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平成２６年第１３回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 
 １ 開催日   平成２６年７月１０日（木） ２ 場 所      宝塚市役所  特別会議室 ３ 開会時間  午後１時３０分 ４ 閉会時間  午後２時１３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     大西  章   管理室長       西本  学   学校教育室長     五十嵐 孝 

  職員課長       田邊 哲朗   学校教育課長     井上 秀清   学校教育課係長    高橋  剛   教育企画課事務職員  細井 妙子 ８ 会議の書記 教育企画課副課長   森田 国治   教育企画課係長    鈴木 陽子   教育企画課事務職員  小松 謙太 ９ 議題   ○報告第 ３ 号 専決処分した事件の承認を求めることについて（平成２６年７月１０日付教育委員会所管職員の人事異動にかかる県教育委員会との事前協議について）【 非公開案件 】   ○報告第 ４ 号 専決処分した事件の承認を求めることについて（平成２６年７月１０日付教育委員会所管職員の人事異動について）【 非公開案件 】 ○議案第２５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２６号 宝塚市教育委員会事務局等職務権限規程の一部を改正する規程の制定について ○議案第２７号 平成２６年７月１１日付教育委員会所管職員の人事異動について       【 非公開案件 】 
10 その他   ○平成２６年度教育委員会の事務執行評価の実施について   ○宝塚市いじめ防止等に関する条例及び宝塚市いじめ防止基本方針のパブリックコメントの実施について 
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 会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３０分 ───────────── 小野委員長  それでは、定刻になりましたので、平成２６年第１３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、お願いいたします。        本日の予定案件は、議案が３件、専決処分の報告が２件、その他の報告が２件でございます。進行について、事務局のからのご意見をよろしくお願いします。 西本室長   本日の付議案件は、議決事項が３件、専決処分したことの報告が２件、そのほかの案件が２件でございます。        報告第３号 専決処分した事件の承認を求めることについて（平成２６年７月１０日付教育委員会所管職員の人事異動にかかる県教育委員会との事前協議について）。        そして、報告第４号 専決処分した事件の承認を求めることについて（平成２６年７月１０日付教育委員会所管職員の人事異動について）。        議案第２５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２６号 宝塚市教育委員会事務局等職務権限規程の一部を改正する規程の制定について。        議案第２７号 平成２６年７月１１日付教育委員会所管職員の人事異動について。        報告事項 平成２６年度教育委員会の事務執行評価の実施について。        報告事項 宝塚市いじめ防止等に関する条例及び宝塚市いじめ防止基本方針のパブリックコメントの実施について、以上でございます。        なお、報告第３号及び第４号並びに第２７号はいずれも人事に関する案件でございますので、非公開でご審議をいただきますようお願い申し上げます。そのため、４番のその他の案件の２件の報告事項、これを先に報告をさせていただいて、その後で、戻りまして３番の付議事件の報告第３号及び第４号について一括でご審議をいただいた後、議案第２５号及び第２６号についてご審議をいただき、最後に議案第２７号についてご審議いただきますようよろしくお願いを申し上げます。以上です。 小野委員長  非公開審議が、先ほどおっしゃっていたみたいに、３番目に報告第３号、報告第４号で、議案第２７号が後になってますが、非公開でまとめて審議したほうがいいのではないですか。これは事情があるんですか。 西本室長   議案第２５号、２６号につきましては、今回の人事案件にかかる一連の案件ですので。 小野委員長  絡むわけですか。わかりました。 西本室長   よろしくお願いします。 小野委員長  はい、わかりました。        それでは、ただいま事務局のほうからございましたけれども、まずは報告
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事項、それを審議しまして、その後、非公開の人事案件をやりまして、それから議案があって、一番最後にまた非公開の人事案件というような順番でいきたいと思います。        それでは、まず報告事項 平成２６年度教育委員会の事務執行評価の実施についての説明をよろしくお願いいたします。 森田副課長  平成２６年度教育委員会の事務執行評価の実施についてお諮りします。 
  こちらにつきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条の規定に基づき教育委員会の事務執行業務評価を実施し、報告書を作成し、議会へ提出するとともに公表します。        平成２６年度につきましては、事務局が実施する自己点検の評価の中から、平成２５年度にヒアリングを行った項目を除いた上で、教育委員会の会議において重点項目を抽出し、その項目について教育委員と外部委員１名による合同ヒアリングを実施いたします。実施案は別紙のとおりです。        この件につきましては、前回の協議会で、事務局から案をお出しするということで報告させていただいたと思うんですけども、そちらの案について今回ご提示するものです。        こちらの別紙のほうの１ページ目、こちらが実施方法ということで、前回お示しした案で、こちらの委員会による重点項目の決定というのを一応、本日７月１０日というふうに入れさせていた分が変更された部分です。こちらの流れでいきますと、本日重点項目を決定していただいた場合、資料のほうを今月下旬に送らせていただきます。ヒアリングにつきましては、８月中旬、下旬に行わせていただきます。その分で、まとめ報告書を９月上旬に事務局が作成させていただきまして、また９月１１日の教育委員会の会議で報告させていただいて、承認いただいた上で、１０月初旬に予定されております決算特別委員会に提出させていただくと、そういう流れとなっております。これは、前回お示しさせていただいた分とほぼ同じ形になっております。        次に２ページ目のほうなんですけども、こちらが事務局から提示させていただくヒアリングを実施する施策の一覧です。こちらのちょうど３ページ目と対応しておりますが、それぞれ教育の基本計画の体系に基づきまして、そちらの基本方針、１５の基本方針から選ばせていただいております。一番左の方向性が４つの方向性、次の基本方針がそれぞれ１５の基本方針に対応させていただいております。        それでいきますと、昨年ヒアリングをお願いしましたのが、３ページの色づけしてある分ですね。３ページの色づけしてある分が、例えば基本方針１－３、子供の問題行動に対応し、いじめや不登校をなくします、こちらが昨年ヒアリングをお願いした分です。今回の案は、昨年ヒアリングをお願いしました分を除く残り３分の２から、大体方針に応じて、バランスを考えまして抽出させていただきました。それでいきますと、２ページ目のこの表がその抽出させていただいた分なんですが、例えば１番、基本方針の１－１、幼児期の教育・保育の充実を図りますということで、こちらのほうが、実際の
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施策がことばの教室授業、あるいは私立幼稚園補助事業、こちら２点となると、そういう形で出させていただいております。        こちらでもしご承認いただければ、今後、昨年と同じ形で進めていかせていただきたいと思っております。以上です。 小野委員長  以上ですか。今の説明で何かご質問ございますか。        要は、３年かけて全部の施策評価をやろうということですね。よろしいですか。 委員    （なし） 小野委員長  それでは、このとおりで進めましょうということにしたいと思います。よろしくお願いします。        ちょっとごめんなさい。我々に資料が届くのが７月下旬の予定なんですね。 森田副課長  はい。一応そのときには今回のヒアリングの分と、できればそのヒアリング以外でも、こちらの評価の分もおつけできたらと話しておるんですけども、少なくともヒアリングをお願いする分については、必ずお届けしますので。 小野委員長  ヒアリングは、一応、今８月１４日予定ですね。 森田副課長  一応そちらでお願いできたらと思っております。 小野委員長  わかりました。ありがとうございます。        それでは、続きまして報告事項の２番目、宝塚市いじめ防止等に関する条例及び宝塚市いじめ防止基本方針のパブリックコメントの実施についてのご説明をお願いいたします。 井上課長   宝塚市いじめ防止等に関する条例及び宝塚市いじめ防止基本方針のパブリックコメントの実施についてご報告させていただきます。        資料といたしまして、宝塚市いじめ防止等に関する条例（案）を別紙１としまして、それからパブリックコメント用に宝塚市いじめ防止等に関する条例（案）の概要というものを別紙２として、それからいじめ防止基本方針（案）を別紙３として、パブリックコメント用のその概要を別紙４としてお配りをしております。中身については、網かけの部分が前回の協議会からの変更箇所となっております。なお、パブリックコメントの意見募集期間は平成２６年８月１日から９月１日までを予定しております。        その他の資料としまして、条例（案）について委員の皆様からいただきましたご意見に対する回答を別紙５としてお配りをしております。条例（案）の主な変更点としましては、まず一つが、「児童生徒」という言葉を随所に使わせていただいたんですが、いじめ防止の対策推進法に準じて、「児童生徒」という表現は「児童等」というふうに変更をさせていただいております。それから、第６条の学校の責務の中で、いじめに係る相談ができる環境整備についてというのがあるんですが、これは責務ではなく具体的な施策となりますので、これを第１１条の３項のほうに移動をさせていただきました。それから、あと第７条で、「いじめが人権侵害である」という表記があるんですが、いじめという行為が重大なことであるということを示す観点から、その「人権侵害」という言葉の前に「重大な」を追加して、「重大な人権侵害」という
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ふうに変更をしております。        それから、基本方針（案）についても、何カ所かわかりやすくするために文言の整理をさせていただいております。修正箇所については、別紙６にまとめさせていただいております。        それから、最後に条例（案）及び基本方針（案）に関するこれまでの教育委員会の協議会における協議経過を別紙７としてまとめてお配りをしていますので、ご確認ください。        なお、１点だけちょっとご協議をいただきたい点がございます。条例の第６条に、「市立学校及び市立学校の教職員の責務」というのがあります。第５条の市の責務には教育委員会の責務も含まれると以前しましたように、この第６条においても、教職員の責務は市立学校の責務に含まれるというふうに同様に考えられますので、この第６条の「市立学校及び市立学校の教職員の責務」という表現を、全て「市立学校の責務」というふうに変更をさせていただきたいと考えておりますので、この１点についてご協議をお願いしたいと思います。以上です。 小野委員長  はい、ありがとうございます。        冒頭に説明のあった点で、パブリックコメントにかけるのは、この別紙２と別紙４だけなんですか。さっきそういう説明があったと思うんですけども、それとも全部ですか。 井上課長   １から４までです。 小野委員長  そういうことですね。だから、別紙１は当然つけて、その説明文として別紙２もつけますよと、こういう意味ですね。わかりました。        何かございますでしょうか。 川名委員   質問というか、意見なんですが、私は、これは子どもたち自身にも深くかかわる条例というふうに受けとめているので、子どもが読んでも、できるだけわかりやすい言葉で書かれたほうがいいという感想をおつけして、「当該」ですとか、そういう表現はなるべくやめたほうがいいんではないかと。        もとは、確か「子ども」となっていたと思うんですが、それ全部「児童」になってきているんですけど、総務とすり合わせして、そうなりましたとなっているんだけど、前例踏襲というのは皆さんがずっとなさってきていることかもしれませんけれど、やっぱり子どもに深くかかわっているものというふうに考えれば、そういう前例踏襲のお役所言葉の流れるような条例ではなく、自分たちでもっと子どもにも親しんでもらえるようなものをつくろうというふうな気概があってもよかったのにと、私としては前のほうがずっとよかったなというふうに思っているんですけども。児童等、児童等というふうにいっぱい並んで、こういうのは、多分、小学生や中学生が読んだときに、これを自分たちのものとして親しく受けとめることができるかどうかというふうに考えると、そうではないんではないかというふうに思います。        前例踏襲ということでしょうから、こういう意見を言ったからといって変わりそうもないので言うだけにしておきますけれど、どういう条例であるか
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ということで、やっぱり誰に一番読んでもらったり親しく受けとめてほしいかということも考えて基本方針の条例の文書を考えるということもしていただければいいなというふうに思っています。 小野委員長  全くそのとおりと思いますけど、これ「児童」じゃないといけないんですか。今のご意見で、「子ども」に変えちゃいけないんですか。 井上課長   条例としましては、一応こういうふうに協議の中で言われましたので、じゃあこういうふうに統一させてもらっているんですが、一応うちとして今考えているのは、制定された後に、子ども向けには、子どもが見てわかりやすい言葉の概要版というか、パンフレットみたいなものをつくって子どもたちには配布をする予定にはしております。 小野委員長  これいろいろ書いてあるかもしれませんけど、何でこの文言なのですか。「児童等」という言葉じゃないといけないんですか。そこを聞いているの。「子ども」だと何でいけないんですか。はるかに、そのほうがわかりやすいし、読んでいて、子どもに寄り添っているというか、そういう感じもするんですけど。児童等、児童等というよりも。 井上委員   やっぱり、この言葉で全然強弱が違うわけですね。「子ども」のほうが本当にやわらかいと思うんですよ。私ども、全く川名委員さんの言われるとおりだと思うんです。別に「児童等」にする必要性はないと思うんです。 小野委員長  それじゃないといけないという理由がわからない。 川名委員   だから、全部変わってきているんですよね、この前、見せてもらったものから。 小野委員長  これそうですね。全部がですね。 川名委員   何でこれではなく、こういうかた苦しい言葉で書くのでしょうか。        法律はよく「児童生徒」を使うんですけども。だけど、文科省は、だからここにも総務とのすり合わせでと書いてあるけど、文科省は、そういう言葉を従来使っているわけですね。役所言葉ですよね。 小野委員長  これでいいじゃないですか。宝塚市は宝塚市で。一番、やっぱりそういうわかりやすい条例の文書でいいよなと。それで極めて問題になるなら、また別ですけど。それまたよく考えてくださいよ。 井上課長   はい。 和田部長   法制担当との協議になってきますんで、そちらの担当にそういう意見を通して、上げてという形になると思いますけども。 小野委員長  いやいや、法制のほうがと言いますがね。 和田部長   市条例ですので、やはり総務部総務課の法制の意見を尊重することになりますので。 小野委員長  なぜなんですか。 和田部長   これ、市条例になりますので。 川名委員   いや、だからそうですが、それはよくわかっていますが。 和田部長   川名委員のおっしゃっていることはよくわかるんですが。 小野委員長  法制担当に抵抗してくださいよ。 
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川名委員   そこは教育委員会の方が、これは子どもにかかわるものだから、もっとやわらかく親しみやすくしたいからこういうふうにしてくれというふうにやっぱり意見を言っていただかないと、前例踏襲になってしまうわけですよ。何ひとつ変えられません。 和田部長   そういった意見は伝えているんですけどもね。 小野委員長  だけど、だから再度またそういう意見があって、ということですよ。だって我々だって別にそれはわかりますよ。市のそういう部署の意向はわかるんですけど、我々はまた別な観点で、本当に学校とか子どもとか、そういう点から見たときに、やっぱりじかに子どもにわかりやすい文章のほうがいいよなと思っているのですから、そこは何としてでも、先方とやり合ってでも、ぜひ我々の意見を通すように頑張ってくださいよ。それで、どうしてもだめだっていうんなら、その意見はまた聞きたいです。法制の人たちと議論してみたいです。 種谷委員   子ども向けにするのは難しいので、今おっしゃられたみたいに、子ども向けの何かというのは、つくる、というのはそれとして、ということですね。 小野委員長  それはいいんですけどね。ただ、僕はやっぱり、児童等、児童等より、やっぱり子どものほうがはるかに僕はわかりやすい気はしますけどね。 種谷委員   これ子どもに変わったからといって、子どもが読めるかというたら、そうでもないと思うので。 小野委員長  それもあるかもしれませんけどね。 川名委員   でも、児童等とかいうよりはいいと思います。 種谷委員   でも、ぜひその子供向けというのは確かにつくって、何かそういう授業とかの１時間ぐらいかけてやっていただければありがたいですけど。 小野委員長  ほかに何かございませんか。 委員    （なし） 小野委員長  それでは、その点だけ、ぜひ我々教育委員会の総意だということで、ぜひ頑張ってください。 井上課長   わかりました。最後に。 小野委員長  この語彙ですね。この、教職員を抜くということですね。 井上課長   はい。 種谷委員   これは、条文の中も全てですか。 井上課長   全てです。 種谷委員   見出し以外に。 小野委員長  これは、どこかあったほうがわかりやすい気はするのですが。そうすると、第６条の、この、だから「市立学校及び市立学校の教職員」のところが、「市立学校は」になるわけね。 井上課長   はい。先ほども申し上げましたように、教育委員会の責務も、上の第５条ですけれども、市の責務の中に教育委員会の責務も含まれるということで、以前、協議いただいたと思いますので。 小野委員長  僕は、むしろそういうことで言ったら、教育委員会のことも明快に言って
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ほしいという気持ちがあるんだけどね。「市及び教育委員会は」のところがね。これ、教育委員会の名がちっとも出てこないから。前からそれは言っていたわけですけど、教育委員会の名はどこに行っちゃうんだと。国のいじめのやつに関しては明快に、だから市の責務と教育委員会の責務と分けて書いてありますね。だから、ここは別にいいですよ。「教育委員会」を「市」で代用するのはいいんだけども。 井上教育長  市立学校の教職員の責務は、学校の責務の中に含まれないのかと思ったので、その部分についてここで議論してもらっています。 小野委員長  これ、僕はやっぱりいろいろいじめのことを勉強したりなんかしていまして、これは別に教職員だけじゃないんですけども、問題は保護者にしても、やっぱりいじめのこの変化というのは、そういう身近にいる人が確実につかんで、できるだけ早くね。それで、やっぱり本当に、例えばいじめられている子がいじめられていると言っただけで、今は被害者に寄り添うのがメーンだから。だけど、かといって本当にいじめかどうかわかんないケースもあるだろうし。だから、先生というのは、よほどやっぱりそういうところに気を使っていないといけない、大切だなと思います。そういう事案があったときの先生の対応の仕方というかね。        だから、そういう意味でやっぱり教職員の責務というのが、確かに第５条との関連においては、教育長がおっしゃるように、教職員が殊さらに出てくる必要がないとも言えるかもしれないけども、僕はそういう点で、先生というのはすごく大事だと思います。あとは、さっき言ったように、保護者も極めて大切なんですけれどもね。        だから、ここは、僕は教職員というのがあってもいいんじゃないかなと思いますけども、それはどうでしょうか。 井上教育長  保護者とかの言葉に比べて、教職員については限定されているのだなと思っただけです。 小野委員長  教職員というのは本当にこういう事案では相当大事な立場なんだろうなと思いましてね。そこは、だから市立学校全体でくくっちゃうよりは、教職員の責務、子どもの役割として、教職員の責務ということもある程度ここにあったほうが、先生方にはいい意味でのインパクトがないかなと。どうでしょうか。        これでは、なくすとすると、教職員を全部なくすわけですね。第６条の。 井上委員   ということは、これ市立学校の責務になるわけですか。 井上課長   はい。その中に教職員の責務も含まれるという形に。 小野委員長  僕は、やっぱり教職員を残したほうがいいと思います。 川名委員   人間じゃないのが、学校というのも何か違和感があります。 種谷委員   校舎そのものを思い出してしまいますね。 川名委員   やっぱり、人が主体として前面に立つような表現のほうがよくないでしょうかね。 種谷委員   学校って、人じゃないような感じがしますね。 
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井上委員   意味として包含するといったら、包含しますよね。 種谷委員   包含すると解釈すると、じゃあ市立で切るのがすっきりするのかなと思いますけど、無機質な感じですね。 川名委員   そうそう。保護者ってあるから、保護者はお父さんやお母さんの責務というのが浮かぶわけだけど、学校というと、何か途端に責任の所在が曖昧になってしまうので。 井上委員   人間と考えたときに、やっぱりやわらかいですよね。教職員のほうがいいですよね。 種谷委員   入れておきましょうか。 小野委員長  はい、じゃあそういうことで、ぜひここは今のままで、学校だけにはしない。やっぱり、ある程度人間の顔が見える言葉で。よろしいですよね。 種谷委員   教育長、残してもいいですか。 井上教育長  はい、いいと思います。 小野委員長  それでよろしいですね。ここは残そうと。じゃあ、そういうことでよろしくお願いします。 井上課長   はい。ありがとうございます。 西本室長   このいじめに関してのこの条例は、学校教育部と、管理部のほうで、法制協議の話をしていくことになります。既に話をしているんですが、今いただいた意見というのは、「児童等」というこの言葉ですね。言葉そのものが固い、と。子供たちに直接伝わらないということで、この「児童等」を「子ども」という言葉に置きかえるということになりますと、第２条第１項第２号で、児童等というその定義のところに子どもが入って、この子供はこの条例上、学校に在籍する児童生徒ということになるんですが、そういう修正ということで理解してよろしいですか。 小野委員長  だから、例えば「全ての子どもがいじめを行わず、及びほかの子供に対しても」でいいんじゃないですか。 種谷委員   いや、だから定義のところで、第２条の「児童等」というところを「子どもたち」に変えれば、全部子どもに変わるという。定義を、ということですね。 小野委員長  ああ、そういうことですか。 種谷委員   多分そうだと。そういう趣旨ですよね。定義づけを「子ども」に変えればいい。子ども条例は子どもとは１８歳未満なんですか。 川名委員   普通、一般的に児童というと、小学校で、生徒が中学校となっていますからね。だから、むしろ子どものほうが包括する。 小野委員長  そうですね。よろしいですか。 井上教育長  子ども条例では、１８歳未満になっているんですか。 川名委員   子どもというと、１８歳ですね。 井上課長   定義の「学校」の中に高等学校も含まれていて、児童等はその学校に在籍する児童生徒ということです。 種谷委員   県立高校の子も入るんですね。 
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五十嵐室長  今の規定なら、そうなります。 井上教育長  この高等学校は何を意味するのですか。 森田副課長  この学校は一般的な学校という意味ですよね。だから、中は市立学校と限定していますので、この条例は。だから、この学校の定義は、一般的な学校としては学校教育法に基づく学校というのを改めて言っているだけで、この条例の中で、市立学校というのをほとんど規定していますね。 川名委員   対象としては市立の高校ということですね。それは含まれる。主には小・中。 小野委員長  これ、本当は高等学校は含まれないはずですね。 種谷委員   市立の高校はないですね。 井上教育長  国の法律では、こういう規定をしているから、そのまま持ってきてるんですね。 森田副課長  定義上、市立学校と学校を分けるために、わざわざ学校はこうですよと。市立学校はこうですよと言ったときに挙げさせてもらっていると。学校自体は別に、要は学校はこれですと言っただけで、学校に対して決めているわけではないのですけども。 井上教育長  書かなくてもいいのではないですか。 細井事務職員  市全体として、もしくは保護者とか、あと市民の責務として、例えば市立学校の制服を着ている子だけ見守るよとか、そういう意味ではなく、この条例は、一応子どもの年齢全員を市の責務とか、あとは市民の責務として、例えば第８条に市民の責務ということで、市民は地域において児童等に対する見守りとありますので、それはもうどんな制服を着ていても見守るよということを書いております。 川名委員   実際に、教育委員会でも何かあったときに委員会開いてという検証にはならないとしても、やっぱり市民としては見守っていきましょうと。それは、そのほうがいいです。 小野委員長  それは、全くそのとおりですね。 井上教育長  では、子どもというときには、１８歳未満というのが定義ですか。 細井事務職員  法律のほうで、一応児童等というのが学校に在籍する児童または生徒ということで、小学校から高等学校、あと特別支援学校も含まれますけれども、含まれているんで、一応その年齢となります。 種谷委員   それなら、１８歳未満と別に言わなくてもいいです。        逆に留年したら、１８歳未満とやっておくとまずいですからね。だから、やっぱり。 小野委員長  だけど、我々の条例では、これ、だから学校のところの高等学校をやっぱり省いても別にいいんじゃないですか。 種谷委員   でも、県立高校に行っている子がいじめられたときに。 小野委員長  それは、だからそれもありますけどね。だけど、そうすると、さっきの学校云々も、それも含まれることになっちゃいますよ。「学校及び」の部分に。 種谷委員   でも、それは市立学校の責務とか。 
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小野委員長  そういうことか。これで特定されているわけか。わかりました。じゃあいいです。 井上課長   ありがとうございました。 小野委員長  それでは、続きまして、次は非公開審議ですけれども、よろしいですか。        続きまして、報告第３号 専決処分した事件の承認を求めることについて（平成２６年７月１０日付教育委員会所管職員の人事異動にかかる県教育委員会との事前協議について）。さらに、報告第４号 専決処分した事件の承認を求めることについて（平成２６年７月１０日付教育委員会所管職員の人事異動について）についてご説明願います。 田邊課長   それでは、報告第３号及び報告第４号、専決処分した事件についてご説明申し上げます。 
 【 非公開案件の審議あり 】 
 小野委員長  わかりました。よろしいですね。それでは、引き続きまして議案第２５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２６号 宝塚市教育委員会事務局等職務権限規程の一部を改正する規程の制定について、一括でご説明をよろしくお願いします。 森田副課長  それでは、議案第２５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及び議案第２６号 宝塚市教育委員会事務局等職務権限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、今後見込まれる人事異動に合わせて、関係する規則及び規程の改正を行おうとするものです。        改正の内容いたしましては、まず事務分掌に関しまして、課には課長を置かなければならないとしているところを、青少年センターについては課長にかえて所長を置くこととし、所長には課長級または副課長級の職員をもって充てることとします。この改正により、今後は副課長級職員を青少年センター所長とすることが可能となります。        次に、職務権限に関しまして、副課長級の職員で青少年センター所長として配置された職員については、課長級の職員と同等の権限を有することとします。また、宝塚市職務権限規程が本年３月３１日付で改正され、権限事項の一部が変更となったことを受け、教育委員会事務局等の職務権限についても同様の見直しを行うものです。        このほか、文言の整理も行っております。        説明は以上でございます。 小野委員長  何かご質問ございませんか。 
 【 個人情報に関する発言あり 】 
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小野委員長  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２５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２６号 宝塚市教育委員会事務局等職務権限規程の一部を改正する規程の制定については原案どおり可決ということにしたいと思います。        続きまして、非公開審議ですけれども、議案第２７号 平成２６年７月１１日付教育委員会所管職員の人事異動についての説明をお願いいたします。 田邊課長   それでは、議案第２７号 平成２６年７月１１日付教育委員会所管職員の人事異動について提案理由をご説明申し上げます。         【 非公開案件の審議あり 】 
 委員    （異議なし） 小野委員長  それでは、議案第２７号 平成２６年７月１１日付教育委員会所管職員の人事異動について、原案どおり可決としたいと思います。        以上で本日の予定の案件は終了いたしましたけれども、事務局のほうから何かございますでしょうか。        以上でよろしいですか。 事務局    はい。 小野委員長  それでは、これをもちまして平成２６年第１３回宝塚市教育委員会の会議を終了いたしたいと思います。どうもご苦労さまでした。  ─────────── 閉会 午後 ２時１３分 ───────────── 
 


