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平成２６年第１７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９月１１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２９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  教育支援室長     田川 隆司  生涯学習室長     岡本 勝幸   

施設課長       中村 尚雄  学校教育課長     井上 秀清  教育研究課長     井上 淑子  施設課係長      平田 泰三 
 

   

 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 
 

10 その他  ○宝塚市立小中学校幼稚園防犯カメラの設置及び運用に関する要綱について  ○平成２６年度 全国学力・学習状況調査の結果について【 非公開案件 】 
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 会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３０分 ───────────── 小野委員長  時間になりましたので、平成２６年第１７回宝塚市教育委員会の会議を開催したいと思います。  本日の署名委員は、井上教育長でございます。よろしくお願いします。議決事項以外の案件は２件であります。進行について、事務局のほうからご意見をよろしくお願いいたします。どうぞ。 西本室長   本日は、議案の提出はございません。  議決事項以外の案件としましては、報告事項が２件でございます。  １件目の報告事項といたしましては、宝塚市立小中学校幼稚園防犯カメラの設置及び運用に関する要綱について、２件目の報告事項といたしまして、平成２６年度全国学力・学習状況調査の結果について、以上の２件でございます。  なお、２件目の報告事項につきましては、学力調査の結果に関する事項ということで、資料中には、学校ごとの結果、これを含めた内容となっております。したがいまして、非公開で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  わかりました。それでは、本日の報告事項が２件ということで、まず最初に、宝塚市立小中学校幼稚園防犯カメラの設置及び運用に関する要綱についてを、関係課のほうからご説明よろしくお願いいたします。どうぞ。 中村課長   報告事項、宝塚市立小中学校幼稚園防犯カメラの設置及び運用に関する要綱についてご説明申し上げます。  近年、学校敷地への不法侵入や学校施設への物的損害の発生等、市立学校園の防犯安全環境に大きな変化が生じています。これら環境の変化への対策として、各学校園への防犯カメラシステムの整備を検討しています。  一方で、公共施設である学校施設に設置する防犯カメラシステムの運用に当たっては、施設利用者のプライバシーの保護等が必要となることから、個人の権益保護を図りつつ、児童、生徒及び園児の安全確保を図るための運用指針として、「宝塚市立小中学校幼稚園防犯カメラの設置及び運用に関する要綱」を策定しましたことを報告いたします。  事前にお配りをしました報告事項で、本日は机の上に一部、資料を置かせていただきました。それにつきましては、内容の説明の中で少しご説明をいたしたいと思っております。  説明をいたします。  現在、９月議会の補正予算として中学校の防犯カメラ借り上げ料を上程いたしており、設置に当たりまして、この要綱も定めたものであります。宝塚市では、「宝塚市防犯カメラ設置補助事業」というのを行っており、その際防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインを定めております。これは、２５年の２月に定めております。このガイドラインを基本として、学校施設
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用に作成したものであります。  資料といたしまして、要綱第１条は目的をうたっております。  ２条では、定義を定めております。  ３条では、管理責任者を校園長とすることをうたっております。  ４条では、防犯カメラ取扱者を各教頭・副園長とすることをうたっております。  第５条では、防犯カメラ設置場所を地域住民などのプライバシー配慮のため撮影範囲が防犯に必要最小限となるように留意することをうたっております。  第６条では、防犯カメラ映像の閲覧者制限のため、システムの操作、録画映像を確認できる者を、管理責任者・防犯カメラ取扱者のみとすることをうたっております。  第７条では、録画映像の保存方法及び録画映像の保存期間を原則としては１４日間。その後は、上書きとなるような形になっております。  第８条では、録画映像の目的外利用及び外部提供の制限をうたっております。提供する場合には、事前に教育委員会と協議をするということにしております。  第９条では、防犯カメラシステム操作状況等の報告をうたっております。録画映像を確認した場合及び目的外利用、または外部提供した場合の報告を求めることにしております。  その第９条ですが、本日お配りをしました要綱、事前にお配りをしております要綱で変更点があります。第９条の「管理責任は」についてですが、本日お配りしています資料では、「第６条第１項及び第２項に基づき」というような表現に変えております。また、事前に報告としてお配りをしたものにつきましては、「事案が発生した場合」というような表現にしておりました。それでは少し誤解があって、勘違いが起こるんではないかということで、具体にこの条項を盛り込みました。  それから第１０条では、個人情報の保護というのを定めております。  以上、簡単にはなりますが、要綱の報告をいたします。 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。どうぞ。 川名委員   一ついいでしょうか。画像の保存期間なんですけど、１４日というのは、大体他の学校なども、そのような程度なんでしょうか。子どもが何か被害にあっても、例えば、すぐに言えないということもあるかと思うんですけど、すぐに自分が何かの被害にあったことを、言えなくて、しばらくしてからわかるということもあると思うんですが。１４日というのは、そう短いというものでもないのでしょうか。 和田部長   よその規定を見たところ、一番短いのは７日というのがありまして。 川名委員   １週間分。 和田部長   あと、１０日。長いので１カ月というのがありました。 川名委員   余り長いと、もう積もり積もっていきますからね、大変だけど。撮れなく
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なってしまうわけですよね。 和田部長   ハードディスクへためますので、その容量の問題も出てくると思うんですけども。 小野委員長  ２週間と１カ月では、設置構想が変わるんですか。 西本室長   はい、基本的には、先ほど部長が申し上げましたように、記録装置に負荷がかかりますので、解像度を落として、よくご家庭でも解像度を落としたら長時間録画できると。恐らくそういう対応になるので、いざというときにその精度ですね。画像の精度等の問題が出るかもしれないということから、ちょうど真ん中をとるわけじゃないですけども、１４日程度が適切だろうと。 小野委員長  確かに、川名委員が言うように２週間というとちょっと、ただちに反応できる場合はもちろん十分なんだけど、後で振り返るときに、確かに短いかなという気がちょっと僕もしたんですけど。だからもう２週間の根拠ですね。 川名委員   でも、とりあえずこれは絶対、もうこれでなければということではないでしょうから。 小野委員長  それは、そうでしょうね。 川名委員   とりあえずやってみて、足りないというようなことが、続いたらまた考えるでも。 小野委員長  それは、変更は確かにできるわけですね。 西本室長   変更のほうは。 小野委員長  解像度を落とすかもしれないけど。 西本室長   はい、可能ときいています。 川名委員   とりあえず何か決めて出発しないといけないのですね。 小野委員長  それは、そうですね。 川名委員   じゃあ、それでいいです。 小野委員長  わかりました、はい。よろしいですか。はい、どうぞ。 井上委員   第１０条の２項で、「教職員は、防犯カメラシステムの運用により知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。」ということになってるんですが、この一応カメラ映像の閲覧自体は、管理責任及び防犯カメラ取扱者のみとなってるんですが、この辺の整理は、どうなってるんですか。 中村課長   それにつきましては、第６条で、システム管理者、それから管理責任者等が、閲覧できるものだとしています。必要に応じて防犯カメラ取扱者、６条の２項の２行目ぐらいから「防犯カメラ取扱者以外の教職員等に、録画映像を確認させることはできるようになった」と例外規定を設けております。ですから、そういった職員さんのことを対象にうたっております。 種谷委員   多分、校長先生と教頭先生も含まれるということですね。教職員と同じ。 中村課長   そうですね。 種谷委員   だから、多分、校長先生も含まれるし、教頭先生も含まれるし、今の何か必要があって見た職員も含まれるし、４条２項で、教頭先生以外の教職員を、防犯カメラ取扱者に選任できるとあるので、その教頭先生以外で選任された
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取扱者の方も当然含むと。 中村課長   その場合では、ちゃんと報告をしていただくということになっております。 種谷委員   そういう人たちということだと思います。 井上委員   録画映像確認って、どういうことなんですか。保護者を確認するんですか。それとも不審者を確認するんですか。不審者であれば、先生全員に見てもらわないといけないですよね。 小野委員長  何かあったときに、まず管理者と取扱者責任者と、あと関係する人が見るかもしれないけど。 種谷委員   そう、この映っている子、誰って。 井上委員   いえ、不審者の侵入だから、保護者以外の人が誰かわからないわけだから。その担任も、当然見てもらわないといけない、先生全員で見てもらわないと確認できない。 川名委員   最初は、その何人かの限られた方が見て、判断をその見る範囲を広げたり、あるいは、場合によっては捜査機関とも連携したりっていうことになるわけでいいんですよね。 種谷委員   多分、そうじゃないですか。だから、いきなりそんな、全員にっていうことはない。最小限の何か、関係すると思われるとこから広げていくイメージじゃないですかね。見ていただく人は。 井上委員   事件が発生しない限り防犯カメラは見ないわけですよね。映像は。 川名委員   それは、そうでしょうね。そうです。だから、どんどん撮られたのは上書きされて消えていく。 井上委員   そうですよ。校長は見てるんですか。 中村課長   今、考えておりますのは、モニターを、学校によっては少し変わってくるかもわかりませんが、管理視聴室、校長室だとか事務室とか、職員室というところに置くようにしております。そのモニターについては、常時、映るような形になってますから、絶えずそれを専門的に監視をするというわけではないですが、見られる場合も出てくると思います。 種谷委員   それは、どこに置いておくんですか。校長室ですか。 中村課長   今は、校長室もしくは職員室というような形で、１台なんですが、学校現場等の協議で、場所を決定していこうとなっております。 小野委員長  設置はもうほぼ決まるんですね。さっき議会に上程中だとおっしゃいましたね。で、それは、いつごろ決まるんですか。どうぞ。 中村課長   今、上程しておりまして補正予算で、開催中の議会のほうで承認をいただければ。 小野委員長  これ全校一斉に設置するわけね。小中幼稚園。 中村課長   いえ、中学校の防犯カメラということで、予算要求をしております。 小野委員長  まず中学校でしたっけ。 中村課長   はい。 小野委員長  じゃ、順次、小学校と幼稚園にふやしていくと。 中村課長   といいますのは、前回のときにも少し話題に挙がったのですが、幼稚園と
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小学校につきましては、門の遠隔施錠システムということで対応しています。 小野委員長  そういうことですか。わかりました。当面じゃ、中学校ですね。 中村課長   はい。 井上教育長  今の考え方は、中学校は学校も要望があるんですね。 小野委員長  ありましたね、いろいろ。 井上教育長  中学校は、施設管理の予算がついてますが、小学校もずっと要望しています。小学校はそれも含めて、検討しないといけないですね。私は、先に人による施設管理だろうなと思っていますが、それが終わったら、防犯カメラも言われると思います。まず、そちらのほうの要望をしたい。 小野委員長  わかりました。 井上教育長  中学校は、特に多いですから整備したい。ほかありましたか。何か別の件で。 西本室長   この要綱については、実は今年度の予算で、緊急的対応ということで、山手台中学、こちらのほうについては、もう工事を進めていくということで、今月の中旬ぐらいから、テスト運用に入っていきたいと。  本格稼働は１０月１日ですが、当然それに適用される要綱でもあると。９月補正だけの分ではないということで、説明させてもらいます。 井上教育長  もう１点。先ほど井上委員が言われた１０条の２項の、教職員にちょっとひっかかるわけじゃないけど、先ほどの説明で６条にある教職員等というのは、「等」は誰なんですか。 種谷委員   事務員さんとか。 井上教育長  となったら、ここは等は要らないのかということですね、１０条２項は。それともう一つは、ここでは教頭はどれに当たるのですか。この第１０条では管理責任者が第１項で書いてあるんですね。取扱者のことについて教職員等に含まれるとの話がありましたが、たて方でいえばどうなるのかなと思ったのですが、問題ないんですか。 小野委員長  確かに。だから、教頭が取扱責任者から外れるとすると、一般の教職員と同じになりますね、教頭も。場合によっては、外れる可能性もあるわけでしょう。取扱責任者。 中村課長   教頭先生は、防犯カメラ取扱者というような位置づけで。 小野委員長  いや、だけど一般の教職員を充ててもいいんでしょう。 中村課長   そうですね。 小野委員長  取扱者は。教頭ｏｒでしょう。 井上教育長  ここで、私が言ってるのは、第３条では、管理責任者を決めてますね。管理責任者は、「校長等」。 小野委員長  それから取扱責任者ね。 井上教育長  取扱責任者が教頭と、最後には教職員で一本でくくってるのかということです。そこをちょっと聞きたかっただけで、文章のつくり方なんですけど、それだけちゃんとしておいてほしいなと思っただけで。「等」というのは、先に「等」ってあるから、これは市民の場合も入るのかなと思って。先の第６
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条でしたか。６条２項のこの、管理責任者は。 種谷委員   さっきの話でいうと保護者とか、あるのかもしれませんね。 井上教育長  はい、保護者。 川名委員   こちらは見せないといけないという事態も。 井上教育長  教職員等にって言ったら、保護者は個人情報のことは、うたわなくていいのかと思っただけで、教職員等とか、それらは要るのかと思って。 種谷委員   それらは、２項はやっぱり等にするんですね。 井上教育長  「等」が、要るのか、その辺だけ整理してほしいと思ってるだけで。了解だけもらっておいてほしいなと。 小野委員長  はい、そういう意味合いですな。 井上教育長  そういう整理してもよろしいねという了解だけもらってほしいということ、ここで。 小野委員長  当然校長管理責任者、それから教頭が取扱責任者ですね。やむを得ないんだろうなと、教頭の仕事がまたふえないかなと、気になるんですけど。学校によっては、教頭じゃなくて別な人を、責任者にしようということもできると。そういうことで、校長判断でそれはできると。そう考えればいいわけですね。 川名委員   具体的に仕事として、この日常の仕事として、どのぐらい負荷がかかるものでしょうかね。 井上委員   何もなかったら、余りないと思いますね。 川名委員   そんなになさそう。 西本室長   もう、システムは２４時間ずっと稼働してですね。 川名委員   勝手に映して。 小野委員長  １４日で自動的に消えるのでしょう。 西本室長   そうです。 井上教育長  例えば、こういう要綱とか規定を見ていたら、教頭、例えばその次の職員で言ったら何になるのですか。 井上委員   主幹教諭。 井上教育長  主幹教諭とかって、明確にうたっているところもあるでしょ。ところがこれでは、うたってなくて教頭等というのは、あくまでも教頭または副園長のことを言っているのですね。教頭等で別な人を責任者にできるんですねと言われたら、今のところはできないですね。この要綱をつくるときには、そこまでしっかりと学校側とは、協議できてないですね。  だから、そうする可能性があっても、委員が言われていることは今はできないのじゃないの。 小野委員長  校長が、教頭じゃなくて別な職員、例えば生徒指導の先生とか、あるいは教務主任とか、先生が引き受けるかどうか別にしても。そうすると言ったら一応できるんですね。 西本室長   そのとおりです。 小野委員長  教頭は外してね。 
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西本室長   はい。 小野委員長  それはそれで、いいんでしょうね。 井上教育長  できたらいいですけど、この要綱でできないのかと言ってるのです。 和田部長   ４条２項で、できます。 小野委員長  選任することができる。 井上教育長  教頭以外も選任することができるのですね。 小野委員長  それから宝小はね、自治会でつけましたよね。あれは、どういう運用になっているんだろう。ここまで厳密な規定を読んだあとはね。 井上教育長  宝小もこれに従ってもらわないといけないね。 小野委員長  今後はね。今まではやっぱり、校長も一応管理してるんでしょうか。 井上教育長  多分それでいってると思います。 和田部長   宝小は宝小で、先ほど説明ありましたように、宝塚市の全体のこの要綱がありますので。それに基づいて。宝小用で、自治会が設置して管理者は校長という、こういう要綱を持っております。 小野委員長  わかりました。 井上教育長  持ってるけど、どっちに従ってもらうのですか。 和田部長   今ちょっと協議してないといけないんですが、あれは自治会がつけたということで、若干道路の部分まで映り込んでますので、ちょっと私どものやってた道路のは、映り込まないということになってますので、そこらはちょっと協議しないとちょっと、まだはっきりしたことは言えないので。 小野委員長  私の個人的な思いで言ったら、いずれ宝小の分もやっぱりこの要綱で見てあげないと。宝小だけは、自治会でっていうのはないだろうなと。 和田部長   考えとしては、契約は自治会といいますか、向こうがやってらっしゃるんで、それをどうやって移したらいいのかとか。 小野委員長  それは、ありますね。 和田部長   その辺の手続の話が。 小野委員長  財産的な。 和田部長   はい。最終的には、こちらのほうでやはり、リース料を払ってという形にする必要があるとは思いますけれども、先ほど言いましたように、その映ってる部分は若干、こちらの要綱と違うので、その辺は自治会で設置されてるところとの協議が、必要になってくると思います。 小野委員長  わかりました。ほかに、よろしいですか。  はい、どうぞ。 西本室長   先ほど、教育長のほうから指摘のありました３ページ目の２のところで、教職員って、言いきってるんですけども、これは、明らかに「等」をつけないと、前文と合わないということとか。この教職員には、先ほどの選任されている校長、それから、選任されてる教頭ですね、そこまで含むのかというところ等をちょっと検討して、その辺はちょっと事務局のほうで、修正のほうをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 小野委員長  わかりました。それで結構です。 
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 それでは、宝塚市立小中学校幼稚園防犯カメラの設置及び運用に関する要綱についての報告を終わりたいと思います。  それでは続きまして、平成２６年度 全国学力・学習状況調査の結果について、関係部署より報告をお願いします。 
 【 非公開案件の審議あり 】 
 小野委員長  はい、どうもありがとうございます。  それでは、以上で教育委員会の会議は終了でございますね。 西本室長   ちょっとその他ということで、よろしいでしょうか。  先般９月市議会定例会のほうが、開催をされております。議会初日の９月５日になりますけれども、教育委員会に関係する議題、２つにつきまして即日可決がされております。この件につきまして、ご報告をいたします。  １件は、議案第８８号ということで、工事契約請負契約（仮称「花屋敷グラウンド整備工事」）ということで、これは８月７日の教育委員会にお諮りした労務単価が変更されたということに伴う契約の変更についてです。  もう一つは、議案第１０１号としまして、宝塚市教育委員会の委員の任命について、同意を求めることについてということで、これによりまして、井上輝久委員が１０月１日付で、再任がされております。今後ともよろしくお願いを申し上げます。以上です。 小野委員長  わかりました。ぜひこれからもよろしくお願いします。  それでは、以上で本日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２９分 ───────────── 
 

 


