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平成２７年第６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３月２５日（水） ２ 場 所 宝塚市役所 特別会議室 ３ 開会時間  午後１時２８分 ４ 閉会時間  午後２時４３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 
 

 職員課長       田邊 哲朗  学事課長       高田 輝夫  学校教育課長     井上 秀清  教育研究課長     井上 淑子  社会教育課長     高井  緑 教育企画課副課長   森田 国治 
 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  ○専決報告第３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１０号 平成２７年３月３１日付教育委員会所管職員の人事異動について【 非公開案件 】 ○議案第１１号 平成２７年４月１日付教育委員会所管職員の人事異動について【 非公開案件 】 ○議案第１２号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則の制定について ○議案第１３号 宝塚市教育委員会事務決裁規則の一部を改正する規則の制定について ○議案第１４号 宝塚市教育委員会公文書取扱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印規則の一部を改正する規則の制定について 
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○議案第１６号 宝塚市立幼稚園規則の一部を改正する規則の制定について ○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 
10 その他  （報告事項） 「児童生徒の安全に関する緊急確認調査」の宝塚市の結果について 【 非公開案件 】 （報告事項） 宝塚市指定天然記念物丸山湿原群の指定解除について （協議事項） プール開放事業の今後の進め方について 
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 会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時２８分 ───────────── 小野委員長  それでは、平成２７年第６回宝塚市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、種谷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１件、議案７件、選挙２件、議決事項以外の案件３件でございます。進行について、事務局からお願いいたします。 西本室長   本日は専決処分した報告が１件、議案が７件、選挙が２件、議決事項以外の案件が３件で内容につきましては、数が多いので申し訳ないですが、ごらんいただいたお手元の資料のとおりでございます。これらのうち、一番上になります専決報告第３号並びに議案第１０号と１１号につきましては、人事に関する案件ということになりますので、非公開でご審議をお願いしたいと思います。そのため、審議の順番といたしましては、まず、はじめに４つ目の議案の１２号から１６号までをご審議いただいて、続いて報告事項の二つ目の丸山湿原についてご報告をして、その下の教育委員提案のプール開放事業について、ご協議をいただきたいと思います。最後になりますが選挙第１号と第２号の順でお願いしたいと思います。その後で、非公開の案件につきましては、関係者のみで審議のほうをお願いしたいと思います。一つ目が「児童生徒の安全に関する緊急確認調査」についてのご報告、次に、一番上の専決報告第３号をご報告した後、最後に人事異動に係る議案第１０号と１１号についてご審議をいただきたいと思います。  以上でございます。よろしくご審議をお願い申し上げます。 小野委員長  わかりました。それでは、今、事務局からありましたように、まず議案第１２号から第１６号を順次お諮りしたいと思います。  まず最初、議案第１２号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則の制定について、関係部署の説明、お願いいたします。 森田副課長  議案第１２号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関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、平成２７年４月１日より、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行されることに合わせ、宝塚市教育委員会公告式規則、宝塚市教育委員会会議規則、宝塚市教育委員会傍聴人規則、宝塚市教育委員会請願処理規則及び宝塚市教育委員会公印規則の５本の規則について、一括して整理する規則を制定しようとするものです。  主な改正の内容につきましては、まず、宝塚市教育委員会公告規則、宝塚市教育委員会傍聴規則及び宝塚市教育委員会請願処理規則の３本の規則につきましては、法改正に伴う条ずれの整理と、制度改正により委員長の職が新教育長へ一元化されることに伴う文言の整理及びその他所要の整備を行おう
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とするものです。  次に、宝塚市教育委員会会議規則につきましては、これらの改正に加え、委員長及び委員長職務代行者の選挙に関する規定を削り、また、議事録の公表義務を明文化し、改正法の趣旨を反映したものにしようとするものです。  最後に、宝塚市教育委員会公印規則について、法改正により委員長の職が新教育長へ一元化することを受け、「宝塚市教育委員会委員長之印」を削除します。また、教育長に事故があるとき等に設置される「教育長職務代行者」が、制度改正により「教育長職務代理者」へと名称が変更されることに合わせ、当該公印の名称を変更します。  なお、これらの改正は、全て本年４月１日付けで施行することといたしますが、委員長の職に関係する事項については、現在の教育長が在職する間においては従前どおりの取り扱いとなるよう、経過措置を設けるものです。  説明は以上です。 小野委員長  ありがとうございました。何かご質問ありますか。  どうぞ、はい。 川名委員   ちょっと質問していいですかね。この制度が１本化するので、こういうことになることもよくわかるんですが、今、例えば委員長の代理っていうのを決めていますよね。それはどうなってるんですか。 小野委員長  それも、今の教育長が在任の限りは、同じわけですね。 森田副課長  今と同じなんで。 川名委員   同じ、そこまでは。 森田副課長  はい。ですから、今で言いますと、今の教育長の任期が２８年の９月末ですので、それまでは、今の制度が維持されると。 川名委員   その後の新教育長制度では。 森田副課長  経過措置を設けての法改正となりますので、今の段階でひとまず改正だけしておくということです。 川名委員   新制度に完全に移行すると今度はもう、教育長の代理がいるというだけになるということですね。 森田副課長  そうです。 川名委員   はい、わかりました。 小野委員長  はい、どうぞ。 井上教育長  傍聴人規則の３条に、「傍聴人は、いかなる事由があっても議場に入ることができない。」ってあります。この議場は、会議場ですね。これはどういう意味で決めてあるのか教えてもらいたいのですが。実態はどうなんですか。例えば市議会だったら、議場がはっきりしてて、傍聴席ってあるけど、教育委員会の場合、いかなる事由があっても議場に入ることができないのだったら、傍聴できないんじゃないかと思って。そのことを考えると、この規定はどうやって決めたのかなと思って。 森田副課長  そうですね。一般的に議場と言えば、ここは傍聴席こちらに設けたら、こちらからここが議場という考え方なんですけど、これだったら。 
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井上教育長  そんなことするのですか。 森田副課長  考え方は、そうなんですけど。現実には、おっしゃるとおりいろんな議場あるので。 井上教育長  他市はこういうのをどう決めてるのか調べてほしい。 森田副課長  わかりました。 小野委員長  よろしいですね。  委員    （なし） 小野委員長  それでは、議案第１２号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則の制定については、原案どおりとしたいと思います。  引き続きまして、議案第１３号 宝塚市教育委員会事務決裁規則の一部を改正する規則の制定について、ご説明お願いいたします。 森田副課長  議案第１３号 宝塚市教育委員会事務決裁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、本市教育委員会事務局の事務の簡素化・効率化を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長へ委任する規定を新たに設けるとともに、法改正に伴う所要の整備を行おうとするものです。  主な改正の内容についてですが、議案書の２６ページの現行規則をごらんいただけますでしょうか。  こちらの第４条のほうが、前回ご説明申し上げました委員会の議決事項の一覧です。こちらの第４条に記載されている事項のうち、第４号、学校その他の教育機関の敷地を策定すること、第５号の１件２，０００万円以上の学校その他の教育機関の教育用財産の取得を市長に申し出ること、第１１号の職員の研修に関する一般方針を決定すること、第１６号の市長との間における事務の委任、補助執行等に関する協議を行うこと、第１８号の文化財の指定及び解除を行うこと、第１９号の重要な表彰の被表彰者を決定すること、の６項目について、教育長へ委任しようとするものです。なお、第１９号については、制度改正により事務そのものがなくなる見込みであるため、削除いたします。  また、２５ページの第６条のとおり、教育長へ委任された事項のうち、重要な事項については、その執行状況等について教育委員会へ報告しなければならないという規定を設けます。  なお、教育長へ委任することとなる事項であっても、教育委員会で議決することが望ましいと考えられるものについては、重要かつ異例に属する事項として、教育委員会での議決を経ることとします。  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。  今の説明のこの一番最後の教育長へ委任することになる事項であっても、教育委員会で議決することが望ましいと考えられるものについては、重要か
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つ異例に属する事項として、委員会での議決を経ることとしますと、これは誰が決めるんですか。委員長ですか。教育長ですか。 森田副課長  教育長ですね。 小野委員長  教育長ですね。はい。よろしいですか。  委員    （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決裁規則の一部を改正する規則の制定について、原案どおりといたしたいと思います。  引き続きまして、議案第１４号 宝塚市教育委員会公文書取扱規程の一部を改正する規程の制定について、ご説明お願いいたします。 森田副課長  議案第１４号 宝塚市教育委員会公文書取扱規程の一部を改正する規程の制定について、提案理由及び内容をご説明いたします。  本件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が平成２７年４月１日付で改正され、委員長の職が新教育長へ一元化することに合わせ、所要の整備を行うとともに、本年４月１日をもって宝塚市立中央公民館が閉館することに伴い、同館の文書記号番号に関する規定を削除しようとするものです。  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。これも特に何もございませんね。  委員    （なし） 小野委員長  それでは、議案第１４号も原案どおりといたしたいと思います。  引き続きまして、議案第１５号 宝塚市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について、ご説明お願いいたします。 森田副課長  議案第１５号 宝塚市教育委員会公印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。  こちらは、先ほど議案第１２号の一部において、ご審議いただきました公印規則の改正が、今回の教育委員会制度改正を理由とする改正として、他の規則と一括してご提案したものであり、本件は制度改正以外の理由による公印規則の改正として、別に提案するものであります。  本件は、本年４月１日をもって宝塚市立中央公民館が閉館すること、及び教育委員会事務局内の公印の整理を行うため、規則を改正しようとするものです。  まず、市立中央公民館の閉館に合わせ、同館が保管していた公印及び同館に関係する公印を削除します。  次に、教育長及び教育長職務代行者に関する一般公印について、従前は教育企画課長、教育研究課長及び中央図書館長がそれぞれ一つずつ保管していましたが、使用区分を指定しない一般公印については、事務局内で一括して取りまとめることが本来の公印の管理方法として望ましいことから、教育企画課長が保管する公印を残し、その他を廃止しようとするものです。  また、この規則は平成２７年４月１日から施行することとします。  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。これも特に問題ないですね。 
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 委員    （なし） 小野委員長  それでは、議案第１５号も原案どおりといたしたいと思います。  引き続きまして、議案第１６号 宝塚市立幼稚園規則の一部を改正する規則の制定について、ご説明お願いいたします。 高田課長   議案第１６号 宝塚市立幼稚園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、昨年１２月市議会（定例会）において可決しました宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例において、従来の保育料と入園料を、新たな保育料として徴収するものとしたことを受け、宝塚市立幼稚園規則についても同様の改正を行おうとするものです。  改正の内容については、当該規則から入園料の記載を削除し、また、条例改正に伴い生じた引用条文の条ずれを解消するとともに、その他文言の整備を行うものです。  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か。  これも、従来議論してきたものですね。 高田課長   はい。 小野委員長  はい、わかりました。それでは、議案第１６号 宝塚市立幼稚園規則の一部を改正する規則の制定について、原案どおりといたしたいと思います。  以上で議案の審議は終わりまして、続きまして、報告事項、宝塚市指定天然記念物丸山湿原群の指定解除について、ご説明お願いいたします。 高井社会教育課長 平成２６年４月１０日付けで宝塚市の天然記念物に指定されました丸山湿原群につきましては、平成２７年３月１０日付けで兵庫県指定天然記念物に指定されました。これに伴い、宝塚市文化財保護条例第２８条第２項の規定により、宝塚市の天然記念物の指定は解除となりますことをご報告いたします。 小野委員長  ありがとうございます。これも特に問題ございませんね。  それでは、これは報告事項ということで了解いたしました。  それでは引き続きまして、「プール開放事業の今後の進め方」に関して、私から。  私のほうから簡単に説明をさせていただきます。Ａ４で１枚のペーパーがあると思いますけれども、これは前回、一応協議会で議論をさせていただいていますから、主に変更した部分だけをご説明したいと思います。  まず、はじめには、これは従前と同じでございます。  それから２番目の今後のプール開放事業の進め方に関しましては、１、監視業務委託業者の選定方法について、これも前回と同様でプロポーザル方式等に変更することが望ましいとしております。それから２点目、運営方法の見直しに関しましても同じでございますけども、確かにいろんなやり方でやっている中で、プール開放事業の運営方法に関しても、いろいろゼロベースから見直すことも価値のあることかなと期しております。 
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 それから３番目、これに変更を加えておりますけれども、これは他市をいろいろ参考にさせてもらいながら変えております。プール開放事業監視業務委託仕様書の充実強化。１点目は、これまでどおりでございますけども、これまで以上に安全性に重きをおきながら、内容も充実強化を図る。それから２点目が委託業者に、業務開始までに、業務の運営及び安全管理に係るマニュアルを提出させ、従業者への徹底を求める。実はこれは、ヒアリングに行きましたときに、マニュアルを提示いただいたんですけれども、大変粗いマニュアルでございまして、これではちょっといけないなという反省もあったり、他市でもこういうことをやっておりますので、きちんとやっぱりマニュアルは、提出させるべきであろうと。それから３番目、これも前回と同じ、一部文言を変えておりますけども、各プールの監視員のうち最低１名は、経験あるいは教育訓練等を通じ、救急救命等についても一定レベルのスキルを保有してる者が望ましい。これは、望ましいということですから、必ずしもそうでないといけないということではございません。  それから４番目のマニュアルの改訂について。これは何度も今までも申しておりましたが、実は２０日に宝Ｐ協の幹事の皆さんと、議論をいたしまして、一部私が誤解をしていた部分もありまして、それは社会教育部の皆さんには、謝りましたけれども、一応ここにありますように、やはり保護者がプールサイドもしくは、それに準ずる場所に待機するとなっているのは、望ましくないだろう、やめるべきではないかと。これは必ずしも今回の事故対策ということではなかったのかもしれませんけれども、我々が平成２６年からの変化ということを見ますと、これは事故対策として、こういうこともありなのかなと。こう考えると、必ずしも今回の事故対策として、これを取る正当な理由が明確になっていないのではないかと。それから、何よりもこの③でございますけども、監視業務はあくまでも有償の監視員の業務であり、ボランティアの保護者がプールサイドに入ることは、万が一の事故時の責任等の観点から適切とは思えないと。それから④でございますけども、この項目の狙いが、「児童のトイレ誘導やけがをした際の応急措置」となっているわけですけども、これをやるために必ずしもプールサイドに入っている必要はないのではないかと、いうような理由から、これはぜひやめたほうがいいなという意味でございます。  つきましては確か２３日に、これに関する議論をまた宝Ｐ協の中で含めてやると聞いていたんですけども、その結果は、どうなりましたか。 大西部長   当日、いろいろご議論をいただいて、当初は宝Ｐ協からは、どこにいても同じようなことではないのかなという意見とか、学校長会のほうからは、プールサイド以外についても、準ずる場所ということで、書いてあるのだから、別に必要ないのではないのかなという意見もいただいたんですけども、最終的には、諸般の事情の中でそういう文言訂正を修正することについては、三者協の中ではご了解いただいたということで、どういう表現がいいのかということも含めて、詳細の言葉についてはちょっとまた、事務局に検討させて
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いただいて、来年プール実施をする前に、もう一度、来年度のメンバーでの協議会がありますので、その場でそういう修正分も含めて周知を図っていきたいというふうに考えてます。  以上です。 小野委員長  わかりました。以上でございまして、よろしいですね。  協議事項のプール開放事業の今後の進め方について、以上で終わりたいと思います。 和田部長   ちょっとよろしいですか、質問させていただいて。 小野委員長  はい、どうぞ。 和田部長   この文書の取り扱いというのは、どういうふうな形、性格のものかちょっと教示していただきたいんですけども。 小野委員長  私がね、事務局から提示されたときには、実は我々で教育委員だけで議論したときに、ぜひ大事なポイントは委員会で議論して、ちゃんと議決する形で残しておこうと。私はですから議題に入ると思っていたんですけども、このプールの委託業者を選定する、これは教育委員会の権限じゃなく、市でいろいろやることなので、だから教育委員会の議決事項にはなじまないということでした。したがってここで協議をする形を取れば議事録には一応残ると。こう聞きましたので、そういうことでいいのかなと。そう判断したんですけど。 和田部長   例えば、マニュアルの改訂については、教育委員会の事務の執行の中に入ってます。ですから、文書的には教育委員会を通じて決定して、方針・方策を現実に実施するために、教育委員会が教育長に対する指揮監督権のうちの一つで、これでもって教育長にこういうふうに事務を執行するねというふうになるんです。２番の先ほどおっしゃいました、補助執行の部分で業者の委託方法については、例えばこれをもって、事務局のほうからですけども、市長宛てのほうに申し入れをすべきものなのかという話なんですが。 小野委員長  それは、僕の判断は、いずれこれやるのは、やはり社会教育部が、具体的にどれがどうするかを決めるんだろうなと。最後は、市長部局の権限かもしれないけどね。具体的なやり方は。 和田部長   契約方法については、社会教育の職員は教育委員会の職員ですけども、市長の仕事を補助執行でやってますので。 小野委員長  ああ、なるほど。 和田部長   ですから、大もとは教育長ではなくて、市長のほうになるので、こういう方針でやりますよと言うんでしたら、市長のほうへこの文書をもって、こういうふうにしますよという形で、お話を入れておくのかですね。契約権限というのは、教育委員会には委託契約でしたら５０万円以下しか、持ってませんので。だから今日決定された後、私たちがどう動くかというところの問題で、ここの文書を協議に出すのか、それか先ほど、教育委員会の会議のところで、市長との補助執行に関する協議をすることというのがありましたけども、それは別件で議決をとって、それについて市長と協議してこいという形
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になるんですけども。 小野委員長  そういうのも議論しながら、これは随分いろいろ考えて、一応プロポーザル等とありますけどね、具体的にはまた、いろいろ考えて実行しましょうと。ですから、市長さんも、もう恐らく納得だと思うんですけどもね。  ですからもし、手続上そういうのが必要ならば。 種谷委員   どっちがいいんですか。要は。 和田管理部長 その辺は、はっきり私たち聞いていないところの話なので。 種谷委員   いや、でももうそのプロポーザル方式でいくというようなことで、ほぼ固まっています。 川名委員   来年度以降も、続けたいお気持ちが市長は、とても強いので、何とか実現できるように安全性を高めて実現できるようにということで、その現実的な方法としてプロポーザル方式を考えていらっしゃるようですので。ある程度だから意向がわかっているんですが、それを正式にやっぱりきちんとしたほうがいいというこということですよね。 和田管理部長 事前にもう市長のほうが、ご了解されているという形。 川名委員   いろいろ何かね、市長に直接お手紙だの何かがいっぱい来て面会しなければいけないようなこともあって、ご自分のお考えをまとめておられたということも。 種谷委員   でも、こちらからお願いするという形も。 小野委員長  それは、和田さんね。 和田管理部長 はい。 小野委員長  和田さんにお任せするから。要は、我々の総意としては、ぜひこういう方向でもっていきたいなと。ただし、今年度は予算の都合もあるから、どこまで本当に実現できるかわかりませんけど。一応これが我々の委員会としての総意ではあると。それをですから、市長さんへどう伝えたらいいのか、ちょっとそこら辺の事務手続は、あなたにお任せしますから。 種谷委員   そう、そう。 井上教育長  市長は、プロポーザル含めて早く検討しなさいと。もう言われています。 小野委員長  そういうことですね。お任せします。  これは決して、市長サイドもこれ反対ということはないと思いますから、安全面上の問題でもあるし。 和田管理部長 わかりました。はい。 小野委員長  はい、どうもありがとう。ご指摘ありがとうございます。  それでは、一応先ほど言いました予定では、７番まで終わりまして、次いで８番ですね。これはどう進めたらいいんでしょう。 森田副課長  委員長による選挙ですね。 小野委員長  それでは、選挙でございますけれども、まずは、委員長選挙でございまして、本件は、宝塚市教育委員会委員長の任期が平成２７年３月３１日をも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
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名推薦の方法を用いるかまずお諮りをしたいと思います。  投票で行うか、指名推薦で行うか。いかがしましょうか。 川名委員   前回も投票ではなく指名だったんじゃないでしょうか。 小野委員長  そうですね。 川名委員   それでいいのではないでしょうか。 小野委員長  それでは、指名推薦ということで、まいりたいと思いますけれども。それでは、推薦をお願いしたいと思います。 井上委員   現小野委員長でいいと思う。 川名委員   新しい制度になるのでね、そのまま。 小野委員長  よろしいですか。  委員    （はい） 小野委員長  それでは、皆さんの推薦でまた私が委員長を拝命したいと思いますけれども、よろしゅうございますでしょうか。  委員    （はい） 小野委員長  それではそういうことで、またよろしくお願いしたいと思います。  続きまして、委員長職務代行者選挙に関しましても、同様でございまして、無記名投票か指名推薦かをまずお諮りしたいと思います。  いかがいたしましょうか。 川名委員   これも指名で引き続き井上さんで。 小野委員長  よろしいですね。  それでは、引き続きまして井上委員に委員長職務代行者をお願いしたいということで、よろしゅうございますね。  じゃ、そういうことで委員長、それから職務代行者を決めましたのでよろしくお願いしたいと思います。  以上で、この８番目の選挙は終わりまして、続きまして、非公開案件でございますね。関係者以外の方は退出を願います。  （関係者以外退出） 小野委員長  それではまず、「児童生徒の安全に関する緊急確認調査」の宝塚市の結果について。  はい、どうぞ。 
 【 非公開での報告事項あり 】 
 小野委員長  はい、ありがとうございました。今後も十分、こういう案件があったらまた報告してください。大変ですけれどもよろしくお願いします。  それでは、続きましては、報告第３号の専決処分をした件ですね。  どうぞ。 
 【 非公開案件の審議あり 】 
 



平成 27年第 6回会議録 

12 

 

小野委員長  はい、わかりました。これからもそういうところ十分、注意しながらぜひよろしくお願いしますね。  それでは、報告第３号は以上で終わります。  はい、どうぞ。 西本室長   次は、人事異動に関することになりますので、これで管理部以外の職員の方、皆さん退席をお願いしたいと思います。  （管理部職員以外、退席） 小野委員長  それでは、議案第１０号ですね、まず。ご説明お願いします。 
 【 非公開案件の審議あり 】 
 小野委員長  それでは議案第１０号及び１１号の人事に関する案件は、このとおり承認としたいと思います。どうもありがとうございました。 森田副課長  最後に、前にお伝えしましたとおり、明日が市議会の本会議なんですが、本会議で条例が可決された後に、条例に関しての規則整備について、専決処分をさせていただくという話をさせていただいたと思うんですけれども、その概要について、若干のご説明をさせていただきます。 小野委員長  どうぞ。 森田副課長  本年度中に教育長によって、専決処分によって改正することが見込まれる規則について簡単にご説明申し上げます。  まず、宝塚市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則、こちらを新規に制定いたします。これは、新制度における教育長の勤務条件に関して、新たな条例が制定されることに伴うものです。  次に、宝塚市教育委員会事務局事務分掌規則及び宝塚市教育委員会事務局等職務権限規程の一部改正いたします。これは、中央公民館の廃止や各種制度改正に伴い、条例の整備を行おうとするものです。  最後に、宝塚市人権教育推進委員会規則、宝塚市教育支援委員会規則及び宝塚市公立学校教科用図書選定委員会規則の３本の規則を新規に制定いたします。また、宝塚市公立学校教科書用図書採択協議会規程を廃止いたします。これは、既にお諮りしましたけども、今回、条例で審議会になる分でありまして、そちらは審議会の条例が規定されますので、それに関して例規整備ということで改正します。これらは全て、明日の本会議終了後、時間的な関係もありまして、専決でさせていただくということです。つきましては次回の４月第１回の教育委員会で内容について改めて、ご報告させていただくとそういうことになるかと思います。よろしくお願いします。 小野委員長  わかりました。明日の議会で議決なわけですね。 森田副課長  そうです。明日の本会議で条例が可決しましたら、それに合わせて整備されます。 小野委員長  わかりました。それでは、以上をもちまして第６回の宝塚市教育委員会を終わりたいと思います。 
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 どうもありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時４３分 ───────────── 
 


