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平成２７年第２４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１２月２４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４２分 ５ 出席した委員の氏名  須貝 浩三教育長、井上 輝久委員、川名 紀美委員、種谷 有希子委員 及び篠部 信一郎委員 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 学校教育室長     西澤 健司 生涯学習室長     島廣 弘二 

学事課長       高田 輝夫 学校教育課長     井上 秀清 幼児教育担当課長   谷川 妙美 教育研究課長     井上 淑子  
 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 
 

10 その他 （報告事項） 「宝塚市立小学校及び中学校の適正規模並びに適正配置に関する基本方針（案）」のパブリック・コメントの実施について  （報告事項） 平成２７年（２０１５年）１１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 】  （報告事項） 宝塚市立幼稚園等のあり方研究プロジェクトまとめについて 
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 会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３０分 ───────────── 須貝教育長  皆さん、こんにちは。  教育委員の皆さん、また事務局におかれては、先日の教育委員と語ろう、本当にありがとうございました。ご苦労さまでした。  では、平成２７年第２４回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催いたします。  まずは、傍聴者はどうでしょうか。 西本室長   現在のところ、どなたもおられません。 須貝教育長  それでは、本日の会議を始めます。本日の署名委員は種谷委員さん、よろしくお願いします。  付議案件は、議決事項以外の案件が３件です。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、議決事項以外の案件が３件です。  報告事項 宝塚市立小学校及び中学校の適正規模並びに適正配置に関する基本方針（案）のパブリック・コメントの実施について、報告事項 平成２７年（２０１５年）１１月における宝塚市立学校のいじめ事案について、報告事項 宝塚市立幼稚園等のあり方研究プロジェクトまとめについて、 以上です。  なお、いじめ事案に関する報告につきましては、個人に関する内容を含みますので、非公開での報告とさせていただきます。そのため、審議の順番といたしましては、パブリック・コメントの実施について、及び幼稚園等のあり方研究プロジェクトのまとめについて、それぞれ報告した後、いじめ事案について非公開で報告をさせていただきます。  よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 須貝教育長  では、ただいま事務局からありました順番で進めたいと思います。  報告事項の宝塚市立小学校及び中学校の適正規模並びに適正配置に関する基本方針（案）のパブリック・コメントの実施について、担当課から説明のほうをよろしくお願いします。 高田課長   それでは、宝塚市立小学校及び中学校の適正規模並びに適正配置に関する基本方針（案）のパブリック・コメントの実施について、ご報告します。  まず概要ですが、本市では、少子化の影響により、全市的には児童・生徒数が減少し、学校は小規模化の傾向である一方、今なお、新たな住宅開発のため、児童・生徒数が増加している学校あります。このため、学校規模に起因する教育効果や学校運営をはじめ、教育環境の公平性に課題が生じています。子どもたちが等しく、望ましい教育を受けるためには、適正な規模の学校を適正に配置し、よりよい教育環境を整備していく必要があります。そのため、本市の学校規模適正化について、適正化の必要性や適正な学校規模の分類、適正化への手法とあわせてその留意点などを取りまとめた、宝塚市立小学校及び中学校の適正規模並びに適正配置に関する基本方針を策定するた
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め、宝塚市市民パブリック・コメント条例第４条第１項第１号の規定に基づき、パブリック・コメントを実施します。  本件につきましては、コミュニティなど市長部局にも大きく関係することから、１２月１日に室長級以上で構成する情報意見交換会でいろんなご意見を頂戴しました。  したがいまして、当初ご説明させていただいた、この基本方針（案）から、そのご意見を反映させたものに一部修正をしておりますので、その修正箇所について、少しご説明をさせていただきます。  このパブリック・コメントの一番最後の冊子から、いただいたご意見を抜粋しながらご説明させていただきたいと思います。  まず、この基本方針（案）の１ページ目の２、児童・生徒推計についてなんですが、ここについては、たからづか創生総合戦略（案）のビジョンは、人口は維持しているというふうになっているんですが、基本方針では減少傾向にあるというふうになっており、そこでの整合性についてご意見をいただきましたが、これは１４歳以下の将来人口推計は、総合計画をここは記述しているため、原案どおりといたしました。  次に４ページですが、ここについてのご意見としましては、学校教育法施行規則による学級数の標準との差が２番目なんですが、これの８行目以降なんですけれども、この項目の下から６行目の「また」以降、本市の中学校の適正規模の範囲の、国の規定の１２学級から９学級まで拡大している理由に、地域の実情として、９学級以上あれば、全教科の教員が配置でき、免許外指導が解消されることから、としていたんですが、この内容は、特に地域の実情ではないということから、これを直して、「なお」書き以降に、補足説明として書くようになりました。ですから、「なお、こうした中学校であっても９学級に拡大したとしても、９学級以上あれば全教科の教員が配置でき、免許外指導が解消されることから、拡大しても教育効果が損なわれることはありません」というふうに修正を加えております。  ５ページなんですけども、本市における学校規模の分類のところなんですが、以前は、学校名の横に上下の矢印がありました。この矢印は、前年度との比較を記述していましたが、これは長期的な傾向でもないことから、この矢印を削除いたしました。  続きまして、８ページの一番下の行に、適正化検討委員会という表現があるんですが、この委員構成がはっきりしないと、地域といいましても、地域はどの程度、どこの範囲を地域とするのか、地域のどういう人なのかということがはっきりしないということから、９ページに、委員構成例を記載いたしました。まずはＰＴＡ、保護者、それと学校評議員、それとまちづくり協議会、各自治会、それぞれの代表、それと学校長などを、例として示すすることにいたしました。  それと、８ページなんですけども、地域コミュニティの核としての学校というのが、この８ページのちょうど大きな項目、Ⅴの（４）に、この地域コ
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ミュニティの核としての学校という表記をしていたんですが、この地域コミュニティにつきましては、非常に大きな影響力があり、市にとっても、これを中心に地域活動を進めてきた、まちづくりを進めてきたという経過があるので、ここをもう少しはっきりと明記したほうがいいということから、これを（４）ではなく、項目を１つつくって、その前、Ⅳとして、地域コミュニティの核としての学校として、項目を大きく出すようにいたしました。  続きまして、ご意見あったのが、これは過去から指摘されていることなんですが、１つの小学校から複数の中学校に進学する、本市の校区の課題について、これは従前の基本方針には触れていなかったので、そこをどう捉えるのかということを９ページの中ほど、Ⅶ番として、全市的な教育環境の整備についての１で、長期的な視点に立った教育環境の整備について、小学校区と中学校区の整合性についてというところです。これはそのときにお答えしたのは、これは全市的な問題になると。今回、焦点を当てているのは、局地的な、例えば過大規模校であったり、小規模校を今回取り組もうとしていて、この全市的な校区の変更については、将来的な課題だということでお答えしております。それをここにまとめました。  本市では、人口急増期を迎える昭和４０年代以前に設置された学校については、旧の町丁単位で小学校を設置したために、この整合性というのはとれていたんですが、人口急増に合わせて施設配置を後にしていったことから、１小学校から複数の中学校に進学する学校があり、小中学校の通学区域の整合性について課題が指摘されています。  当然、中１ギャップの解消をはじめ、９年間を見通した学校教育の実践等々を考えると、同じ小学校から同じ中学校へ進学するような校区編制とする必要がありますが、小学校区と中学校区の整合性につきましては、全市的な課題でありますけれども、過大規模校であったり、小規模校の解消を図る中で取り組みを進めるとともに、長期的な視点に立った教育環境の整備について、今後、審議会等へ諮問するなど、具体的な検討に取り組むということで、少し時間をかけて取り組むということを明記しました。これを新たにつけ加えました。  あともう１点が、学校施設も公共施設の重要な位置づけであるということから、公共施設マネジメント、これは企画経営部のほうで掲げているんですが、この視点も踏まえるべきではということから、全市的な教育環境の整備についての２番目の項目として、公共施設マネジメントとの関係ということで、本市では平成２６年１２月に策定した公共施設マネジメントの基本方針では、公共施設の効果的かつ効率的な維持修繕の実施による長寿命化や施設保有量の最適化など、保有する公共施設を資産として最適に維持管理し、有効活用を図る取り組みを全庁的に推進することとしており、学校施設についても、こうした視点を踏まえた適正化を進めますと、この項目をつけ加えました。  このほか、適正化に向けた今後のスケジュール、いつぐらいを目標とする
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のかというようなご意見もありましたけども、本件につきましては、パブリック・コメント実施後、平成２８年４月以降に順次、適正化が必要な学校を対象として、保護者や地域の皆さんと協働しながら進めていこうとしておりまして、学校ごとに抱える課題は異なることから、特に明確な目標年度を設けず、焦らずに、しっかりと進めていきたいというようなことで締めくくっております。  そういった経過から、少し内容を変更しておりますが、この内容でもってパブリック・コメントをかけていこうというものです。パブリック・コメントの期間につきましては、１月４日から２月３日の予定で進めようとしております。  説明は以上でございます。 須貝教育長  ありがとうございました。  少しわかりづらいところもあったかと思いますが、まとめると、以前にこの案を委員さんのほうにお配りして、その後、庁内でも意見をいただいて、加筆したので、その部分を今、説明していただいたということです。加筆した部分については、１つは規模について、それから、適正化検討委員会のあり方。それから、コミュニティに関して。それから、全市的に見て、全てを解消していくということは難しい課題であるという部分。それから、公共施設のマネジメント、こういった部分を、加筆なり、説明を新たにつけ加える必要があるんではないかというご意見をいただいて、ここに反映しましたと。ですから、今、配られたのが一番新しいものということですよね。  何かご意見、どうぞ。 井上委員   ありがとうございます。時間的な余裕というのは、あるんでしょうか。日程、期限を決めないということなんですが、そうすると、２年、３年、もっとかかるかもわからないわけですよね。その辺は、それだけ余裕がありますか。今後の予定ということで。 高田課長   過大規模校は、非常に余裕のないところ、例えば、ご指摘が以前もありましたように、宝塚小学校でもあるんですけども、当初はそういうことも含めて地域のほうに課題の共有、情報を提供して、開発要素であったり、空き教室の状況、教室がないということも含めて、情報を提供して、地域の方と、急がないといけないことも含めて、地域の方と一緒に考えていこうということで、進めていきたいと思っております。  そういう意味で、あえて、いつまでにこんな目標を持ってやっていくんだということは言わずに、しっかりと一から地域と協議していきたいということから、目標年度を定めずにという表現になっております。 井上委員   適正化を進めるに当たって、当該地域ごとに適正化委員会を、ということなんですが、これは校区ごとにつくるんでしょうか。 高田課長   これが１校だけの課題であれば、その１校の校区だけになるんですけれども、これが隣接する校区にも影響する場合には、隣接する校区の関係者も入って、そこでの検討委員会ということになります。 
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井上委員   やっぱり長期にわたりますね。全然、進みませんね、この話は。 川名委員   これは基本的な市の校区編制に関する、基本的な考えを適用するわけですよね。だから、それに対して来ると予想されるパブコメというのは、どんどん進めてくださいとか、そういう、答えるほうも基本的なことになりますよね、個別具体的なことではないわけですから。一旦その基本をやりますよということをある意味では宣言して、細かいことは、もうそれはパブコメの対象ではないわけですから、地元でやっていくということになるわけですよね。  この基本的な考え方はよくまとまっていると思いますが、それにしても結構量もあります。これは、どういう形で、どうやって周知していくんでしょうね。１つはホームページでしょうが。これを読むというのは、やっぱり結構大変だと思うんですけど。 高田課長   この周知の方法なんですが、基本方針（案）の公表方法については、基本的には市のホームページ、それと学事課の窓口、それと市民相談課と各サービスセンター・サービスステーション、人権文化センター、公民館、図書館、スポーツセンター、教育総合センターに置いていくということになります。これで公表させていただいて、周知することになります。 川名委員   冊子にして置いていくということですね。 高田課長   出先に関しては、市役所も一緒ですけども冊子にして置きます。ホームページはデータで掲載するということになります。 川名委員   ホームページは、結局パソコンを私たちは、ほとんどの人がするだろうというふうに想定するわけですが、この間、教育委員と語ろうのときに、全くそんなものは見ませんという人がいたわけですよ。そういう人たちのことをやっぱり置き去りにするわけにはいかないので、かなり大事なことですから、周知の方法がすごく大事かと思うんですよね。だから、来ればありますよ、みたいな形ではなく、お金もかかるんですけど、何かもうちょっと学校を通じてとか、何か考えられないものですかね。 井上委員   それに関して、私自身はコミュニティとか自治会がありますから、それの回覧を使うとか、その辺をしたほうがいいんじゃないかなと思うんですけど。個別的にチラシなりが回りますので、そのような形のほうがいいかもわかりませんね。 高田課長   実は、パブコメを所管している部署に確認した上でパブリック・コメントの手続をとっております。今ご提案いただいたことも含めて、検討してみます。 西本室長   補足させていただきます。いただいたご意見は、当然パブリック・コメントで多くの方から意見をもらおうとした場合、確かにそういう方向であるべきではあるのですが、パブリック・コメントを実施する場合、確かにパソコンをお持ちでなくて、ネットでなかなか情報がとれないという方がおられるということで、広報紙、月１回発行している、その広報紙にもパブリック・コメントを実施しますということを掲載するのが基本的なやり方となっています。ですから、４ページにも掲げてますが、できるだけ紙ベースのものを
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取得しやすいように、できるだけ多くの場所に置かせていただいて、概要版だけではなくて、今回は本編のほうも薄いので、全部をそちらのほうで持って帰っていただいて、一読していただけるような形でしていきたいと思います。  先ほど井上委員が言われたように、自治会の回覧とかいうことも今後、パブリック・コメントをする際に、大いに参考にはさせていただきたいと思いますが、今回の場合は４日からということで、ちょっと時間的な問題もあって、申しわけないですが、この形でやらせていただきたいと考えています。 須貝教育長  周知方法については、市民からの声を聞くということですので、できる限り多くの方に周知がきちっとした上で、意見をいただきたいというのが委員さんの思いだと思いますね。  よろしいですか。どうぞ。 種谷委員   私は、以前から言ってますけれど、もっと早くやるべきだったというふうに思っているし、これからも早くやらないといけないと思っているので、ここで止めてしまったら、それが前に進むことを妨げることになるので、とりあえず進めていただくということでいいとは思うんです。ただ、ちょっとやり方としては、おっしゃっていたように回覧もあるんでしょうし、学校の関係のことでもあるので、保護者に何か知らせるとか、そういうような方法もあったのかなと思います。それは意見なので、別にいいんですけれど。  あと、やっぱり結論的には入らなかったんですけれど、井上さんもおっしゃってましたけれど、例えば、これぐらいでやりたいというか、期間を決めるというようなことは、ちょっとあってもよかったのかなというふうには思います。これも意見として、ここまで来ているので、それで止めるというつもりは全然ないんですけれど、それはある部分、期限を決めないと進まないなというふうには思っているので、そうあったらよかったなというふうには今も思っています。 須貝教育長  ほか、よろしいですか。  今、出た意見は事務局のほうで十分理解していただいて、声を吸い上げていただきたいと思います。ほか、意見がなければ、次に行かせていただきますけど、よろしいでしょうか。  委員    （はい） 須貝教育長  では次に、報告事項、宝塚市立幼稚園等のあり方研究プロジェクトについて、担当課からお願いします。 谷川課長   宝塚市立幼稚園等のあり方研究プロジェクトについて、答申のご報告をさせていただきます。  本プロジェクトは、宝塚市幼稚園教育審議会からいただいた答申内容について、本年５月から１１月にかけ５回、学校教育部長を会長に、管理部、子ども未来部、それと幼稚園、保育所の代表者をメンバーに協議を進めてきました。  具体的に報告させていただきます。まず１点目ですが、３年保育について
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というところがございます。四角の枠は、答申を抜粋している部分です。この答申の中で、既に３歳児保育を受け入れるために施設設備が整っている幼稚園での実施に取り組むべきである、というような内容をいただいておりまして、これについては、後段の、「本プロジェクトとしては、本市において健全な子どもの育成には、その基盤となる幼児教育が重要であることから、市立幼稚園で３年保育の研究実践を積み上げていくことが大切であると考える。それが、将来的に小学校以降の子どもの育ちにつながることから、答申のとおり３歳児を受け入れる施設設備が整っている仁川幼稚園、長尾幼稚園で平成２９年度から３年保育を実施すべきであると考える。」、「なお実施に向けては、私立幼稚園に対して丁寧な説明と理解を得ることが必要である。仁川・長尾幼稚園以外の園での３年保育の実施など今後の方向性については、私立幼稚園との協議・検討の場を設けることが必要であると考える」ということです。  ２点目の、保幼小中の連携教育の推進に果たす役割についてのところです。答申の中では、保幼小連携教育において公立幼稚園が先導的な役割を担うことが必要であるというふうに書かれています。  中段です。「就学前教育の充実には、幼保の連携が重要であることから、平成２６年度に、幼稚園・保育所連携協議会を設置し、市立幼稚園・保育所の合同研修会の実施や情報交換会、共通カリキュラムの作成など連携強化に努めている。」「しかし、現状、私立幼稚園では、それぞれ建学の精神や理念に基づいて園経営・園運営に取り組んでいることから、公私立が同様に足並みをそろえて取り組むことについては課題がある。そこで、共通カリキュラムの有効活用や研修の機会均等については後ほど述べる幼児教育センターが核となり、進めていくことが望ましい」というような内容です。  引き続き、保護者の子育て応援団としての役割についてというところです。ここでは、答申の中では早朝や夕方の預かり保育時間延長による預かり保育の実施のことが書かれています。答申の中身としましては、資料の最後のほうにもつけておりますけれども、保護者アンケートの結果、預かり保育の充実についての項目において、２６％と、それほど保護者ニーズが高くなかったということと、後段になります、市立幼稚園ですが、「フルタイムでの就労者が少ないことがこれまでの実情であり、市立幼稚園で預かり保育を実施したことで、短時間就労の保護者は増加しているが、フルタイムでの就労者は、預かり保育の導入を機に極端に増加しているということではないこのような状況からすれば、当面、預かり保育の時間帯については、早朝、夕方の時間帯に拡充するのではなく現状のままとすることで特に問題はないと考える」というものです。  ４点目が、就学前の充実に向けた幼児教育センターの役割についてです。答申の中では、将来的には幼児教育内容の充実と教職員の資質と専門性の向上の核となる幼児教育センターの設置が必要であるということでした。  現在は、公私立保育所の研修については、それぞれ保育所に関するものは
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子ども未来部、それから教育に関するものは学校教育課が中心になってやっておりますけれども、私立幼稚園については、兵庫県が所管していることもあり、なかなか市主催の会議や研修会に、参加の必須を促すことは難しい状況があるという実態があります。そこで、そのために幼児教育の充実と教諭・保育士等の専門性の向上の核となる幼児教育センターの設置が必要であるということです。  この幼児教育センターでは、公市立幼稚園、保育所、認定こども園の教育推進、教諭・保育士等の質の向上の推進、保幼小中の連携教育の推進、就学に向けて特別支援教育の推進を柱と考えるべきであるということでした。  次のページです。幼保の質の向上を図る公立幼稚園の認定こども園のあり方についてということです。答申の中では、今後、待機児童問題や次世代育成について宝塚市としてどのように考えるのかという視点から、公立幼稚園の認定こども園をモデル的に実施し、着実に研究を進めていくことを望むということでした。  平成２６年１２月に策定されました宝塚市子ども・子育て支援事業計画では、１号認定における量の見込みと確保については、今のところ過不足なく対応できるというような内容になっております。  中段では、「２号、３号認定における供給不足については、現在、計画の中で、私立幼稚園の認定こども園への移行や私立幼稚園等を連携施設とした小規模保育事業の実施などにより対応するという、これは市の方針として決まっておりますので、市立幼稚園での認定こども園化については、早急に必要ではないと考える。ただし、国では、保護者の就労の有無に関係なく教育と保育を一体的に行う幼保連携型認定こども園を促進していることから、今後、国や県の動向を鑑みながら、情報の収集や本市の幼児教育の充実の視点から市立幼稚園の認定こども園の意向について幼児教育センターを核として調査研究を進めることが重要である」ということでした。  ６点目が、適正規模・適正配置による教育環境の充実についてです。答申の中では、全ての地域の子どもたちに、ひとしく、望ましい幼児教育を行う観点からも、一定距離の範囲内に公立幼稚園が配置されることが望ましいことから、全市的な視点に立ったバランスのよい施設配置についても検討するよう要望するということでした。  後段ですが、平成２７年５月現在、答申の適正規模・適正配置の基準に適合しない１学年１学級の幼稚園数は４園、１学級２０人以下に該当する幼稚園数は７園あります。全国的な少子化傾向からも、今後ますますこのような状況が進んでいくものと予想されます。  次のページです。私立幼稚園との位置関係を考慮し、将来的には地域ごとのまちづくりを進めるための７つのブロックごとに、市立幼稚園１園が適正な配置であると考えるということで、現在１２園ありますけれども、最終的には７園というふうなことで考えております。  この考えに基づいて、公立幼稚園の適正規模・適正配置に係る具体的な計
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画を別途作成することとするということで、今現在、これを受けて学事課が中心となって進めているところです。  ご報告は以上でございます。 須貝教育長  ありがとうございました。  ご意見、どうでしょうか。 井上委員   （３）の保護者の子育て応援団としての役割の中で、この市立幼稚園に関するアンケート調査なんですが、幼稚園での給食実施を５５％の保護者の皆さん、希望されているみたいなんですが、幼稚園は大体、小学校に隣接しておりますよね。小学校の給食施設を利用するわけにはいかないんでしょうか。 高田課長   施設の利用ですね。いずれの幼稚園も小学校と隣接しておりますので、距離的な問題というのはきっとないとは思うんですが、ちょうど年少期というのは、食べるものが大きく変わる時期なんです。あまり変わりがないように見えるかもしれませんけども、例えば、３歳児と小学校６年生の給食を一様に考えるというのが、なかなか実態としては難しいんです。大きくは、アレルギーなどは、３歳児、４歳児、５歳児は様子を見ながら実施しないといけないという、そういった安全性の問題が１点あります。それと、給食の運搬の際に、校外を通らないといけないというのは、同一施設ではないことから、さまざまな制約が出てくるんですが、そういった制約もあって、実態としては小学校の給食室を使った給食実施には至っていないというような現状がございます。 井上委員   アンケートをとられたかどうかわかりませんけども、朝食を食べてこない園児というのは多いんですか。 谷川課長   今ちょっと手元にはないんですけれども、公立幼稚園の１２園でアンケートをとったときには、朝食が欠食しているというパーセンテージはそれほど高くはありませんでした。結構、皆さん家庭できちっと朝食をとって登園しているというような実情でした。 井上委員   わかりました。それやったらいいんですけど、もしも多かったら、牛乳とパンぐらいを、朝、出てきたときに、園児に配給するとか、そういうようなこともいいかなと思ったんですけど。  わかりました。ありがとうございます。 種谷委員   長らく、これを私もいつも同じようなことばかり申し上げているんですけれど、なかなか市役所の中で、幼稚園は教育委員会が管轄をしていて、保育所は市長部局のほうが管轄していてというというところで、なかなか縦割りというところから抜け出せないような状況が続いているということは、ずっと指摘をさせていただいてたところなんですけれど、今回、このような書類をいただきまして、そこは従前からずっと出てきていましたけれど、そういう垣根を越えて、幼児教育センターというのをつくって、市として保育所とか幼稚園とか、そういう垣根を越えて子どもを育てていこうというところが出てきているので、それはとてもよかったなというふうに思っています。  それと、これもなかなか難しい問題で、先ほどの小学校と同様ですが、適
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正規模、適正配置のところも長らく議論してきて、なかなか結論までは至らなかったところではあるんですけれど、今回、このような形で、従前から見ると大分進んだなというような結論が出てきたので、とりあえずこのような方向で進めていっていただいて、また大きなところは、多分、また幼児教育センターが担っていくのだと思うんですけれども、広い視点で、また引き続き考えていっていただきたいなというふうに思います。 井上委員   この幼児教育センターというのは、所管はどこになるんでしょうか。 谷川課長   今現在考えているのは、教育委員会です。 川名委員   ７つという中間的な結論ですが、多分これはまた見直しが必要になったりもするかもしれないので、柔軟に。やっぱり垣根をとって、後に出てくるパブコメでも、子ども、幼児のことが出てくると、教育委員会は、この部分しかできないみたいなことになって、ちょっと隔靴掻痒になっているので、やはり全体として進めていくという姿勢を強く、流れを強くしていただくのがいいかなと思います。 須貝教育長  後期の教育振興基本計画で、かなりここでも練られたように、幼児教育、幼児期というのは人格の形成時で、本当に大切な時期だから、委員さんも一番そこが気になるので、どこが担当課とかいうような、そういう話ではなくて、やっぱり幼児教育そのものを充実させていくセンターであってほしいということですね。  ほか、ご意見はありますか。どうぞ。 篠部委員   施設について、大体こちらも期限というか、いつごろをめどにしたいというふうにお考えですか。 須貝教育長  幼稚園のほうですね。 篠部委員   幼稚園のほうです。特に期限はなく。 西本室長   適正規模・適正配置についてということではなくて。 篠部委員   そうですね。最終的に７ブロックって、その７つにまとまるかどうかはわからないんですけど、これも時間がたてば、また状況が変わっていってしまうので。 西本室長   今現在、どういう形で計画を取りまとめていくかという議論を重ねていっているところで、この前、こういう内容で実施計画という形で幼稚園の名前も挙げて、やっていきますということで、資料もお渡しし、説明もしたんですが、その場はやはり市として、本市として取り組んでいくという必要性の中で、学校教育部のほうとも意見交換を重ねながら進めていく中で、やはり小学校と同じように、まずは基本的な考え方、方針を示して、パブリック・コメントを経て、やっていくべきということで、その方向で今、修正をしているところです。  小学校と違うところは、やはり早期に取り組まなければいけないという大きな課題がありますので、その辺については、少し目標年度などを明らかにしながらやっていくということになっていくかと思います。今後、そのあたりの経緯等は説明させていただく予定としております。以上です。 
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種谷委員   じゃあ、前のを含んだ案なのかと思ってたんですけど、違うんですね。前にお示ししていただいて、何年度にこうしていきましょうみたいなものをいただいていたかと思うんですけど。 西本室長   基本的にはそうなんです、年度を示しながら。ただ、余りにもタイトなスケジュールでやるということについては、やはり手続きの妥当性を問われる可能性も十分あります。手続きに瑕疵があると、先ほどのパブリック・コメントを幅広くということも１つだと思うんですけども、その辺はなかなかちょっと説明しにくい部分ですので、慎重にというのではなくて、やるべきところについては少し時間を確保して、やっていきたいということです。またこれは年明けにでもご説明をさせていただくことにしています。 種谷委員   では、小学校よりはもうちょっとおおまかな案を描きつつあるけれども、その前にパブコメをやりましょう、そういうことなのですね。わかりました。 須貝教育長  ご意見、よろしいですか。  ないようですので、続きまして、先ほど事務局からありましたように、次の報告は非公開ということでお願いしたいと思います。  では、報告事項の２７年１１月における宝塚市立学校のいじめの案件について、担当課からよろしくお願いします。 
 【 非公開での報告事項あり 】 
 須貝教育長  では、きょうの予定の案件はこれで。 西本室長   以上です。 須貝教育長  以上ですね。  ほかに何かご報告ありますか。特にはないですか。 西本室長   はい。 須貝教育長  それでは、本日の教育委員会を閉会いたします。  どうもありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時４２分 ───────────── 
 


