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平成２６年第７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３月２８日（金） ２ 場 所 宝塚市役所 ３－３会議室 ３ 開会時間  午後１時３１分 ４ 閉会時間  午後２時１０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      井ノ上 彰  管理室長        酒井 喜久  学校教育室長      五十嵐 孝  教育支援室長      田川 隆司 教育企画課副課長    橋詰 まゆ美  職員課長        田邊 哲朗  学事課長        高田 輝夫  教育研究課長      井上 淑子 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   鈴木 陽子  教育企画課事務職員  細井 妙子 ９ 議題 ○報告第 ２ 号 専決処分した事件の承認を求めることについて（県費負担教職員にかかる内申を兵庫県教育委員会へ提出することについて）【 非公開案件 】  ○議案第１３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１４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１５号 宝塚市教育委員会公文書管理規則の一部を改正する規則の制定について  ○議案第１６号 宝塚市奨学金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１７号 平成２６年度宝塚市立末成幼稚園２年保育の園児の定員の変更について  ○選挙第 １ 号 宝塚市教育委員会委員長の選挙について  ○選挙第 ２ 号 宝塚市教育委員会委員長職務代行者を指定する選挙について 
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 会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３１分 ───────────── 小野委員長  それでは、定刻になりまして全員そろいましたので、平成２６年第７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、川名委員でございますので、よろしくお願いいたします。  本日の予定案件は、報告事項が１件、議案が５件、選挙についてが２件。進行について、事務局からご意見をお願いいたします。 酒井室長   本日は、報告が１件、議案が５件、選挙が２件でございます。  報告第２号、専決処分した事件の承認を求めることについて（県費負担教職員にかかる内申を兵庫県教育委員会へ提出することについて）、議案第１３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１４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１５号、宝塚市教育委員会公文書管理規則の一部を改正する規則の制定について、議案第１６号、宝塚市奨学金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１７号、平成２６年度宝塚市立末成幼稚園２年保育の園児の定員の変更について、選挙第１号、宝塚市教育委員会委員長の選挙について、選挙第２号、宝塚市教育委員会委員長職務代行者を指定する選挙について。以上でございます。  このうち、報告の第２号につきましては、人事に関する案件でございますので、非公開で審議をお願いいたします。  また、議案第１３号と議案第１４号については、ともに新年度におきます事務分掌の変更に関連する規則及び規程の改正でございますので、一括でご審議をお願いいたします。  審議の順番といたしましては、最初に議案第１３号、第１４号を一括でご審議いただき、その次に議案第１５号から、順次、選挙第２号までを順番にご審議いただきますようお願いします。最後に、非公開で報告第２号をご審議いただきますようにお願いいたします。  以上です。 小野委員長  それでは、今、事務局からご提案ありましたそのとおりの順番で進めようと思います。よろしゅうございますね。 委員    （異議なし） 小野委員長  それでは、まず最初に、一括審議する案件に関しまして、議案第１３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１４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に関連して、関係部署よりご説明をお願いいたします。 橋詰副課長  議案第１３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１４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、一括して提案理由及び内容をご説明いたします。 
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 本件は、新年度における教育委員会事務局各課の事務の変更等に伴い、規則及び規程の改正を行おうとするものです。  所管事務の変更点としましては、まず現在、管理部学事課が所管している私立幼稚園に対する助成事務及び私立幼稚園就園奨励に関する事務を、子ども・子育て支援新制度の準備のため、市長事務局に新たに設置される、子ども未来部保育事業課へ移管します。  これにつきましては、３月７日の第５回教育委員会の会議において、市長の権限に属する事務の補助執行の解除につき、議決をいただいたものです。  また、学校教育部の内部事務的な業務量を減らし、指導主事等が学校の指導や支援に当たる時間をより多く確保できるようにするため、現在、学校教育部学校教育課が所管する学校保健に関する事務を、管理部学事課へ移管します。  規則等の改正内容としましては、事務分掌規則については、各課の事務分掌のうち、学事課の私立幼稚園の助成等に関する規定を削るとともに、学校教育課の学校保健に関する規定を学校教育課から学事課へ移します。職務権限規程についても同様に、学校保健業務の個別権限に関する規程を学校教育課から学事課へ移します。なお、臨時休業と出席停止に関する事務については、学級閉鎖などの学校保健安全法の規定に基づくものについては、学事課へ事務を移管し、気象警報発令時等の臨時休業及び生徒指導上の出席停止については、引き続き学校教育課が事務を所管することとなりますので、事務分掌規則にその旨を明記します。  また、職員課の事務分掌につきましては、新年度からの変更は特にありませんが、市費と県費の職務ごとの規定になっており、重複が見られたことなどから、文言の見直しを行ったものです。  議案書の９ページから１１ページに、教育委員会事務局事務分掌規則の新旧対照表をつけております。  まず９ページの左側、現行の欄の職員課の事務分掌ですが、（１）から（７）が県費負担教職員を除く事務となっております。（８）から（１９）までが県費負担教職員についての事務となっております。その事務の重複している部分につきまして、右側の改正案では、これを１つにまとめています。  次に１０ページが学事課の事務、１１ページが学校教育課の事務の新旧対照表となっておりますが、改正案では、現行の学事課の（８）の事務を市長事務部局に移管し、学校教育課の（１１）から（１６）と（２６）の事務を学事課の事務へ移管しております。  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した。何か、ご質問ございますでしょうか。 井上委員   今まで、この指導主事という方々は、学校にどれぐらい出ていっておられたんでしょうか。 五十嵐室長  昨年９月から、学校園担当制というのを敷きまして、指導主事がそれぞれの学校園を担当して、積極的に出るようにいたしました。それ以降の統計で
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ありますけども、９月から２月までの間で、平均しますと各指導主事が１１回から１２回、学校へ出向いているということになります。差はかなりございます。 小野委員長  １人の指導主事が何校ぐらい担当するんですか。 五十嵐室長  少ない者で２校園、多い者で４校園でございます。幼稚園へも行っております。 井上委員   この改正で、学校教育課がかなり身軽になりましたよね。これで指導主事がどれぐらい、もっとふえるわけでしょうか、回数的に。 五十嵐室長  事務の軽減がどれぐらいかといいますと、動き出さないとまだ実感としてはわからないですが、学校園制は定着してきていると思いますので、回数はふやせると思います。ちょっとそれが何回になるかというのは、今のところまだ予測ができませんので、申しわけございません。 小野委員長  ほかに何かございますか。よろしいですか。 委員    （異議なし） 小野委員長  それでは、議案第１３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１４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、議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１５号、宝塚市教育委員会公文書管理規則の一部を改正する規則の制定についてを、関係部署よりご説明お願いいたします。 橋詰副課長  議案第１５号、宝塚市教育委員会公文書管理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いたします。  本件は、宝塚市教育委員会公文書管理規則について、規則中で引用している宝塚市個人情報保護条例が、平成１７年に全部改正となり、条例番号及び引用すべき規定の条番号が変更になりましたが、見直しが行われていなかったため、これを見直すものです。また、市役所庁舎内の各課は、過年度分の文書を総務部総務課へ引き継ぎ、市役所庁舎以外の施設は各施設で文書を保存する規定を設けていますが、平成２３年４月にスポーツ振興課の執務場所を市立スポーツセンター内から市役所庁舎内へ移した際に、規定の見直しが行われていなかったため、今回見直すものです。  説明は以上でございます。 小野委員長  何かございませんでしょうか。  私から１点質問ですけど、これは平成１７年の改正を今、受けて見直すと言われましたよね。これはなぜ今このタイミングでというか、大変遅いなという感じがするんですけども、どういうことで、ことし今このタイミングで見直すことになったんですか。 和田部長   改正忘れがあった場合は通常、本文中に、また改正があったときにやるのが通常なんですけども、１７年から７年間もたった中で、ほっておくというのも何かと思います。気づいたのが、私のほうでしたので。 小野委員長  最近気づいたということですね。 
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和田部長   次の改正予定があるのかといったら、特にないので、今回、前のほうの職務権限規程の改正もありますので、いっしょに提案させていただきました。 小野委員長  そこが、なぜこのタイミングかなと。 和田部長   よくあるのは、次の何かの改正があったときに所要の整理をしましたみたいなことでやるんですけども。 小野委員長  原則は、やっぱり直ちにあれなんでしょう。 和田部長   そうです、１７年のときに。 小野委員長  本来やるべきものですね。ついついということですね。  よろしいですかね。 委員     （異議なし） 小野委員長  それでは、議案第１５号、宝塚市教育委員会公文書管理規則の一部を改正する規則の制定についてを議案どおり可決したいと思います。  引き続きまして、議案第１６号、宝塚市奨学金条例施行規則の一部を改正する規則の制定について、関係部署のご説明をお願いいたします。 高田課長   議案第１６号、宝塚市奨学金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、宝塚市奨学金条例の一部を改正する議案を、平成２６年３月議会に提出したところ、可決されましたので、同条例施行規則の一部改正を行うものです。  条例改正の内容としましては、国の制度で県が実施主体となる、高校生等奨学給付金制度が創設されたことに伴い、本市の修学資金の給付制度を整備すること及び修学資金の貸し付けを受けようとする者の負担軽減と利用促進を図るため、保証人を廃止し、連帯保証人１人のみとするものです。  この条例改正を受けて、今回、必要となる規則改正の内容としましては、修学資金の貸し付けに関する規定について、連帯保証人１人のみとすることから、規則中の保証人に関する規定を削除し、連帯保証人のみとするよう文言を整理します。  なお、修学資金の給付に関する規程については、改正はありません。  また、このたびの改正に合わせて、規則の規定を見直します。その内容としましては、誓約書に押印した連帯保証人であることを確認するため、第７条に規定する貸し付けの際の誓約書に合わせて、連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて、教育委員会へ提出することとします。  次に、第２２条に規定する異動の届け出については、奨学生または奨学生であった者、本人が届け出なければならない事項を第１項とし、第２項は、本人が死亡した場合等に保護者が届け出るべき事項として整理しました。  このほか、文言の整理を行うものです。  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、ご質問ございますでしょうか。 委員     （異議なし） 小野委員長  よろしゅうございますね。 
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 それでは、議案第１６号、宝塚市奨学金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１７号、平成２６年度宝塚市立末成幼稚園２年保育の園児の定員の変更についてを関係課よりご説明をお願いいたします。 高田課長   議案１７号、平成２６年度宝塚市立末成幼稚園２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２５年８月２３日開催の第１４回宝塚市教育委員会の会議において決定いただきました、平成２６年度宝塚市立幼稚園の園児の定員のうち、末成幼稚園２年保育を２学級６０人定員から、１学級３０人定員に変更しようとするものです。  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、末成幼稚園の２年保育で２６人の入園申し込みがありました。この２６人のうち、現在までに５人の入園辞退がありましたが、新たに入園を申し込まれた方が３人いましたので、当該幼稚園の２年保育の入園予定者は２４人となっていいます。  今後も末成幼稚園で２学級６０人定員を継続した場合、現在の入園予定者数２４人では、１学級１２人としての学級編成となります。これは、１学級２４人の学級編成とすると、年度途中に３１人目の入園申し込みがあった場合、学級を２つに分割し、新たに担任教諭を配置することになりますが、こうした年度途中におけるクラスがえや担任教諭の変更は、１年間を通した教育カリキュラムの円滑な実施に支障が生じるほか、園児においても友達関係や担任教諭との関係が断ち切られるなどの影響が予想されることから、学級数については、年度当初から固定しております。こうしたことから、末成幼稚園の２年保育を２学級６０人定員から１学級３０人定員に変更することとします。  なお、今後、入園受付を継続しても３０人を超える見込みはありませんが、万一３０人を超える申し込みがあった場合は、近隣の定員に余裕のある良元幼稚園への就園をあっせんするなど適切な対応に努めていきます。  この変更により、平成２６年度の宝塚市立幼稚園の２年保育は、２１学級６３０人の定員となります。  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   ２６年度の申し込みの数字を出していただいているんですが、今回だけ特別少なかったというわけではなく、もうずっと漸減傾向と考えていいんでしょうか。 高田課長   この末成幼稚園以外でも、幼稚園児、市立幼稚園の申込者数は年々減少傾向にございます。 小野委員長  これは、末成は、ですから２学級６０人と考えていたのは、ここまで減る予測は立てられなかったということですよね。 高田課長   毎年、この教育委員会で決定するのは７月あるいは８月の時期なんですが、
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５月１日現在の宝塚市内の歳児別の人口から、私立幼稚園の３年保育に行っているお子さん、それと保育所の３歳児のお子さんを差し引いて、残った人口から地域ごとの就園率から予想数というのを出してくるんですが、予想数よりも末成幼稚園については低かったという結果でございます。  以上でございます。 小野委員長  逆に、ほかの幼稚園はこういう現象がなくて、とりあえず２クラスというところは２クラスが一応、保持できると、そういうことですね。 高田課長   ほかの幼稚園につきましては、やや少な目ではあったんですけれども、おおむね見込みどおりの人数でしたので、学級数は維持したというところでございます。 小野委員長  わかりました。  ほか、よろしいでしょうか。 委員     （異議なし） 小野委員長  それでは、議案第１７号、平成２６年度宝塚市立末成幼稚園２年保育の園児の定員の変更については、議案どおり可決することにしたいと思います。  以上で議案の審議は終わりまして、続きまして、まず選挙第１号、宝塚市教育委員会委員長の選挙についてということで。事務局のほうから、こういう手順でどうかというようなことがございますので、まず選挙第１号について私のほうからの説明は、本件は、宝塚市教育委員会委員長の任期が平成２６年３月３１日を持って満了となりますので、４月１日からの任期の委員長の選挙を行うものです。選出方法としましては、教育委員会会議規則の規定により、無記名投票か指名推薦の方法を用いるか、まずお諮りしたいと思いますけれども、いかがいたしましょうか。投票でやるか、指名推薦とするか。 川名委員   選挙人は５人ですよね。そしたら、投票するまでもなく、もう、話し合ってというか、指名で。 小野委員長  指名推薦ですね。 川名委員   指名推薦。 小野委員長  では指名推薦ということで、いきたいと思います。  それでは、指名推薦ということで、推薦をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。どうぞ。 川名委員  小野委員長が期限が切れるということですね。再任はできるんですよね。私としては、多分、種谷さんもそうおっしゃると思うんですが、なったばっかりなので、まだようやく様子がわかったようなところなので。井上さんは、どうですか。 井上委員   私は、だからもう今の現状でいいのではないかと思います。 川名委員   もう１年間。それでもいいですし、かわってもいいかなと思います。 種谷委員   ４月に２人は委員になったばっかりだったので。私は出席できなかったと思います。 川名委員   昨年はもう小野委員長に決まっておりましたよ。私が就いたときも。 小野委員長  恐らく４月に決まってますから。 
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川名委員   今ごろ、だから決まってたんですよね。 井上委員   委員長候補の方は、一応、席を外していただいて、やってましたよ。 川名委員   私は今回初めてなので、こういう選ぶのは。だから、それまでのことでしていただいても結構です。 小野委員長  私、席を外しましょうか。 小野委員長  皆さんの意見があるから。 川名委員   私としては、どちらかお二人にお引き受けいただければ、もう大変いいと思っております。やっぱり、ある程度よくご存じでなければなりませんし、小野委員長、井上さんはお仕事をお持ちですし、小野委員長はもう全精力を注げるから。委員長は、行事も多いから、小野さんにお願いするのがいいかもしれませんね。井上さんはいかがですか。 井上委員   それで結構です。 種谷委員   それじゃあ、私も異論は全然ございません。よろしくお願いいたします。 小野委員長  それでは、今の議論で私でどうかということでございますけれども、私が引き続いて来年も委員長をやらせていただくということで、よろしゅうございましょうか。 委員    （異議なし） 小野委員長  それでは、井上教育長もよろしいですか。 井上教育長  はい。 小野委員長  それでは一応、全員の同意がありましたので、私が引き続き教育委員長を務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  引き続きまして、選挙第２号でございますが、宝塚市教育委員会委員長職務代行者を指定する選挙についてということで、これも私のほうから説明をさせていただきます。  本件は宝塚市教育委員会委員長職務代行者を指定しようとするものです。選出方法としましては、同様に無記名投票それから指名推薦がありますが、これも指名推薦としてよろしゅうございますね。 委員    （異議なし） 小野委員長  ということですので、それでは、推薦をお受けしたいと思いますけど、いかがでしょうか。 川名委員   今までも、いらっしゃったのでしょうか。じゃあ、また引き続いてということで。 小野委員長  もう、そうですね。じゃあ、これも引き続きまして、井上委員に委員長職務代行者ということでお願いをしたいと。これまた委員全員の合意ということでよろしゅうございますね。 委員    （異議なし） 小野委員長  それでは、全員の同意がありましたので、井上委員を委員長職務代行者に決定したいと思います。 井上委員   よろしくお願いします。 小野委員長  それでは、以上をもちまして、選挙第１号、第２号を終了したいと思いま
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す。  それでは引き続きまして、非公開の報告第２号にまいりたいと思いますので、関係者以外の方のご退出をお願いします。  （関係者以外退出） 田邊課長   それでは、報告第２号、専決処分した事件について、ご説明申し上げます。 
  【 非公開での報告事項あり 】 
 小野委員長  それでは、これはこのとおり承認ということにしたいと思います。  以上で、予定の案件は終わりましたけれども、ほかに何かございますか。 酒井室長  以上でございます。 小野委員長  それでは、本日の教育委員会の会議を終了したいと思います。どうもありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時１０分 ───────────── 
 

 


