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平成２７年第１６回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 
 １ 開催日   平成２７年８月２０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１８分 ５ 出席した委員の氏名   須貝 浩三教育長、小野 武委員、井上 輝久委員、川名 紀美委員 及び種谷 有希子委員 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     五十嵐 孝 社会教育部長     大西 章 管理室長       西本 学 生涯学習室長     島廣 弘二 

職員課長       田邊 哲朗 施設課長       阪西 宏之 学事課長       高田 輝夫 指導・人権教育担当課長   藤井 優恵 教育研究課長     井上 淑子 社会教育課長     高井 緑 施設課係長      平田 泰三 中央図書館係長    西川 和巳 
 ８ 会議の書記 教育企画課課長    柳田 直記 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２５号 平成２７年度教育委員会所管一般会計補正予算（第２号）（案）の提出について意見を申し出ることについて 
 

10 その他   （報告事項） 長尾中学校屋内運動場改築事業について   （報告事項） 平成２７年（２０１５年）７月における宝塚市立学校の「いじめ事案」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 ───────────── 須貝教育長  では、平成２７年第１６回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催いたします。本日は傍聴希望の方はおられますか。 西本室長   おられません。 須貝教育長  では、本日の会議を始めます。        本日の署名委員は川名委員でございます。よろしくお願いします。        本日の付議案件として議案が１件、議案事項以外の案件が２件ございます。進行について、事務局からお願いします。 西本室長   本日の付議案件は議案が１件、議決事項以外の案件が２件でございます。議案第２５号 平成２７年度教育委員会所管一般会計補正予算（第２号）（案）の提出について意見を申し出ることについて、報告事項といたしまして長尾中学校屋内運動場改築事業について、報告事項としまして平成２７年（２０１５年）７月における宝塚市立学校のいじめ事案について、以上でございます。        なお、報告事項につきましては、個人に関する事項を含みますので、非公開での報告とさせていただきます。したがいまして、審議の順番といたしましては、初めに議案第２５号について御審議をしていただいたのち、長尾中学校屋内運動場について御報告し、最後に非公開案件としていじめ事案に関する報告をさせていただきます。よろしく御審議お願いいたします。以上です。 須貝教育長  それでは、そのような進行でよろしいでしょうか。  委員    （なし） 須貝教育長  では議案第２５号 平成２７年度教育委員会所管一般会計補正予算（第２号）（案）の提出について意見を申し出ることについて、担当からご説明をお願いします。 柳田課長   議案第２５号 平成２７年度教育委員会所管一般会計補正予算（第２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２７年度教育委員会所管一般会計補正予算（第２号）（案）のうち、教育委員会関係予算に関しまして、平成２７年９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す。平成２７年度教育委員会所管一般会計補正予算（第２号）（案）につきましては歳入予算に９，０６１万５千円を増額し、総額を１８億７，９８２万円といたします。また歳出予算に１，５４２万１千円を増額し、総額を４８億３，１５８万円４千円といたします。加えて、翌年度に繰り越して執行ができる経費としまして、長尾中学校屋内運動場改築事業において繰越明許費を設定いたします。また債務負担行為の追加として長尾中学校屋内運動場改築事業に係る債務負担行為を設定いたします。議案書のうしろにつけております説明の資料に基
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づきまして、主なものについてご説明させていただきます。        番号で言いますと１３番、小学校施設管理事業におきまして防犯カメラの借上げ料を２１４万４千円計上しています。これは中学校に、昨年防犯カメラを設置しておりますが、続きまして小学校についても設置していくということで予算要求をしているものでございます。        続きまして１６、１７番、長尾中学校屋内運動場改築事業です。こちらにつきましては基本設計の委託料と地質調査の委託料を計上しております。この事業につきましては後ほど報告事案としまして担当課のほうから詳細についてご説明させていただく予定としております。        １番、あと２７、３１、３３番でそれぞれ教育に関する寄附を頂戴しております。１番に関しましては学校教育に関する寄附として、小学校の備品購入もしくは中学校の備品購入ということで合わせて５０万円頂戴しております。２７番につきましては学校教育に寄附ということで、学校教育指導事業で行うバス借上料について５万円の寄附をいただいております。また社会教育に関する寄附として３１、３３番でそれぞれ寄附をいただいておりまして、中央公民館管理運営事業ということで寄附金、講座を開催する費用として１１万２千円、図書館の設備品ということで１４万８千円、同じく西図書館におきましても図書館の施設予備品ということで９万６千円それぞれ寄附をいただいている状況でございます。        以上が議案についての説明になります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 須貝教育長  ありがとうございます。ではご質問ありますでしょうか。 井上委員   １点質問なんですが、この歳入の交付金なんですけども、交付金額というのは一定してるんじゃないかな、何で減額になってるんですか。 柳田課長   学校施設の部分ですね。 井上委員   そう、改善交付金というのは。最初から金額決まってるんじゃないですか。 西本室長   この交付金は額が決まっているといいますか、算定方法がいろいろありまして、私どものほうは建物に要する費用、これを平米当たりで概算で額を出して、それに対して３分の１もしくは３分の２の補助率でそれが補助金であるという設定をするんですけども、国は実際にかかる費用をもっと精査して最終的に決定されますので、従来からどうしてもかみ合わない部分が正直出てきます。だから想定以上にもらうもの、想定よりも下がるもの、そのような形になってます。交付金の性質として御理解いただきますようお願いいたします。 五十嵐部長  学校教育のトライやる・ウィークの推進事業の交付金は、見込みで学級数を出すわけなんですけれども、実際には１学級少なかったり、学級数に応じて額が確定致します。 須貝教育長  ほか、いかがですか。よろしいでしょうか。  委員    （なし） 須貝教育長  ないようでしたら、議案第２５号 平成２７年度教育委員会所管一般会計
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補正予算（第２号）（案）の提出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でよろしいでしょうか。  委員    （なし） 須貝教育長  はい、ありがとうございます。では報告事項に移りたいと思います。        報告事項 長尾中学校屋内運動場改築事業について担当課よりお願いします。 阪西課長   報告事項 長尾中学校屋内運動場改築事業について、その概要と現在の進捗状況を次のとおりご報告します。        長尾中学校屋内運動場は、昭和３９年（１９６４年）に建設し、その後昭和６２年（１９８７年）に老朽改修を行ったものの、既に築５１年を経過しております。現在屋内運動場は老朽化が著しいことに加え、生徒数に見合った規模を有していないこと、耐震性能が不十分であること、指定避難所にもかかわらずトイレを併設していないことなど、多くの課題を有しています。保護者や地域住民からも、これらの課題についての強い改善の申し入れをたびたび受けております。        そのため、本事業は新たな学校用地の取得と屋内運動場の移設により、上記の屋内運動場に関する課題を解決するとともに、同時にグラウンド形状面積の適正規模確保、武道場の整備、安全な通学路の確保等、現在長尾中学校が抱える複数の課題の解決を目指すものです。        １枚めくっていただきまして、現状をご説明させていただきたいと思います。横長にして見ていただきまして左手側が方位が北となります。右上に示されているのが現在の長尾中学校の校舎とグラウンドの位置関係です。現在の屋内運動場は総合管理特別教室棟、技術棟と書いてある建物の下にございます。こちらの屋内運動場が現在約６９０平米ほどございます。そちらの屋内運動場の分の学校用地の北側にマンションが建っておりまして、そのマンションの西側、図面でいきますと下側なんですけれども、ハッチングのかかっている部分に屋内運動場、屋上プール予定と書いてあるところに屋内運動場を既存の規模の約２倍の面積程度で計画をいたしております。この用地の北側には、先ほど言いましたマンションがあるんですが、この屋内運動場の用地の下側、西側には田畑が広がっています。この用地の北側、線が４本引いてあるのがＪＲ宝塚線の高架でございます。今回の既存の学校用地と、新しく設ける屋内運動場の用地の間には市道３６７１号線、マンションの前の部分が整備済なんですが、そちらの道路を新たに道路法による道路の整備を行いまして、西側のほうに延伸いたします。その関係上、既存の学校敷地と新たな屋内運動場の敷地の間には道路ができることになりますので、既存の学校敷地と屋内運動場の新たな敷地とを結ぶことにつきまして、道路を横断することとなるために、生徒の安全上、地下道などを考えております。        現在は用地購入のための測量を行っているところでございます。この事業につきましては屋内運動場の建設をいたしまして、その使用開始を平成３１年の３月使用開始の予定といたしております。 
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       また、新たな屋内運動場の屋上にプールの建て替えを予定しておりまして、既存のプールが現状の学校敷地の一番南側、図面で言うと一番右側になるんですけれども、現プールということで新設の屋内運動場の奥の屋上にプールを計画いたしております。こちらの屋上にプールができた際には現在ありますプールを解体いたしまして、成型な形でグラウンド面積を広げて整備していきたいとも考えております。        以上でございます。 須貝教育長  はい、ありがとうございました。        体育館の点、プールの点、それから大事なのは横断歩道の点、こういったところを見られて何かご質問あれば。 井上委員   測量されてると聞いておりますが、用地買収のめどはたっているんでしょうか。 西本室長   ４月の中ごろから候補地として設定したところの権利者と、私どもも話をしていって、事業打診をして想定よりも早く事業協力を得られるということになりました。当初は実は１２月補正を考えておりましたが、できるだけ早期の完了を目指したいという思いから３カ月前倒しをして直近の９月補正で今後の建設基本設計にかかる費用、それから地盤調整費用それと土地購入にかかる債務負担を今回９月補正で上げさせていただいて、非常に想定よりも土地所有者の方には理解が得られたという状況です。 川名委員   よかったですね。ここだといいねと見学させていただいて、現状がひどいし、ここが買えるといいねと言ってたけど。どういう方が持ってるんですか。１人かあるいは何人か。 西本室長   権利者は７名おられます。 川名委員   ７名も。皆さんオーケーなんですね。 阪西課長   皆さんが了解を言っていただかないといけません。 川名委員   用地買収がスムーズにいくかどうかがこれの全てですから、一番心配してます。 西本室長   ただ事業協力が得られたということだけじゃなくて、これから土地購入にかかる予算を割出して、そして具体的に価格交渉に入っていくということになりますので、これで全て終わりということではなくて、どうにかスタートに立てたという状況です。 小野委員   農家の皆さんね。 西本室長   そうですね、主にというか全員農家の方ですね。 種谷委員   田ですか。地目は田。 西本室長   田畑ですね。 井上委員   関連してなんですけども、体育館がこうしてできるということはいいことなんですけども、仮設の見通しはいかがなものでしょうか。 西本室長   今回、この体育館を建てるに当たって学校敷地内で建てかえができないかということを最優先課題として掲げています。ただ、どうしても仮設と言えども大規模な体育館です。仮設体育館を学校敷地外のところで求める必要が
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あったために試算しますと借地、それから造成、それから建物のリースですね。そういうものを考えていきますと約４億円かかるんです。 井上委員   仮設校舎の見通しは全くないのですか。 西本室長   現在グラウンドに面したところというのは細長い形状で描かれてるのが仮設校舎ということでして、この仮設校舎に関しては数年後には解消する見込みにはなっていますが、ただその間、例えば体育館を除却した跡地にまた仮設校舎を持ってくるということになりますと、さらに仮設校舎ありきの中での学校経営になりますし、それと全くゼロから建てるということになりますと、またお金を投資するということになりますので、莫大なコストがかかるということですので、あくまでも生徒推計を見ながら、今現在の仮設校舎を解消するまで維持していきたいと。移設することなく現状で維持ということで考えてます。 井上委員   自然減少があったらどうですか。 西本室長   今のところはそれで考えています。 種谷委員   ちなみにせっかく話が出たので、この屋内運動場を建てかえる間の仮設の屋内運動場はどこかに建てるんですか。このままずっと使っておいて、できたら撤去するということなんですね。 西本室長   今、既存の体育館を耐震化工事をやろうと思ってます。 種谷委員   ですよね。しないといけないんですよね。 西本室長   する必要があるということで。ですから安全な状態を確保して、新たに体育館が建設されるまでの間は使いつづけるということなんです。 川名委員   つなぐんですね。 小野委員   耐震化をやらないといけない。 川名委員   やらないといけない。国が求めていることなんで。        うまくいったら本当にいいなというところですが、このやっぱり道路があるというのが、新しい土地が確保できたのはいいけど、道路はちょっとネックで、結構幅も広いし。だから地下道ですと本当に安全に、それから雨もかからなくていいんですが、コストは陸橋に比べて多分すごいかかるわけですか。 西本室長   実は逆なんです。地下道でアンダーパスのほうが安いんです。 川名委員   そうなんですか。 西本室長   これは試算した結果そういう答えが出ています。両方で検討は進めてたんですけど、やっぱり高いところになると今度は落下という恐れもあったということで、鳥籠形式にするのであればいいでしょうけども。結果的にコストが高いということから、今はアンダーパスで計画は進めていると。 川名委員   地下のほうが何かコストがかかるように、何となく。実際に私の住んでる武庫之荘の駅でバリヤフリー化が数年前に必要になって、地下だといいねと住民は思ったけれど、それだとコストがすごいかかるので、陸橋ができたんですよ。 井上委員   きっとそれは場所によると思います。 
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川名委員   場所による。そうなんですね。 西本室長   市街地の中で搬路を確保しようと思ったら、それなりの工事をしながらでないと掘削もできませんし。ここは幸いにして現在農地ですし、地表面もまだ道路整備されませんので。 種谷委員   そうですね、線路がある下を掘るのとは。 川名委員   普通に道路だけだったらだめなんですか 種谷委員   それは危ないんですか。危ないけど、中学生だからね。 川名委員   小学生のこととか避難所のこともね。 大西部長   将来的に全線開通すると相当な交通量が見込まれるので、もし地下道にするんだったら今のうちにやったほうがいいです。 川名委員   地下はベストだと思いますよ。待たなくていいし、雨にもぬれないし。だから費用のことをちょっと心配しましたが、大丈夫であればそれはもう言うことがないので。 須貝教育長  ほかはどうですか。        長尾中学校は本当にグラウンドもいびつで狭いんです。プールがこちらに移ったらちょっとは。 種谷委員   ちょっとはね。マンモス校の割には狭いんですよね、運動場。 須貝教育長  ほか質問ございませんか。  委員    （なし） 須貝教育長  はい、ありがとうございました。        では次の報告事項ということで、これは非公開ですのでよろしくお願いします。        では報告事項の平成２７年度７月における宝塚市立学校のいじめ案件について、説明をお願いします。 
 【 非公開での報告あり 】 
 須貝教育長  はい。いろいろありがとうございました。        今出ていますように今後もアンテナなるべく張っていただいて、大きくならないようにお願いしたいと思います。        ほかにございませんか。 川名委員   １つ。今高槻と言ったらいいのか、寝屋川と言ったらいいのか、大変な事件が起こってますよね。人ごととは思えないんですが、宝塚で前に調べたときに所在のわからない子が何名かいて、その後わかったんですが、この夏休みは大丈夫なんですかね。 五十嵐部長  実はその件に関しましては、青少年センターのほうで各中学校へは問い合わせはしています。休み中ですのでなかなか所在がつかめないところもあるんですが、クラブ活動とかで子どもは頻繁に出入りしてますので、そういう中で状況をつかんでほしいという依頼を受けたのが１点と、それから従来から課題があるお子さんで注意深く見守ってる生徒が何人かいるわけなんです
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が、そこについては来週中に学校と教育委員会で会議を持って今後の２学期の取り組みについて話し合いを持とうと考えているところです。現在のところは所在がわからないというような報告はありません。 川名委員   私、昔々に親をして、子どもはもう３０代後半ですから、はるか昔のことなんですが、子どもが夜中夜遅く、９時過ぎてから外出をするというのを了承するというのがどうしてもわからないんですよね。今回の場合も川崎で起こったときもそうですが、川崎のケースは離婚されて、パートを２つ、３つかけ持ちして夜も遅くまで働いてて大変だったわけですが、今回は、お姉ちゃんは９時過ぎまで家にいたけど、そのあと出ていったというふうに話していて、お母さんは午前１時ごろ帰って来たらいなかったので大急ぎで警察に届けたというふうなことをおっしゃってるんですけど。今の子どもって夜９時過ぎたり１０時過ぎたりしてから出かけて行くっていうのを許してる家庭って結構あるんですかね。 五十嵐部長  ありますね。現にうちの中学生の中には夏休みの間にコンビニ等店の前にたまっていて、長い間それに出て溜まっていたことについて、市民の方から通報があって、警察が動いたことが実際にあります。 川名委員   それって私たちが常識と思ってたことが今は結構そうではないということなわけですよね。何でもかんでも学校がっていうのはいけないんですけど、家庭のありようについてはちょっと考えないと、夜中子どもが出ていってオーケーというのは、どう考えても。 須貝教育長  それはもう昔からですけどね。 種谷委員   あるとは思いますけどね。 須貝教育長  よく言われたのは、門限が各家庭に設けてあるのかどうかということですね。きちんとした門限はないけども、一応ある程度、深夜前にはもう戻るとか、８時、９時には戻るとかいうのがその辺がありましたよね。 小野委員   そうだけど、今回の件は、真夜中に中学生２人でうろついてたりしてるわけですよね。 川名委員   中学生ですけど、つい数カ月前まで小学生で。 須貝教育長  ただ言われてたのは、家の前でテントを。 種谷委員   どちらかわからないけど、野宿する生徒がいるよね。テント買って。そういうのをやってるとか言うてね。 井上委員   だから親が黙認すること自体が心配。 種谷委員   だからそれはいろいろな家庭の事情がもしかしたらあるのかもしれない。 井上委員   家庭の事情でもそんな夜中に出ていくということ自体がね。 川名委員   夜中働かないといけないということもあると思うんですね。今は製造業よりもサービス業のほうがはるかに従業員の数が多いという、日本もそういう産業構造になってるから、深夜まで私たちもコンビニは夜中まで開いてることを求めたり、夜中もいろんなサービスを求めて、そういうことで親の働き方が変わってるというのは、そうだと思うんですが、親の働き方がどう変わろうとやっぱり子どもの生活というのは大人が何とかして守らないといけな
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いと思うんですよね。何でこんなにみんな夜中に出かけるのかと思うんですよね。 井上委員   これも教育に関係してくるでしょ。 川名委員   でもどうしたら、こう。 井上委員   責任の所在と言ったら、親でしょ。 種谷委員   そうなんですけど。 五十嵐部長  ただ教育委員会としましてはやっぱり子どもの命は守らなきゃいけない。宝塚警察からも言われていますが、違法行為は減ってるんです。ところが補導件数は増えている。要するに前段階の補導の回数が増えてまして、先ほど申しましたように、何回も何回も補導される生徒がここのところやっぱり出てきまして、これをほったらかしにすればいずれもっと重大なことになりかねないということがあるので、今関係機関と連携しながら一定そういう子どもたちがわかってきてますので、そこをちょっと注意深く見守っていこうという体制を取っているところです。 小野委員   さっき、コンビニの前でたむろしてる人が、近所の人が通報して警察がって言ってましたよね。やっぱり僕は何となく地域がもう少し目を光らせながら、地域全体でやっぱり子どものそういう非行の芽を摘もうというか、それも必要だと思うんですよね。 井上委員   子どもだけの問題じゃないですよ、やっぱりこれは。親の家庭の問題もあるからね。経済的なものもあるだろうけども。子どもだけ注意じゃなしに、親も一緒に指導できるようなのはないんですか。考えられないのですかね。 種谷委員   今はスマホとかがあるから夜の連絡をすぐに取りやすいんでしょうね。昔は本当に電話しかなかったから、親が聞いてるとか取るとか。それでそのあと出ていったら何しに行くのって言いやすかったし、それがもうわからない。 井上委員   ラインなんて無料だしね。 川名委員   やっぱりラインでやりとりして、それが手掛かりになったようですけど、何かおかしい。 種谷委員   考えられない。 井上委員   もっと防犯カメラつけてもらいましょうか。 種谷委員   やっぱりスマホの使い方かな。 小野委員   同じような事件が本当に多いですね。 川名委員   どうしたらいいのかなって本当に途方に暮れるんですよね。今何人かちょっと心配なとおっしゃった、その子どもたちとご家庭における問題があるのか、どこかでうまくできるのか、そういうの１個１個、１軒１軒、１人１人見ていくほかないかと思うんですが。        それとともにもうちょっと親はしっかり子どもを見てちょうだい、と思うんですね。夜中に出て行っても平気かな。 須貝教育長  心配されてるところの子というのは、これまでにも学校なんかでもそういう要望なり行為は出してるから指導はされてるわけですね。だけどそれがなかなか家庭の協力も得られないところも一部あるんだろうという。そういう
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のがずっと積み重なってこういう子どもが今出てるんだけども。今ラインの話でしたけども、夜中でも、明け方でも普通に連絡してるわけですね。だから夜中、普通だったら夜中にこう見たら誰も動いてない、車ぐらいのもんだけども、ラインしたら誰かが起きてるわけだから。形はないけども文字で残るから。 種谷委員   無料だから。 須貝教育長  怖くないわけですね。 種谷委員   有料だったら親にばれて怒られるからとかあるんですけど、無料だから、それもね。 五十嵐部長  遅ればせですけども、本市も２学期早々にスマホや携帯の子どもたちの実態調査のアンケートは取ろうというふうに考えてます。それを踏まえて今度はやっぱり中学生の子どもたちにどういうふうに自分たちの身を守るとか、あるいは今回本当に友達がある日突然いなくなるような状況になるわけですから、そういうことがないようにはどうしたらいいかという話し合いもしていかなきゃいけない。 川名委員   川崎の事件が起こってまだそんなに日がたたないのに、こんなことになってもう、被害者にも加害者にも、あの子はどんなに苦しかっただろうと思うともう胸がしめつけられますよね。大人が多分かかわっているんだと思うんですけど。 須貝教育長  休み中も心配なんですけども。        この案件についてはよろしいですか。 委員     （なし） 須貝教育長  ほかに何かありますか。 西本室長   以上です。 須貝教育長  ではきょうの教育委員会これで終了させていただきます。        ありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時１８分 ───────────── 
 

 


