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平成２６年第１５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８月７日（木） ２ 場 所 宝塚市役所 特別会議室 ３ 開会時間  午後１時３９分 ４ 閉会時間  午後２時３１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  生涯学習室長     岡本 勝幸 
   

学事課長       高田 輝夫  学校教育課長     井上 秀清  学校教育課長     谷川 妙美  社会教育課長     高井  緑  スポーツ振興課副課長 小野 雅司  スポーツ振興課係長  中村  仁  学事課事務職員    三浦 庸平 
 ８ 会議の書記  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 ○議案第２９号 平成２７年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定について ○議案第３０号 公の施設（宝塚市立花屋敷グラウンド）の指定管理者の指定について意見を申し出ることについて ○議案第３１号 工事請負契約（（仮称）花屋敷グラウンド整備工事）の変更について意見を申し出ることについて ○議案第３２号 宝塚市社会教育委員の会議への諮問について 

10 その他  ○教育財産（中央公民館）の取得についての市長からの報告について 
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会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３９分 ───────────── 小野委員長  時間になりましたので、平成２６年第１５回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す。  本日は議案が４件、報告事項が１件ということでございますけども、進行について事務局からご意見をお願いいたします。 西本室長   本日の付議案件は議決事項が４件、そして報告事項が１件でございます。  議案第２９号、平成２７年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定について、議案第３０号、公の施設（宝塚市立花屋敷グラウンド）の指定管理者の指定について、そして議案第３１号、工事請負契約（（仮称）花屋敷グラウンド整備工事）の変更について意見を申し出ることについて、議案第３２号、宝塚市社会教育委員の会議への諮問について、そして報告事項といたしまして教育財産（中央公民館）の取得についての市長からの報告についてでございます。  以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 小野委員長  それでは今事務局のほうからございましたように、この順番に審議をしたいと思います。  それでは最初に議案第２９号、平成２７年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定について、関係部署よりの説明お願いします。 高田課長   議案第２９号、平成２７年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決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、宝塚市立幼稚園規則第３条第１項の規定において、園児の定員は宝塚市教育委員会が別に定めることとなっているため、各市立幼稚園の園児の定員を定めるものです。  平成２７年度の各市立幼稚園園児の定員につきましては、園の施設規模や園周辺の公立及び私立幼稚園設置状況、住民基本台帳等の就園対象人口に基づき決定いたします。  まず、西谷幼稚園の３年保育（３歳児）についてですが、幼稚園規則第３条第２項の規定により３歳児の１学級の園児数は２０人以下となりますので、西谷幼稚園の就園対象幼児数から１学級２０人定員といたします。  次に２年保育（４歳児）についてですが、幼稚園規則第３条第２項の規定により４歳児の１学級の園児数は３０人以下となります。良元幼稚園、西谷幼稚園及び末成幼稚園は、周辺の幼稚園の設置状況や地域内の就園対象幼児数からそれぞれ１学級３０人定員といたします。そのほかの９園につきましては２学級６０人定員とし、市立幼稚園１２園で合計２１学級、定員は６３０人といたします。  次に１年保育（５歳児）についてですが、各市立幼稚園の学級数は２年保育（４歳児）と同数ですが、５歳児の１学級の園児数は３５人以下となっていることから市立幼稚園１２園で合計２１学級、定員は７３５人といたしま
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す。  続きまして、本議案に関連いたしまして参考資料についてご説明申し上げます。  本議案の議決に基づき、平成２７年度の入園児の一斉募集を実施いたします。募集園児数につきましては、３年保育（３歳児）の募集に関しては今年度も西谷幼稚園のみの募集とし、定員の２０人を募集園児数といたします。  ２年保育（４歳児）では西谷幼稚園を除き、各園ごとの定員数を募集園児数といたします。  西谷幼稚園につきましては、今年度中における３年保育の途中入園等により、進級する園児数が年度末まで確定しないことから、３年保育からの進級枠の２０人を差し引き募集園児数を１０人といたします。  １年保育（５歳児）の募集に関しては、今年度中における２年保育（４歳児）からの途中入園等により、進級する園児数が年度末まで確定しないことから、１年保育の定員から２年保育の定員を減じた人数を募集園児数といたします。１学級当たり５人となりますので、２学級の場合は１０人の募集定員数となるということになります。  入園児一斉募集の概要についてご説明いたします。  まず、一斉募集の日程につきましては例年どおり１０月１日に私立幼稚園が一斉に園児募集を行うことから、市立幼稚園につきましては１０月２日木曜日、３日金曜日、週明けの６日月曜日の３日間、１２園の各園で受け付けを行います。  ３年保育、２年保育、１年保育ともに原則としてこの一斉募集期間中のみの受け付けとし、応募者数が募集園児数を超えた場合は抽せんにより入園予定者を決定いたします。ただし、１年保育につきましては就学前の重要な時期であることから、２年保育（４歳児）からの進級児の数や園の余裕教室等の状況により受け入れが可能な園につきましては、抽せんを行わずに応募者全員の受け入れを行いたいと考えております。  なお、抽せん会は１０月１７日金曜日に予定しております。一方、定員割れとなった園につきましては一斉募集後に学事課において随時受け付けを行ってまいります。  また、このたびの園児募集につきましては、子ども・子育て支援新制度がスタートする平成２７年４月入園の園児募集となります。この新制度のもとでは、入園料に関して保育料とともに教育に要する費用を賄うために徴収しているものと考え、毎月徴収する保育料と合わせて、新たな概念である利用者負担額として徴収することが国の方針により基本となっております。  したがいまして、添付しております参考資料の各歳児別の募集要項に記載する入園料及び保育料には現行の保育料を記載した上で、平成２７年４月からは入園料を月額に割り戻して月々徴収する保育料と合わせてこの入園料も徴収する旨をあわせて記載するようにしております。  なお、この利用者負担額については今年度内に決定しなければならないこ
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とから、今後の教育委員会で改めてご審議いただく予定としております。  この一斉募集の周知につきましては、９月号及び１０月号の広報たからづかと１０月１日から市のホームページにて募集要項を掲載するとともに、各園、それから庁舎内、それと市内広報掲示板に募集ポスターを掲示いたします。  次に参考として、今年度の５月１日現在の各市立幼稚園の歳児別園児数の一覧を添付させていただきました。  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。何かご質問ございませんか。 井上委員   仁川幼稚園の４歳児が６０名ですね、中山五月台幼稚園は６０名ということで。でも昨年の実績からすると厳しいんじゃないですかね、６０名というのは。３５、６名ですけど。 高田課長   今年度につきましても就園予定者数が非常に少ないわけですが、見込み数としては。ただ、我々の推計では３０人台後半でありますのでここは２学級としたところでございます。  一方、末成幼稚園が昨年度は２年保育（４歳児）は２学級で募集して、結果２６人の応募だったので１学級となったのですが、今年度その地域特に詳細に調査して人数を精査したところ３０人を割りましたので１学級としたところでございます。  以上でございます。 井上委員   本当に園長先生たちが大変ご苦労されてるわけですね、募集について。具体的に広報以外で何かいい市民にアピールするような方法はないんでしょうか。 谷川課長   幼稚園のほうも、できるだけその幼稚園の中身を見ていただきたいということでオープンスクールを多く実施して地域の方、市民の方に幼稚園を知っていただくような機会を設けておりますし、あと今、園長会と教育委員会のほうでＰＲチラシみたいなものを作成しておりまして、そちらもまた市民の方に公立幼稚園の良さみたいなものをお知りいただくように、配布し周知させていただこうと思っています。あと一点、１０月だったと思うんですけれども本庁のＧ階のフロアで宝塚市の幼稚園の特色を展示したパネル展示をいたします。そちらのほうからも少し幼稚園のことを広く市民の方に知っていただけたらなというふうに思っております。 井上委員   ありがとうございます。それとともに、もっと延長保育してるというのをアピールしてほしいなと思うんですよね。幼稚園と保育園ではこういうとこが違うんだということで、そういうようなアピールをしてほしいなと思うんです。ぜひお願いいたしますね。 小野委員長  ３歳児、４歳児、５歳児でクラスの定員が違いますね、２０、３０、４０で。これはやっぱり年齢による区別なんですか。 谷川課長   定員数につきましては幼稚園教育規則に定められておりまして、発達によっては大人数で過ごすということは少し教師も大変ですので、３歳児につい
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ては２０人、１人の先生が見ることのできる子どもの数として２０人、４歳児については３０人、５歳児については３５人という。 小野委員長  じゃあ、やっぱり発達の段階に応じて決まってるわけですね。 谷川課長   そうですね。 小野委員長  そういうことですね。 種谷委員   ゼロ歳児とかすごいですね。９人で５人を見たり。 小野委員長  そういうことですね、なるほど。 川名委員   幼稚園はありませんけど、保育所ではありますね。 小野委員長  そういうことですか、わかりました。  それとあと子ども・子育て支援法の関連は、今お話があったこの金額的なことだけで募集とかその点ほかに関しては特に変更はないんですか。 高田課長   子ども・子育て新制度になって大きく変わるのが先ほどの募集要項の中の説明で保育料とありますが、これが入園料、保育料ということで今徴収してるんですが、それが利用者負担額というふうになりまして入園料というのが基本は徴収できなくなるんです。それを教育に要する経費だということで月額に割り戻して保育料に上乗せして、それを利用者負担という新しい概念を持って今後徴収していくということになります。  あともう一点変わるのが、新制度になりますと保育が必要なのかどうなのかということの認定を受けなければならないんですが、幼稚園を申し込まれるということはすなわち保育の必要性がないということですので、これは自動的に保育の必要がないということの申請をされたものだということを認識して、事前の審査をなくして、保育の必要性がありませんでしたということを入園決定許可書と合わせて送ることになりますので、特に保護者の手続上新たに何かプラスしてしていただかないといけないものというのはございません。そのため、通常の保護者にとっては募集のルールの中でやっていくということになります。保育所のほうは事前に保育がどれだけ必要かということの認定を受けないといけないですが、幼稚園はその必要がないということから事務を簡素化する目的から通常の募集の中でやっていくということです。 小野委員長  前に一度聞いたときには結構複雑になって、そのあたりの変更があるのかなみたいな感じがしたんですけど。今おっしゃったように、幼稚園の場合にはそういう保育の認定が必要ないという判断で、従来と同じ制度なんですね。 高田課長   はい。 小野委員長  わかりました。 井上委員   これは一般財源になるんですか。 高田課長   はい。使用料になりますので一般財源です。 小野委員長  ほかによろしいですか。 委員   （なし） 小野委員長  それでは議案第２９号、平成２７年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定については原案どおり決定したいと思います。ありがとうございました。  続きまして議案第３０号、公の施設（宝塚市立花屋敷グラウンド）の指定
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管理者の指定について意見を申し出ることについて、関係課よりの説明お願いいたします。 小野副課長  議案第３０号、公の施設（宝塚市立花屋敷グラウンド）の指定管理者の指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、宝塚市立花屋敷グラウンドの平成２６年１１月１日から平成２９年３月３１日までの指定管理者の指定について市議会の議決を要するため、市長に意見を申し出るものです。  指定管理者の選定に当たっては、知識経験者、スポーツ団体、関係者及び市民公募委員で構成される宝塚市立花屋敷グラウンド指定管理者選定委員会を設置して選定を実施しました。  選定の方法は公募により受け付けを行い、応募の際の申請書、事業計画書、収支計画書などの書類審査と、応募団体の代表者に対する面接及びプレゼンテーション審査を実施し、（１）市民の平等な利用が確保されていること、（２）施設の効用を最大限に発揮でき、市民サービスの向上を図れること、（３）管理運営経費の縮減が図れること、（４）施設の安定した管理運営を行うための能力及び財政基盤があることなどを評価基準として審査を行いました。  その結果、公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社が指定管理者として適切であると判断されたため、指定管理者候補として選定しようとするものです。  公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社は、施設の設置目的に基づいた地域と連携した事業計画書等の提案、施設の管理運営のために必要な安定した経営状況及び財務基盤、各種団体等との信頼関係の構築及び連携、協働の実績から、宝塚市の新たなスポーツ施設の管理運営と意欲的なスポーツ振興への取り組みが期待できると評価し選定に至ったものです。  続きまして、参考資料について触れさせていただきたいと思います。  １２ページですけれども、宝塚市立花屋敷グラウンド指定管理者候補者選定経過についてです。  平成２６年３月１４日、宝塚市立花屋敷グラウンド指定管理者選定委員会設置要綱を定めました。  続きまして２６年の４月１日から４月２１日まで新公募委員を募集し、２名の応募がありました。同年４月２３日に公募委員選考委員会を開催し選考の結果、市民公募委員として選定委員会委員を１名選出しております。  続きまして同年５月１４日、第１回選定委員会を開きまして選定委員の委嘱、募集要項、指定管理者の行う業務概要、選定基準の確認を行い、委員の互選の上、委員長として岡田氏が選出されております。委員はその表のとおりでございます。  指定管理者の公募者募集要項を同年５月１９日から配布をさせていただきまして、募集は同年５月２８日から６月２７日まで行いました。  それから同年５月２６日には花屋敷グラウンドの現地説明会を実施し、参加団体は１９社となっております。 
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 募集期間の最終日、６月２７日に公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社とヴィッセル・クリムゾン・アシックス・ライフパートナー共同体の２団体から事業計画書を含む応募申請を受理いたしました。  引き続き同年７月１８日に第２回選定委員会を開催し、宝塚市スポーツ施設条例第１８条第３項の規定及び宝塚市指定管理者選定要領に基づき、各応募団体によるプレゼンテーション審査の後、意見交換を行い、指定管理者候補として各委員の１位の評価の最も多い公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社が選定されました。  各委員の選定結果は以下の表のとおりでございます。公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社を１位に選ばれた委員の方が３委員、ヴィッセル・クリムゾン・アシックス・ライフパートナー共同体を１位に選ばれた委員の方が２委員となっております。  続きまして資料１４ページ、参考３としまして指定管理者応募団体の比較表をつけております。  １５ページは選定採点集計表、５名の委員の方の採点を集計した表になっております。  １６ページは、指定管理者の候補者となりました公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社の法人の概要をつけております。  １７ページは指定管理者選定基準書、配点及び採点項目をつけております。  最後に、指定管理者選定委員会委員長からの教育委員会への選定結果の報告結果について１８ページからついております。１位は先ほど申し上げましたとおり、公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社となっております。３番の選定理由について少し触れさせていただきます。  選定理由（１）宝塚市スポーツ振興公社は、地元の自治会やまちづくり協議会との連携のための定期的な運営会議の開催、地域住民の触れ合いの場となるよう月１回グラウンドの開放日を設定するなど、親しみのある公共施設を目指すといった、地域と連携した事業計画の提案があり、花屋敷グラウンド施設の設置目的の達成が期待できると評価した。  また、同公社は公共施設の管理運営のために必要な安定した経営状況及び財政基盤であった。なお、人工芝グラウンドの利用料金設定は１時間当たり２，０００円の利用しやすい提案であった。  （２）ヴィッセル共同体は４社の組織から構成されており、財務内容については４社を総合すれば心配は少ないが、代表である一般財団法人ヴィッセル神戸スポーツクラブの財務内容に不安があった。なお、人工芝グラウンドの利用料金設定は１時間当たり１万６，０００円と近郊の公的な施設に比べて大幅に高い設定であった。  （３）（１）及び（２）の内容並びに当施設のコンセプトである本市唯一の人工芝グラウンドの特性を生かした新たな市民のスポーツライフの提案を審査した結果、昭和６２年の設立以来、長年にわたり本市のスポーツ施設を管理運営し、構築された各種スポーツ関係団体との信頼関係や協働の実績のあ
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る宝塚市スポーツ振興公社がヴィッセル共同体と比べ、本市の新たなスポーツ施設の管理運営と意欲的なスポーツ振興への取り組みがより期待できると評価したものであるという選定理由となっております。  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。何かご質問ございますか。 川名委員   １位をつけた委員の数でいうと３対２ということなんですが、点差がかなり開いていますよね。振興公社とヴィッセル共同体ではかなり点数が開いていると思うのですが、以前この宝塚市スポーツ振興公社についていろいろ説明を受けたとき、若干のもっとこうしてもらいたいというふうな改善課題があったかと思うんですが、そのあたりはもう解消されて大丈夫になっているんでしょうか。 岡本室長   スポーツ振興公社は現在、体育館等の指定管理させていただいているのですが、確かに市民サービスの向上、そういう部分で課題があるということで、こちらのほうも経営改善の計画も策定いたしまして、受付業務でありますとかそういう部分については運営のみという形で改善のほう努力している状況でございます。 川名委員   よくなったんですね。 岡本室長   なってます。 小野委員長  確かにそうですね、大分前は正直言って心配したんですよね。本当にこのままで大丈夫なのかとか。急激に改善したわけですね。 岡本室長   特に受付業務や窓口対応、電話での対応という分も教育しまして、一度お電話とかをかけていただいたらわかると思います。大分改善されたと思います。 小野委員長  ほかによろしいですか。 委員     （なし）  それでは議案第３０号、公の施設（宝塚市立花屋敷グラウンド）の指定管理者の指定について意見を申し出ること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。  引き続きまして議案第３１号、工事請負契約（（仮称）花屋敷グラウンド整備工事）の変更について意見を申し出ることについてご説明をよろしくお願いいたします。 小野副課長  議案第３１号、工事請負契約（（仮称）花屋敷グラウンド整備工事）の変更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（仮称）花屋敷グラウンド整備工事の工事請負契約（平成２６年３月２６日、議案第３１号で議決）の一部を変更することについて、平成２６年９月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意見を申し出るものです。  今回変更しようとする契約の内容は、平成２６年１月３１日以前適用の公共工事設計労務単価等（旧労務単価）を「平成２６年２月から適用する公共
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工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について（平成２６年１月３１日付国地契第５８号）などにより決定された、平成２６年２月１日適用の公共工事設計労務単価等（新労務単価）に変更しようとするものです。  なお、もとの工事請負契約は昨年１２月２５日に一般競争入札が実施され、落札金額３億５００万円、消費税合わせて３億２，９４０万円で市内南口１丁目８番１７号、グローリー建設株式会社と締結したものを今回の変更に合わせて新労務単価等で積算し直して、消費税合わせて３億３，１１２万２，６００円で締結しようとするものです。 なお、新しい労務単価で計算した増額は、消費税を含め、１７２万２，６００円となっております。  それから補足ですけども、旧労務単価に比べて新労務単価の全職種の単純平均で約７％、労務単価が上昇しております。  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す。何かご質問ございませんか。  これは法的にこうするものなんですね、そういうことですね。 大西部長   国土交通省からの通知があり、制度上は請負業者が請求することができるという形です。そういう申し出がなければ変更はしませんよという形です。今回の場合は請負業者からそういう申し出がございましたので、規定に基づいて今回増額変更するという内容です。 小野委員長  わかりました。 種谷委員   何で新労務単価に増額になったのですか。消費税の絡みとかですか。 大西部長   国の言い方をそのままにいきますと、民間への給料を上げるという、最低賃金のこともあるんですけども、基本的には今回の場合は全国的にこういう見直しをしていこうということで、全国の平均でいくと例えば７．１％とか被災３県の平均だったら８．４％とか場所によって違うんですけども、適切な賃金確保が理由です。ですから今回の増額についても条件があって、その部分が、末端で働いてる労務者の方への賃金に反映されないということはないようにするという趣旨で今回変更されたものです。 川名委員   人手も足りないですしね。 大西部長   特に東北地方は足りてませんので、もちろんその影響でこちらのほうもまた人が取られていますのでなかなか、特に校舎の耐震化なんかも厳しいですね。 小野委員長  ありがとうございました。ほかによろしいですか。 委員    （なし） 小野委員長  それでは議案第３１号、工事請負契約（（仮称）花屋敷グラウンド整備工事）の変更について意見を申し出ることについて原案どおり可決ということにしたいと思います。  続きまして議案第３２号、宝塚市社会教育委員の会議への諮問について関係部署より説明お願いいたします。 高井課長   議案第３２号、宝塚市社会教育委員の会議への諮問について提案理由及び
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内容をご説明申し上げます。  本件は、市民が学習成果を生かし合う地域社会づくりのための社会教育施設（公民館・図書館）のあり方について、社会教育法第１７条第１項第２号の規定に基づき、宝塚市社会教育委員の会議に諮問しようとするものです。  後ほどの協議会で報告させていただく予定にしておりますが、宝塚市社会教育委員の会議から平成２６年７月研究報告「宝塚の地域応援団を育てるために～地域課題解決を通しての新しい公共の創生～」において、コミュニティ（近隣地域）で生じる地域課題を解決するための市民活動を、教育振興計画の基本方針「学びの成果で地域を変える」という知の循環に当たると捉え、市民自らが学習し育まれた市民力を生かす仕組みの充実が必要であると報告を受けました。  また、平成２４年に告示された文部科学省の「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」には「地域の課題や住民、利用者の課題の解決に向けた活動の支援」が挙げられていることや、平成３年の生涯学習審議会からの報告「公民館の整備・運営のあり方について」に「地域活動の拠点としての役割」が示されていることから、地域の生涯学習拠点である公民館や図書館などの社会教育施設は新しい公共の創成と知の循環の拠点施設としての機能を発揮することが求められています。  そこで、市民が学習成果を生かし合う地域社会づくりを進めていくために、公民館及び図書館の現状と課題を整理するとともに、今後のあり方について具体的にご意見をいただくためこのたび諮問しようとするものです。  なお、答申は平成２７年１２月２８日までにいただくこととしております。  参考資料のご説明ですが、２９ページに添付しております現在の社会教育委員１１名で、任期は平成２６年７月２６日から平成２８年７月２５日の２年間です。  また、３０ページには過去からの社会教育委員の会議の答申や提言、意見書などのテーマをまとめております。  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せんか。  私が図書館の現状と課題について随分お願いしておりましたけど、そのことも考慮しての諮問ですか。 高井課長   はい。 小野委員長  そうですか、それはありがとうございます。  諮問することは大変いいと思うんですけども、１点だけ、生涯学習についての報告が幾ら何でも平成３年の審議会のものというのはどうでしょうか。もちろん平成３年から特に公民館のあり方が特に変わってはいないんでしょうけども、我々としてみれば新しい公民館もつくりますよね、今まさに。そんなニーズもあるわけですし、だからこの平成３年の審議会の報告で示されているからってちょっと余りにも古めかしいなと。もっともっと足元で図書館に関してもいろんな動きがあったり、公民館まさに新しいものをつくろう
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としてる。それから社会教育の皆さんが言って建てたというものもおっしゃるように市民力を生かす仕組みの充実が必要だという提言もあるわけですから、ちょっとそういうところをもう少し新しい感覚での内容にしたほうがいいんじゃないかなって気がしたんですけど。この平成３年のものも間違いではないんでしょうけど、いずれにしても２０何年前ですね。 高井課長   一応国から出されてるものがこの平成３年のものなんですけれども、もちろんおっしゃるとおり社会教育委員の会議のほうからどんどん新しい提言がなされてきておりまして、今回平成２６年の７月にいただいたものも大まかには地域教育を進めるためにということでいただいておりますので、それを公民館で具現化するためにどうあるべきかということをご報告、答申いただくということで考えております。 小野委員長  そのときに平成３年のことを言わなくともいいんじゃないかなと、幾ら何でもちょっと。もう少し直近の話題でお願いしたほうがいいんじゃないかなという気がしたんですけど。できたらそういうところもちょっと考えていただけないかなと。  あと何かございませんか。  あともう一点、以前社会教育委員の皆さんと１回懇談したんですけどね、あれはたしかお互いにぜひ１回やりましょうみたいな。これに関しても、僕らは原則、社会教育専門の皆さんですからその方たちに公民館、図書館について考えていただければいいと思うんですけども、我々も何がしかの考えがある中で、できたら、これは強制するものじゃありませんけど、社会教育委員の皆さんも一度また我々と懇談するような場を持てないかなと思うんです。 高井課長   社会教育委員の会議のほうからもそういうご希望を聞いておりますので、スケジュールを組む中で考えさせていただきます。 小野委員長  ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。  ほかに何かございませんか。  よろしいですか。  それでは議案第３２号、宝塚市社会教育委員の会議への諮問について、前の議案のとおり可決したいと思います。  それでは、以上で予定の議案が終わりまして、次に報告事項、教育財産（中央公民館）の取得についての市長からの報告について、担当課からお願いします。 大西部長   後ろのほうに報告事項ということでつけさせていただきました。  前回の協議会の中でうちのほうから若干ご説明申し上げたんですけれども、本案件につきましては昨年１１月２０日付けで市長に対しまして中央公民館の移転先としてカルチェヌーボ宝塚逆瀬川、昔のアピア３の取得を申し出たことにつきまして、今回正式に市長のほうから報告がございました。  内容につきましては写しを次のページにおつけしておりますけども、カルチェヌーボ宝塚逆瀬川を取得するため準備を進めたが、昨年１２月の市議会において中央公民館カルチェヌーボ宝塚逆瀬川に移転することの見直しを求
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める請願が賛成多数により採択されたために、中央公民館の耐震化対応について再検討を行うこととした、その後、市としては教育委員会との協議を重ねて、移転可能な候補地の比較検討を行った結果、カルチェヌーボ宝塚逆瀬川の取得を断念し、市立勤労市民センター横の駐車場の敷地に中央公民館を新築し移転することが最適であるとの結論に達し、平成２６年７月１４日の都市経営会議において市としての方針を決定された、という内容でございます。  次のページには市長から教育委員長あての取得についての報告が書かれてございます。  場所につきましては今ご説明しました勤労市民センターで、この面積の４，６１３平米というのは駐車場部分と現在建ってます勤労市民センターを合わせた現地の敷地として、面積４，６００平米という形です。  建築物につきましては、現在の中央公民館が約２，０００平米でございましたので、それに発表等ができる小ホールと市民の交流するようなスペースを考えて全体としては３，０００平米を想定されてるということですので、現実的にはピロティ形式で地下部分を駐車場に今計画しておりますので、現実な意味での建築物の建築面積は違うんですけれども、一応皆さんに使っていただく床としては今の１．５倍程度の規模を想定してございます。  竣工時期につきましては、平成２８年度末を目途にこの９月に新しい公民館を建てるための調査費ですとか現公民館の解体をするための委託料を予算要求をして、市長査定では満額を認めていただいております。  次のページに本日の資料ということで添付しております。  基本方針とかポイントになりますのは上の基本方針ということで中央公民館の設置場所、どのように使っていくのか、それと３点目は現中央公民館についての平成２６年９月末で使用を停止と。このことにつきましては６月と７月の２回にわたりまして、利用者の団体であります連絡会でその旨私のほうから話をさせていただきました。６月について若干戸惑いのようなものを感じられたんですが、７月につきましては皆さん次の活動場所を探していかないといけないというような形になってございます。  現在の中央公民館は、解体撤去して用地を所有者に返還するということになります。この所有者といいますのは伊和志津神社さんです。おととい、たまたま伊和志津神社の宮司さんが私を訪ねてこられまして、土地利用の形の中で実は宗教法人伊和志津神社さんと別の人格で学校法人を、宮司さんが理事長になられておられまして、すぐ横で逆瀬川幼稚園を経営されてます。できれば、これは市の思惑と合致していますが、認定こども園のような形の中で待機児童の減少について協議は乗っていただいていますが、ただ、今幼稚園の方が全ての保育所の権限がないということでちょっと不安はあるんだけれどもということで、子ども未来部と協議をしているというような形になってございます。  もう一点が、今の勤労市民センターなんですがもともと議会への説明も含
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めましてこの勤労市民センターにつきましても今年度末、３月末をもって利用を停止というような方向で行ったんですけれども、やはり一時にこの地域で２つのこういう施設が利用停止になるというのはいろいろ問題があるということで、産業文化部のほうで現在この施設につきましては新たな公民館が開設されるまで現在の勤労市民センターを利用しているというふうな状況でございます。  ご説明は以上でございます。 小野委員長  ということは勤労市民センターの使用期間は相当延びるということですね。 大西部長   少なくとも今の予定では平成２８年度末に新たな公民館を建設しようとしてますので、そのときまでは今の勤労市民センターは残り、その後に解体ということになります。 川名委員   これは耐震性は大丈夫なんですか。 大西部長   いわゆる大規模な地震が起こったとき倒壊の可能性があるという言い方で、基準は０．６、若干上乗せして０．７という言い方もするんですが、実は勤労市民センターはその数値は満足してございません。０．５か６かぐらいです。 川名委員   公民館よりましという。 大西部長   公民館は０．０７ですから、単純にこれが０．０７が０．７の１０倍危ないとかそういう数字比較にはならないんですけども、ただ勤労市民センターにつきましても耐震補強までして存続させるかというとなかなかそこまで市として判断できませんので。 川名委員   そうですよね、解体することに決まってるわけですからね。じゃあその辺のリスクがあるということはちょっとは市民に知ってもらわないと、黙ってるわけにはいかないですよね、難しいですねこれ。そんな危ないとこ使わせるのかと言われそうだし、でも黙っているとまずい。 大西部長   やはり行政としまして、私も６月の５団体の中で抗議を受けたのですが、やはり行政として新たな施設をすると決めて時期をはっきり決めた以上はやはり危険な施設の利用はやめるというのが大原則です。ただ、その大原則とＩＳ値の０．５何がしかのバランスの中で、危険だけど使ってくださいという言い方はなかなかできないんですけれども、現状を十分認識していただいて使っていただくというふうに考えてます。 小野委員長  議会への説明は、次の９月議会ですか。 大西部長   この今申しましたペーパーは、地図の横のこのペーパーとこの地図につきましては市議会の各代表者会にご説明を既にしております。ただ、今回この３番の今後のスケジュールにありますように、基本設計なりを９月補正で計上してますので当然予算委員会というか総務常任委員会になろうかと思うんですが、その中でこの議論というのをすることになります。 小野委員長  少々危ないのがわかってて、来年３月で止めようと思ってたものをこの際しばらく使おうという、そこがちょっとやっぱり確かに気にはなるなということで、議会でも質問があるかもしれませんね。 
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大西部長   説明は産業文化部になるかと思うんですが、事前に各会派を回られたときに、基本的には３月末で利用をやめたい、公共施設の中でやはり大きな声はできるだけ使える間は使いたい、使ってもらえたらということのようです。ですから０．６なり０．７を少しでも下回ると即廃止という考えではなかったと聞いています。 小野委員長  わかりました。 井上委員   一遍に２つなくなるというのはいかがなものか。 川名委員   そうですね、公民館よりはずっとましですから、数値も。だからそういう状況であるということはやっぱりきちんと情報公開しておいたほうが。黙っているとよろしくないかなと思いますね。その上でやめようという人は多分いないと思うので、避難経路などといった点で、できるだけ心配がないように考えていただければと思います。 井上委員   今の公民館なんですが、利用者には一応９月末で使用停止ということを説明されてるんですが、地域の皆様方には説明されたんですか。 大西部長   実は意見交換会という形のコミュニティーなり自治会長さんなり、当然公民館運営審議会とかもちろん利用者の方含めて７月に私が直接お話はさせていただきました。多くは今度つくる公民館を利用するというご意見が多かったんですが、逆瀬川自治会長さんからはやはり今の場所で欲しいなというご意見は、やっぱり要望としては出ました。 井上委員   それは要望ですもんね。 大西部長   そうですね、ですからその方については個別に説明したんですけれども、やはりどうしても気持ち的に今回公民館なくなるのはやっぱりなかなか踏ん切りがつかないというか納得しにくいというようなお話でした。 井上委員   だからそういう人には、やはり建て替えすればこれだけ費用が要る、耐震化したらこれだけ要るというやはりちょっと丁寧な説明しといてもいいと思いますね。 大西部長   はい。 小野委員長  ありがとうございました。  それでは報告事項を終わりまして、これで本日の予定の案件の審議は終わりました。  ほかに事務局のほうから何かございますか。以上でよろしいですか。  それでは、以上をもちまして本日の教育委員会の会議を終わりたいと思います。  どうも、ありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時３１分 ───────────── 
 

 

 


