリフトなん

ですけれども、なかなかこれまで応急処置的な修繕行為しか、その場しのぎ

と言いますか、できなかったものですが、今回２，０００万強の予算が降り

ましたので、優先順位を付けて、半分弱ぐらいの数なんですけれども、修繕

しようという形で計画を進めています。 

       それからあともう１カ所、２１行目から２４行目、これは中央図書館のほ

うで、これも２，０００万超える規模になっておりますが、歳出側の１８、

備品購入費でございます。移動図書館車、これを購入しようという形で、こ

の上の３行は車両の購入に係る経費の類なんですけれども、規模的には 

２，００８万４，０００円、移動図書館車、これは平成１３年３月に購入し

ましたので、もう今となりましたら１３年目になりますので、それの老朽更

新に充当しようという形の経費になっております。 

       それからあと、先ほど言いました６月補正の大きな理由とは若干違うんで

すけれども、国のほうの補正予算で、一部分２４年度中に予算措置をしなけ

れば国のほうのいわゆる補助金等々の恩恵にあやかれないという部分がござ

いまして、２５年度の当初予算はもう既に組んでしまった後なんですけれど

も、急遽２４年度の３月補正で予算を組んで、翌年度に繰り越して使うとい

う形の分がございました。その分が２５年度当初予算からすれば重複した形

になっておりますので、その分を減額しようという部分が、一番上のほうの

施設課の２行目、３行目、４行目、特別支援学校施設整備事業と長尾幼稚園

園舎新築事業、この２項目が当初予算からすれば重複してしまうという形に

なりますので、今回減額させていただいております。 

       それから、国のほうとは関係ないんですけれども、兵庫県からの事業が降

りてきております項目がございまして、中ほどの１２行目から１７行目、学

校教育課、歳入予算のほうが道徳教育実践研究事業委託金という形で、県が
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道徳教育を推進しようという形の事業決定をされました。これも宝塚市の当

初予算に組み込むタイミングでは、確固たる情報が入ってきておりませんで

したので、当初予算には組み込まずに、やむなくこの６月補正予算で対応さ

せていただこうと。県からの受託事業という形になっております。 

       その下の社会教育課、１８、１９、２０、これも県からの受託事業なんで

すけれども、平成２４年度に西谷の玉瀬地区において県のほ場整備事業に絡

んで文化財の試掘調査を実施しましたところ、若干の土器の破片と言いまし

ょうか、遺物が出てきましたので、１カ所に限ってなんですけれども、試掘

ではなく、そのエリア、約２００平米ほどを発掘調査を実施しようと。これ

も原則県からの受託事業という形になっております。 

       最後に、２５行目以降、スポーツ振興課のスポーツセンター管理運営事業

になりますが、前回の教育委員会でもご議論いただきました本年９月１日オ

ープンに向けました売布北グラウンド、これの指定管理料の計上と、それか

ら年度途中からの指定管理料という形の設定になりましたので、当初予算で

若干の直営の経費、通常の経常経費と言いましょうか、光熱費等々の経費が

あったんですけれども、それの差し引きの調整をさせていただくと。オープ

ン自体が９月１日という形になりましたので、前もっての準備行為、例えば

フェンスの修繕ですとか、門扉の修繕でありますとか、若干の修繕に要する

経費も増額させていただいて差し引きをした形の予算の編成という形になっ

ております。 

トータル的には歳入予算のほうは冒頭に申しましたように１億１，４３７

万８，０００円の減額、それから歳出予算のほうはトータル的には１億 

２，７２５万９，０００円の減額とはなっておるんですけれども、先ほど途

中で申しました当初予算の重複の部分が約２億４，０００万円ございますの

で、差し引きしますと純粋には１億１，０００万強の増額という形になって

おります。説明は以上です。 

小野委員長  ありがとうございました。何かご質問ございますでしょうか。 

井上委員   これを見てわからないんですけども、この款とか、節とか、これはどうい

う意味なんですか。 

岩室係長   款、項、目、節という形で順番に、これは予算の編成上、地方自治法で定

められておるんですけれども、順番をつけて、例えば款１０となりますと、

教育費という形になります。款の次は項という形で、その次は目という形で

費目の細分化を図っておるという、費目の名称という形になっておりまして、

主要な部分でいきますと、節１５というのが工事費でございます。１１、こ

れは需用費になりますので、消耗品費でありますとか、光熱水費であります

とか、経常的な経費が大部分です。それから１８、これは備品購入費という

形になります。１２役、これは役務費という形になりますので、手数料的な

もの、あるいは運搬料とかいう形の経費ということで、経費の区分のコード

番号という形になっております。以上です。 

小野委員長  ほかに何かございませんか。 
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井上委員   保護者が給食費を払いますが、その給食費は何に入ってくるんですか。 

高田課長   保護者にご負担いただいている給食費でございますけども、これは市の歳

入には入っておりません。全て学校が徴収いたしまして、それを市の学校給

食会のほうに納め、学校給食会が食材を買って、その業者に支払うというこ

とになりますので、市の歳入歳出には組み込まれないという仕組みになって

おります。 

小野委員長  よろしいですか。 

井上教育長  ちょっと説明しておきますと、給食費については今はそういう会計になっ

ておりますから、それでいくとかなり大きなお金を学校が扱かったりしてる

わけです。それと、預からなくても支払いはしないといけない。全てが 100％

納付してもらえれば、それを渡したらいいんですけども、なかなかそうはい

っていない部分が各学校にはあります。そうなると、支払いはしなくてはい

かんから、校長先生が立て替えてとか、そういうようなことも学校では起こ

っています。そういったことで、全部集まると額も大きいし、そういうよう

なことも聞きますと、宝塚市も公の予算に含めてやることの検討を進めてい

ます。公会計化をしないといけないと思っています。 

小野委員長  他市はどうなんですか。例えば東京とか。 

井上教育長  進んでいるところは公会計化も出てきてますね。検討は進めてもらってま

すけどね。 

小野委員長  確かに学校に行くと、給食費のことが相当しんどいということの話を聞き

ますよね。払ってくれない人がいたり。 

井上教育長  払えるのに払わない人が一番問題なんです。 

川名委員   問題になってますよね、永年。 

小野委員長  それを今まで校長先生が立て替えたりしてることもあったんですか。 

川名委員   ありますよ。校長先生だけじゃなく、担任の先生が自腹を切って、それを

埋めたり。だって先生が催促しないといけないんで、先生もつらいわけです。 

小野委員長  そうですか。 

種谷委員   そんなに額は大きくないですよね。親の負担は。 

井上委員   結構ありますよ、でも。 

種谷委員   年に４、５万円ぐらいですか。 

高田課長   給食費ですけども、小学校、１食２２０円、これが年間１８０回ですので

３万９，０００円程度。中学校で２６０円の年間１７８回ですので４万５、

６千円程度になります。ただ学校徴収金として学校が徴収しておりまして、

この給食費以外にも教材費、補助教材ですね、あるいは校外活動の交通費で

あったり、入館料、あるいは転地学習、修学旅行の積立金もございますので、

小学校でも、学校で多少のばらつきがあるんですけども、給食費とあわせて

月額６，０００円、７，０００円ぐらいは徴収されています。 

井上教育長  全部でいくらになりますか。トータルで、年間どれだけお金が給食費とし

て徴収されますか。 

高田課長   給食費は年間８億円です。 
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井上教育長  だから、公会計化しないといけないわけです。 

小野委員長  わかりました。 

井上委員   催促状況ですが、引き落としができなかったら、それはどのようにしてい

るんですか。 

高田課長   通常ですね、全ての学校で、口座引き落としのご協力をお願いしておりま

して、引き落とし日も設定しております。そのときに引き落とされなかった

場合、引き落としの予備日というのを設定している学校が大半でございます

ので、その引き落とし予備日に引き落としをします。１回目に引き落としが

できなかったときには、引き落としができませんでしたので予備日には必ず

引き落としできるよう入金しておいてください、というような通知をさせて

いただくんですが、それでも引き落としができなかった場合は各学校で再度

督促状を出すようにしているんですけれども、市として統一基準ですね、平

成２１年度から設けまして、必ず学期に１回は何らかの督促状を出してくだ

さいというようなお願いはしております。以上でございます。 

種谷委員   督促状は学校で対応されているということですか。 

高田課長   はい。 

種谷委員   大変ですね。督促まで学校でやってるんですね。 

小野委員長  私のほうから１点質問ですけど、先ほどありました国からのお金、元気臨

時交付金か何かってありましたね、これは必ずしもひもつきではないと思う

んですけど、一般的な交付金だから取り合いになるようなものなのか、それ

とも大体ひもつきで、これは教育関係に対する交付金みたいな、そんなあれ

なんでしょうか。 

岩室係長   俗に言う補助金という姿ではないんですけれども、そういう意味ではひも

つきではないんですが、先ほどもある一定のルールで交付金という形で市の

ほうへ降りてきますという形で申し上げましたように、平成２４年度の国の

補正の考え方としましては、経済の活性化をにらんだ公共投資、これを重点

的にしましょうというのが政府の政策です。その公共投資を十分にするにあ

たって、幾ら補助金が２分の１もらえると言っても、市のほうの税金も２分

の１充当しなければいけないので、どうしても、補助金に付き合う一般財源

が必要になってきます。本来実施しようとしていた事業の予算をその２分の

１に、充てないといけなくなります。なので、そもそも実施しようとしてい

た市の単独事業、主に単独事業ですが、これに充当しましょうという形の交

付金となっております。国の制度的には公共投資の部分で、ある一定の計算

をして、補助金の裏の一般財源に相当する額の８０％ぐらいが市のほうに降

りてくるという形になっております。ちなみに今回この６月補正では市全体

で２億４，０００万円弱ぐらいの臨時交付金が降りてきておりまして、教育

委員会はそのうち８，０００万円、約３分の１はこの臨時交付金で事業を実

施しようという形になっております。 

小野委員長  わかりました。 

井上教育長  今の関係で、小学校のグラウンドの整備２校分については当初予算で小学
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校１校、中学校１校の予算があります。ところが、小学校のグラウンド整備

は非常に要望が強くて、運動会や体育大会などで雨が降ると、ぬかるんでむ

ちゃくちゃだという声が市民、保護者、議会からも多いんです。それでまあ

何とかこういうものについては計画に進めたい。予算をようやくつけてもら

ったのは小学校、中学校１校ずつだったんで、じゃあ今回こういう交付金が

あるので教育委員会としたら、こういうときに予算を確保して無理にでもや

っていってもらおうと。それと給食用リフトの修繕なんかについても、こう

いう修繕費用というのはなかなか市の予算で一気に付けてもらえない、お金

がないからと言われますので。それから図書館の移動図書館の自動車ですけ

ども、これはもう何年要求しているか分からないぐらいの状況がずっと続い

てて、なかなか予算が付かなかった。ところがこういう国の交付金を使うと、

市が持ち出す予算が少ないですから、一気に進めることができます。 

小野委員長  そういうことですか。 

井上教育長  だから教育委員会としたら、今までどちらかと言いますと、校舎の耐震工

事がずっと続いていて、まだ２７年度までかかります。それを最優先にして

ますと、その額が大きいですから、それ以上の予算は余り認めてもらえてな

かったということです。ようやく今年度ぐらいから、ちょっとほかの施設整

備も少しずつ実施したり、そのほかいろんなところでめりはりをつけるよう

な予算にしていってます。今年度は交付金も利用して、できるものからやっ

ていこうと思っています。 

小野委員長  わかりました。よろしゅうございましょうか。 

井上委員   今年度からですかね、この宝塚小学校、安倉北小学校、宝塚中学校が自校

炊飯になるわけですか。なってるんですか。 

高田課長   この３校につきましては夏休み中に整備をしまして、９月から自校炊飯を

実施するということになっています。今現在は２４校実施しておりますので、

この３校を加えますと、２７校が自校炊飯になることになります。以上です。 

小野委員長  よろしゅうございますか。それでは、原案のとおり可決ということで、よ

ろしいですか。 

委員    （異議なし） 

小野委員長  異議がございませんので、議案第２６号 平成２５年度教育委員会所管一

般会計補正予算（第１号）（案）の提出について意見を申し出ることについて、

原案のとおり可決したいと思います。 

       予定の案件はこれで終了いたしましたけれども、そのほか何かございます

でしょうか。 

酒井室長   １件、お手元のほうに資料をお渡ししておりますが、体罰調査結果と体罰

防止の推進ということで、所管課のほうから、お時間をいただいてちょっと

説明させていただきます。 

田邊課長   職員課のほうから体罰調査結果についての資料について、ご説明させてい

ただきます。 

       １枚目につきましては４月２４日に県のほうが発表した内容でございます。



平成 25 年第 9回会議録 

―10― 

先に２枚目のほうをごらんをいただきますと、これにつきましては市教委の

ほうで行ったアンケートによって判明した内容でございます。調査の対象と

なる期間は平成２４年４月１日から平成２５年２月末までということになっ

ております。提出されました調査表でございますが、提出率につきましては

平均しますと、小学校につきましては８３．５％、中学校につきましては 

５３％、平均いたしますと６８．３％になっております。続いて、市教委の

ほうから県教委のほうに報告した件数でございますが、こちらのほうが中学

校で２件、これは平成２３年度の横に平成２４年度の数字がございまして、

２４年度の分がアンケートによって判明した結果でございますので、この２

件、これを、体罰を確認した件数として県教委のほうに報告しております。 

       体罰の内容でございますが、３枚目なんですが、こちらの２件の内訳なん

ですが、一つは臀部を蹴る、この臀部を蹴るというのは授業中に行った行為

でございます。もう一つにつきましては、授業中や部活動中ではない、その

他という項目になるのですが、平手でたたく、拳で腹を殴る、膝を数回蹴る

といった内容でございました。この１枚目の、県のほうが発表した内容でご

ざいますが、その裏のところです、参考としてアンケートにより新たに判明

した体罰というところの、学校種別状況の発生件数、中学校の７０件のうち

に宝塚市のほうから報告した２件が含まれており、授業中のところの、１９

件の中に多分１件が含まれていると思います。そしてその他のところの１１

件のうち１件が含まれておるというふうに考えております。 

       その後、また県教委のほうから５月１日付にて、これは資料をお付けして

おりませんが、体罰事案にかかる今後の対応についてという通知がございま

した。この内容につきましては、まず一つ目に懲戒処分の強化をしていく、

例えば指導監督に欠ける学校長について監督責任を厳しく問うというような

内容であるとか、二つ目に懲戒処分を受けた加害教職員の部活動指導の禁止、

それと三つ目につきましては、２５年４月１日以降の処分適用者につきまし

ては研修の受講を義務づける、というような内容になっております。この研

修ということにつきましては各市教委で実施するということになっておりま

すので、この実施に向けて早急にこちらも検討していきたいというふうに考

えております。以上でございます。 

小野委員長  今の県から通知があったというのは５月１日付でしたか。それはアンケー

トをとった結果での動きなんですか。 

田邊課長   まず４月２４日に県が、こういう体罰事案を発表しておりますので、それ

を受けて県のほうがこういった形で、方向性を示したということでございま

す。 

小野委員長  わかりました。 

井上教育長  確認のためにちょっと聞きたいんですけども。４月２４日に県が記者発表

してますね。その記者発表するというのは、市に連絡は入ってましたか。 

田邊課長   これを発表するというのは、市は聞いておりませんでした。 

井上教育長  記者発表するということは新聞に出ますね。各市から言ったら、県は集め



平成 25 年第 9回会議録 

―11― 

た結果を記者に流すけどね、発表してもいいんですが、市の側だってやっぱ

りその辺きちっと対応しないといけないのに、これいつも問題になりますね。

各市困るんですね。歩調合わして、やっぱり情報を流すんだったら流すと言

ってもらわないと、何も言わないでそれをやられたら困りますね。各市やっ

ぱりそういう思いを持ってます。こんな報告をすると先に情報を送ってくれ

たらいいんだけれども、時間がたってから言ってきます。 

小野委員長  私も不勉強で、この前、国からの調査がありましたね。これはだから国か

らのまとめの報告ですか、県の報告があったというのは。 

井上教育長  県の資料の中に、文科省への報告という言葉があるので、そういうことだ

と思います。 

小野委員長  そういうことなんですね。国の発表というはありましたか。文科省で、全

国一律で調査をやったでしょ。国のほうでは報告というのはあったんですか。 

田邊課長   国のほうからはまだ通知というのは確認しておりません。いわゆる各都道

府県を総括した内容についてのことですか。 

小野委員長  全国で例えばいじめが、体罰がどうのとか。なかったかな。 

川名委員   最近何か見た気がするんです。全ての内容でなかったかもしれません、ト

ピックというか。割合最近、２週間ぐらい前かと思います。 

小野委員長  大々的な調査をやりながら、何かあれだね、今のお話しじゃないけど。 

川名委員   まだ多分、全国集計は間に合っていないけれど、一部この典型的な物とか、

何かがあったような気がします。 

小野委員長  県のやつは間違いなしに、それの報告というわけですね。 

田邊課長   そうです。 

小野委員長  そういうことですね。 

川名委員   文科省というのは要するに指令を出して調べて頂戴と言うだけで、数字が

挙がってくるのを待って、それを集計して発表される。これは県がまとめた

資料で、間違いないということですね。 

小野委員長  わかりました。 

井上委員   保護者には報告しないわけですか、宝塚市の場合。この中学校の全体的な

やつは。このような体罰がありましたよとか言うのは。 

田邊課長   保護者のほうに、まだどういうふうな発表をするというようなことは、検

討中でございます。現状ではまだそのような報告はしておりません。 

井上委員   結構問題意識を持っておりまして、どのような体罰があるのかとか、そう

いうふうなことを聞かれる保護者もおられるので、ちょっと私はオープンに

したほうがいいんではないかと思います。隠蔽体質だとまた言われますので。 

小野委員長  その通りですね。ここで必要ならば議論をしてオープンにすべきですね。

ほかに何かございませんか。 

井上教育長  さっきの件数とか、そういったことについては議会のほうではもう隠さず

に言ってます。予算特別委員会のときにこの調査の結果はどうだったんだと

聞かれて、本市は２件ですと、はっきりと言ってますね。中身までどんな案

件だったというのは聞かれてないから答えていません。どんな形で報告する
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かというのは別にして、極端に言ったら、あったのかと市民から聞かれたら、

ありました、こういう案件です、件数はこれだけです、ということはお答え

はします。それはまあ、それを新聞に載せて報告するか、学校に報告するか

どんな方法でするかちょっと別に置いといたとしても、隠すことはないと思

います。調査の結果ですから。 

小野委員長  わかりました。ほかには何かございませんか。 

酒井室長   ほかにはございません。 

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を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４２分 ───────────── 

 

 


