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平成２７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２７年４月９日（火） ２ 場 所 宝塚市役所 特別会議室 ３ 開会時間  午後１時２７分 ４ 閉会時間  午後２時３１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   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 教育支援室長   朝井 邦彦 生涯学習室長   島廣 弘二 

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 幼児・特別支援教育担当課長 谷川 妙美 指導・人権教育担当課長 藤井 優恵 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  ○報告第 ４ 号 専決処分した事件の承認を求めることについて（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の制定について）  ○報告第 ５ 号 専決処分した事件の承認を求めることについて（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）  ○報告第 ６ 号 専決処分した事件の承認を求めることについて（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）  ○報告第 ７ 号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名に関する規則の一部を改正する規則の制定について）  ○報告第 ８ 号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育支援委員会規則の制定について）  ○報告第 ９ 号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市人権教育推進委員会規則の制定について）  ○報告第１０号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市公立学校教裏面へ続く 
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科用図書選定委員会規則の制定について）  ○報告第１１号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市公立学校教科用図書採択協議会規程を廃止する規程の制定について） 
10 その他 （報告事項） 平成２７年（２０１５年）３月における宝塚市立学校の「いじめ事案」及び「体罰事案」について【 非公開案件 】  （報告事項） 宝塚市幼稚園教育審議会の答申について（報告） 
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 会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時２７分 ───────────── 小野委員長  それでは、時間になりましたので、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、井上教育長です。よろしくお願いいたします。  本日の予定案件は、報告８件、議決事項以外の案件が２件でございます。進行について、事務局からよろしくお願いいたします。 西本室長   本日ご報告させていただきます内容につきましては、お手元の資料のとおりです。まず専決処分をしたことの報告が、報告第４号から１１号の８件、そして、その他としまして報告事項が２件でございます。なお報告事項の一つ目につきましては、いじめ事案と体罰事案ということで、個別の事案を含むため非公開でのご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、報告第４号から第１１号までにつきましては順番どおりとさせていただいて、そのうち第５号と第６号、そして第１０号と１１号は、それぞれに関係がございますので、一括でご報告をさせていただきます。  次に、４番のその他の報告事項につきましては、はじめに幼稚園教育審議会の答申についてご報告をさせていただいた後に、最後に非公開で、いじめと体罰事案につきまして、ご報告をさせていただきたいと思います。  以上です。よろしくお願い申し上げます。 小野委員長  わかりました。それでは、そのように進行していきたいと思います。  最初に報告第４号 専決処分した事件の承認を求めることについて（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の制定について）に関して、よろしくお願いいたします。 柳田課長   報告第４号 専決処分した事件についてご説明申し上げます。  本件は、平成２７年第１回市議会（定例会）において、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が可決・成立したことに伴い、その細則について新たに教育委員会規則を制定したものです。  本来であれば教育委員会の会議においてご審議いただくべきものですが、条例が本年３月２６日に可決・成立したため、当該規則の施行日である４月１日までに教育委員会を開催することが困難であったことから、宝塚市教育委員会事務決裁規則第６条第１項に規定する「緊急やむを得ないとき」に該当するとして、専決処分したものです。  本年４月１日より開始した新教育委員会制度では、「新教育長」は特別職として扱われますが、市長や副市長等とは異なり、一般職と同様、職務に専念する義務が課されることとなりました。しかし、一般職にあっては従来より条例において、研修や厚生に関する活動に参加する場合等にはその義務が免除される旨が規定されておりますが、「新教育長」については、そのような内容の条例が存在しなかったため、本年４月１日から開始する新制度に合わせ、新たに条例の整備が行われました。条例では、研修や厚生に関する活動に参加する場合及び教育委員会規則で定める場合に職務に専念する義務を免除す
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ることとしており、本件は、この規則を定めたものです。  規則の主な内容としましては、教育委員会外の職務遂行に関係する団体等の行事に出席する場合や、消防団員としての活動に参加する場合などに、職務に専念する義務を免除しようとするものです。  なお、この規則の施行期日は平成２７年４月１日としていますが、経過措置により、現在の教育長の在職中は適用しないこととします。  以上、ご報告いたしますとともに、ご承認いただきますようお願いします。 小野委員長  ありがとうございました。何かご質問等ございますでしょうか。  よろしいですね。  委員    （はい） 小野委員長  それでは、報告第４号 専決処分した事件の承認を求めることについて、これは原案どおりといたしたいと思います。  続きまして、報告第５号 専決処分した事件の承認を求めることについて（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）、報告第６号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育委員会事務局等職務権限規定の一部を改正する規程の制定について）説明をよろしくお願いいたします。 柳田課長   報告第５号及び第６号 専決した事件について、一括してご説明申し上げます。  本件は、平成２７年４月１日付けで宝塚市立中央公民館が閉館したこと及び各課の所管事務の名称変更等に伴い、規則及び規定の改正を行ったものです。  本来であれば教育委員会の会議においてご審議いただくべきものですが、学校教育部の所管する３つの審議会の名称の変更について、執行機関の附属機関設置に関する条例の改正について平成２７年第１回市議会（定例会）で審議され、本年３月２６日に可決・成立したところ、当該規則・規程の施行日である４月１日までに教育委員会を開催することが困難であったことから、宝塚市教育委員会事務決裁規則第６条第１項に規定する「緊急やむを得ないとき」に該当するとして、専決処分したものです。  主な改正の内容としては、まず、市立中央公民館の閉館に伴い、同館に関する記載を削除するとともに、同館の権限としていた市立公民館の運営に関する事務を東公民館へ移管します。次に、執行機関の附属機関設置に関する条例の改正に伴い、学校教育部が所管する３つの審議会の名称が変更となったことを受け、規則・規程についても同様の変更を行います。その他、例規の構成等を市長事務部局における事務分掌規則及び職務権限規程に合わせて、所掌事務の文言を整理するなど、所要の整備を行うものです。  以上、ご報告いたしますとともに、ご承認いただきますようお願いします。 小野委員長  ありがとうございました。何かご質問、ございますでしょうか。  よろしいですか。  委員    （はい） 
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小野委員長  それでは、報告第５号 専決処分した事件の承認を求めることについて（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）、報告第６号 専決処分した事件の承認を求めることについて（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、原案どおりとしたいと思います。  引き続きまして、報告第７号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名に関する規則の一部を改正する規則の制定について）ご報告お願いいたします。 田邊課長   報告第７号 専決処分した事件についてご説明申し上げます。  本件は、本年４月１日付で教育委員会事務局に作業療法士を配置するため、専決処分により宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名に関する規則の一部を改正する規則を制定したものです。  本来であれば、教育委員会の会議においてご審議いただくべきものですが、本年３月２６日付けの異動内示により配置が決定したため、当該規則の施行日である４月１日までに教育委員会を開催することが困難であったことから、宝塚市教育委員会事務決裁規則第６条第１項に規定する「緊急やむを得ないとき」に該当するとして、専決処分をしたものでございます。  改正の内容は、当該規則の別表中、教育委員会事務局及び教育機関（学校園を除く。）の職員のうち、技術職員に含まれる職種名に、「作業療法士」を追加するものです。  以上、ご報告いたしますとともに、ご承認いただきますようお願いします。 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。  はい、どうぞ。 川名委員   実際に現場では、作業療法士さんは特別支援学級とか、どういう形でこの機能を果たしていただくことになるんでしょうか。 谷川課長   今回、配置されました作業療法士ですけれども、５日勤務のうちの３日間は特別支援学校のセンター校である養護学校で勤務していただきます。残り２日につきましては、地域の特別支援学級肢体不自由児学級のお子さんに対して、日常生活の動作についての訓練を行っていただくということと、もう１点は、座位がとれないお子さんが、座位保持装置という椅子と机を使用しているんですけれども、そちらのほうの調整も、この作業療法士が行う予定になっております。 川名委員   はい、ありがとうございます。 小野委員長  はい、わかりました。ほかにございませんね。  委員    （なし） 小野委員長  それでは、報告第７号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名に関する規則の一部を改正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、報告第８号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育支援委員会規則の制定について）、事務局よりご説明お願い
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いたします。 谷川課長   報告第８号 専決処分した事件について、ご説明申し上げます。  本件は、平成２７年第１回市議会（定例会）において、執行機関の附属機関設置に関する条例の一部が改正され、宝塚市教育支援委員会が教育委員会の附属機関となったことに合わせ、当該審議会に関する規則を制定したものです。  本来であれば教育委員会の会議において、ご審議いただくべきものですが、条例が本年３月２６日に可決・成立したため、当該規則の施行日である４月１日までに教育委員会を開催することが困難であったことから、宝塚市教育委員会事務決裁規則第６条第１項に規定する「緊急やむを得ないとき」に該当するとして、専決処分したものです。  主な内容は、所掌事務や組織をはじめとする基本事項や、専門的事項について調査を行う専門委員会について規定するものです。なお、委員の任期は１年としますが、本年４月１日付けで委嘱または任命する委員については、前身となる要綱設置の審議会から任期を引き継ぐものとし、その任期を本年９月６日までとする経過措置を設けています。  以上、ご報告いたしますとともに、ご承認いただきますようお願いします。 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。  よろしいですか。  委員    （なし） 小野委員長  それでは、報告第８号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育支援委員会規則の制定について）は、原案どおりといたしたいと思います。  引き続きまして、報告第９号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市人権教育推進委員会規則の制定について）、事務局ご説明お願いいたします。 藤井課長   報告第９号 専決処分した事件について、ご説明申し上げます。  本件は、平成２７年第１回市議会（定例会）において、執行機関の附属機関設置に関する条例の一部が改正され、宝塚市人権教育推進委員会が教育委員会の附属機関となったことに合わせ、当該審議会に関する規則を制定したものです。  本来であれば、教育委員会の会議において、ご審議いただくべきものですが、条例が本年３月２６日に可決・成立したため、当該規則の施行日である４月１日までに教育委員会を開催することが困難であったことから、宝塚市教育委員会事務決裁規則第６条第１項に規定する「緊急やむを得ないとき」に該当するとして、専決処分したものです。  主な内容は、所掌事務や組織をはじめとする基本事項を規定するものです。なお、委員の任期は２年としますが、本年４月１日付けで委嘱または任命する委員については、前身となる要綱設置の審議会から任期を引き継ぐものとし、その任期を平成２８年３月３１日までとする経過措置を設けています。 
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 以上、ご報告いたしますとともに、ご承認いただきますようお願いいたします。 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すでしょうか。  よろしいですか。  委員    （なし） 小野委員長  それでは、報告第９号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市人権教育推進委員会規則の制定について）は、原案どおりといたしたいと思います。  続きまして、報告第１０号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市公立学校教科用図書選定委員会規則の制定について）、報告第１１号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市公立学校教科用図書選択協議会規程を廃止する規程の制定について）を、一括でご説明よろしくお願いいたします。 井上教育研究課長 報告第１０号及び第１１号 専決処分した事件について、一括してご説明申し上げます。  本件は、平成２７年第１回市議会（定例会）において、執行機関の附属機関設置に関する条例の一部が改正され、宝塚市公立学校教科用図書選定委員会が教育委員会の附属機関となったことに合わせ、当該審議会に関する規則を制定するとともに、既存の規程を廃止したものです。  本来であれば、教育委員会の会議において、ご審議いただくべきものですが、条例が本年３月２６日に可決・成立したため、当該規則の施行日である４月１日までに教育委員会を開催することが困難であったことから、宝塚市教育委員会事務決裁規則第６条第１項に規定する「緊急やむを得ないとき」に該当するとして、専決処分したものです。  改正の内容は、平成２６年４月の関係法律の改正に合わせ、従来は「宝塚市公立学校教科用図書採択協議会」としていたものを「宝塚市公立学校教科用図書選定委員会」へと名称を変更し、その所掌事務や組織をはじめとする基本事項や、教科ごとの調査研究のために設置する調査員会について規定するとともに、既存の設置規程を廃止するものです。  なお、委員の任期については、教科書の採択作業が例年８月中には完了するものであることから、委嘱の日から８月３１日までとし他の審議会規則とは異なり、任期に関する経過措置は設けておりません。  以上、ご報告いたしますとともに、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 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。  よろしいですか。  委員    （なし） 小野委員長  それでは、報告第１０号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市公立学校教科用図書選定委員会規則の制定について）、報告第１１号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市公立学校教科用図書
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選択協議会規程を廃止する規程の制定について）は、原案どおりといたしたいと思います。  引き続きまして、その他の（報告事項）でございますけれども、最初に宝塚市幼稚園教育審議会の答申についてのご説明をお願いいたします。 谷川課長   宝塚市幼稚園教育審議会の報告をさせていただきます。  ３月２７日、宝塚市幼稚園教育審議会から「宝塚市の幼稚園教育の振興等について」ということで、答申をいただきましたので、ご報告させていただきます。  当審議会で大きく２件の諮問事項について、昨年の５月を皮切りに６回にわたり協議を進めてまいりました。一つは、「公立幼稚園の教育・保育のあり方について」、二つ目は、「公立幼稚園の適正規模・適正配置について」の２点でございます。  これまでも審議会の中間報告等をさせていただく中で、子ども未来部で行われている「子ども審議会」の中で、公立幼稚園を含め、総合的に就学前教育のあり方を検討するべきではないかというような、ご意見も教育委員会の中でいただいておりました。そのときにもご説明させていただいておりましたけども、子ども未来部では、大きく宝塚市次世代育成支援行動計画の策定が中心となっておりまして、その中に子ども・子育て支援事業計画が盛り込まれています。そのため、この審議会では待機児童対策を中心としての審議会になっていたということで、なかなか現在ある公私立の幼稚園の資質も含め、どうしていくのかというところの議論には至っておりませんでした。そのような状況を踏まえて、本審議会では、その幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基盤を培う重要な役割を担っており小学校以降の生活や学習の基本をつくっていく大切なものであるということ、それと、幼稚園が学校教育法に位置づけられた学校であり、学校保育のスタートという場所でありという視点からも審議を進めてまいりました。  では、具体的にご報告させていただきます。  目次をごらんください。  まず、公立幼稚園の教育・保育のあり方につきましては、６項目で協議をいたしました。少し議論された内容にも触れながら要件を説明させていただきます。  まず、２ページです。３年保育による幼児教育の充実についてというところで、ここでは幼稚園教育要領、これは学校でいう学習指導要領に値するものですが、この幼稚園教育要領がそもそも３年保育を想定してつくられているということや、学識経験者の方のご意見の中に、国際学会では３歳から幼児教育を受けている子どもと、そうでない子どもとでは、語彙数が２倍以上差が出てくる、８歳までに、その大きく格差が開き、それ以降は格差を埋めることが小学校の教育ではなかなか難しいということが、意見として出されました。それが経済格差だとか、学力格差につながるということから、うれしいとか悲しい、悔しいという気持ちをあらわす言葉が、３歳児でぐっと伸
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びる時期であることからも、その時期に地域の子どもが減っていたり、地域の教育力が低下したりすると、子どもたちの語彙の修得だとか、社会性、後の学力全部にかかわることに問題が出てくるということからも、宝塚市では、全ての子どもが３年以上の学校教育をしっかり受けるべきであるというようなことが、議論の中で出されました。  現在、教育委員会の中でも寺子屋授業だとか、サイエンス授業、平田オリザさんによる表現力向上授業、図書館教育の充実など、学力向上に向けて取り組んでおりますけれども、それに加えてやはり３歳児からの学校教育をきちんと実施していくことが、学力向上にも影響があるというふうなことです。そのような議論を進めていく中で、３ページの１０行目以降のことの文章につながっていきます。  世界各国では２、３歳児の就園率が高まり、幼児教育の義務教育化や無償化が進められている。こうした状況に行政、地域社会が速やかに対応するべきであり、公立という媒体で幼児教育の機会をどう提供するかが重要なことである。宝塚市として教育・保育ニーズに対応することは、すなわち市全体の教育の振興につながっていくものと考える。市民が公私立幼稚園において３年保育を自由に選択できることは、子どもの育ちだけでなく保護者への子育て支援にもつながる、まずは、既に３歳児を受け入れるために施設整備が整っている幼稚園での実施に取り組むべきである。保育ニーズの需給状況を勘案しつつ、過不足のない形で、条件が整った幼稚園での実施へと広げていくことが望まれる、という答申でした。  ２つ目が、特別支援教育についてです。  私立幼稚園ではなかなか配慮を要するお子さんの受け入れは十分でないという状況の中、国のほうでも障害者基本法が改正されたり、障害者差別解消法など、法律がどんどん整備されてきております。そういった状況の中で公立幼稚園で特別支援教育を受けるニーズも年々増加しております。小学校就学に当たっても、これまで以上に教育支援委員会の中でも、特別支援学校就学相当のお子さんが、地域の学校に行かれるという人数も年々増えてきております。障がいの特性に応じた一貫した指導という点や、インクルーシブな教育環境を宝塚市の全ての子どもに、保障するために、公立幼稚園の果たす役割や、期待されるところが大きいという答申内容でした。  ３点目が、保幼小中連携教育の推進に果たす役割についてです。  ここでの保幼小中連携教育というのは、市として保幼小中までの一貫した教育がきちんと保障されているということが、大きな意味を持つということで議論されました。中学生になると問題を抱える生徒が増え、宝塚市で育っていくその子どもの生涯を教育で保障していこうということが、連携教育の意義の一つである。これまでも公立幼稚園は、立地のよさや職員間の同僚性、これまでの研究・研修が積み重ねられてきたことを生かして、公立幼稚園としては、その中心的な役割を担ってきました。また今後、アプローチカリキュラム、スタートカリキュラム、接続カリキュラム作成することで、就学前
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教育と小学校教育のスムーズな接続が図られ、ひいては就学前教育の充実につながる、という議論でした。まずはその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答申内容になっております。  ４点目が、保護者の子育て応援団としての役割についてです。  公立幼稚園では、国はいろいろと子育て支援に取り組んでおりますが、特に阪神間で、公立幼稚園全園でしかも幼稚園教諭が預かり保育を実施しているのは、宝塚市だけであると。これまで就労している保護者の方は、公立幼稚園に子どもを預けるということは、非常に難しい状況だったのですが、預かり保育が始まったことで、就労家庭においても公立幼稚園に通わせることができるようになったという声も聞かれている、ただ、子育て支援だけでなく、今後就労目的で預かり保育の利用がふえてくるであろう中、その預かり保育の時間延長の検討や子育て支援として、もっと幼稚園の職員が積極的に地域に出かけ、子育てのアドバイスや応援をすることで、子育てが楽しいと感じる保護者を育むことに努めてほしい、というのが答申でした。  ５点目が就学前教育の充実に向けた「幼児教育センター」の役割についてです。  議論の中でも小学校の先生たちからは、その子どもたちの就学前に所属していた施設によって、集団生活や経験に差があると。そこで、学校に入ったときに指導に困っているという状況がある中で、公私立、就学前公私立を問わず、保育所、幼稚園、認定こども園の横のつながりを強化していくことが、就学前教育の一定の質や内容の充実を図っていくということでした。その核となるのが、幼児教育センターであり、その部分と横のつながりの部分と、縦の小学校への接続のそのジョイントの核となるのも、幼児教育センターであるということから、その必要性について議論されました。幼児教育センターでは一つに、就学前教育の充実に不可欠な教職員の質の向上を図るための研修、研究の中心を担ったり、保幼小中連携の核となること。公私立を問わず特別支援教育の要となるような機能を持たせることが重要であり、組織体制として整理していくべきであるという答申内容でした。  ６番目が、幼保の質の向上を図る公私立幼稚園の認定こども園のあり方についてです。  少子化が本格的に進む中で、公的な乳幼児教育の質の維持と向上を図るためには、公立幼稚園、公立保育所の枠を超えた認定こども園化の議論が必要である。保育所、幼稚園が一つになることについては、今現在、職員の研修問題だとか、施設整備の面からも課題はあるものの、待機児童問題だとか、次世代育成の視点からも、将来的に見越してどのように考えるのかということ、公立幼稚園の認定こども園をモデル的に実施して、着実に提供を進めていくということが望まれるというのが答申でした。  ２つ目の諮問の、公立幼稚園の適正規模・適正配置ということですが、 適正規模・適正配置による教育環境の充実については、議論の中でガイドラ
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インが出されました。  ガイドラインの一つ目としては、１学年２学級。二つ目は、集団の育ちということを考えると、１学級に最低２０人は必要である。三つ目が、教育過多になり公立幼稚園間同士での園児の取り合いにならないように考えること。以上からすれば、最低１学年に２学級あり、１学級の人数が満２０人以上が必要であって、この基準をガイドラインとして適正配置を考えてほしいということでした。  ただし、セーフティーネットということも考えていかないといけない。西谷地域のようにガイドラインに適さないところもありますし、また近くに公立幼稚園がなく遠い幼稚園に行かないといけないという状況、すなわち皆さんが私立幼稚園に行かれるわけではありませんので、そういうことを考えると、今現在、宝塚市は児童館を核として７つのブロックに分かれておりますけれども、最低、そこに一つの公立幼稚園があるというのは、望ましいのではないかということでした。  最終的には、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検討するように要望するという答申内容でございました。  以上の答申を受けまして、教育委員会としても公立幼稚園のあり方プロジェクトというのを早急に立ち上げまして、今いただいた答申内容を踏まえ、今後の公立幼稚園のあり方について検討していく方向でございます。  報告は以上です。 小野委員長  ありがとうございました。何かご質問、ございますでしょうか。  はい、どうぞ。 種谷委員   前から申し上げていたと思いますが、教育委員会なので、幼稚園のことしか議論できないという縛りはあるかと思うんですけれど、長時間預かってほしいというニーズが増えているというふうに文中にも出てきていますね。そうするとその幼稚園のことだけを考えているのではなくて、保育所もあるわけですから、その保育所と幼稚園を市として、どのようにしていくのかということを、教育委員会だけじゃなくて市長部局のほうも踏まえて、大きな枠組みで何か検討をすべきではないかと思います。それについては、今度どういうような形で進められていくのかを教えていただければと思うのですが。 小野委員長  はい、どうぞ。 谷川課長   先ほども申しましたように、公立幼稚園は、企画プロジェクトには教育委員会だけのメンバー構成ではなく、保育所を所管している子ども未来部の職員にも入っていただいて、全市的に、幼稚園や保育所の位置関係だとか、待機児童の人数など総合的に資料として出していきながら、あり方を考えていきたいというふうに思っているところです。 種谷委員   どこでですか。 谷川課長   教育委員会の中にあり方プロジェクト委員会を設置して、その中の委員のメンバーに市長部局の方も入っていただくことにしています。 井上委員   審議会のほうには入られてますよね。知識人、それから私立の幼稚園の代
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表者、公立の幼稚園の代表者、保育所の代表者が。 谷川課長   はい、そうです。審議会の中には、保育所の代表の方、幼稚園の代表、私立も含め委員の中に入っていただいております。 種谷委員   今回これは、答申ですよね。だから、それを踏まえてあり方プロジェクトチームというのが、教育委員会内にできるんですか。 谷川課長   はい、そうです。 種谷委員   それでそこの委員会のメンバー、チームの中には市長部局の方も入ると。 小野委員長  冒頭に、もう少し市長部局も一緒になって、保育園のことも議論することを期待したけども、どうも期待どおりにならなかったとおっしゃいましたね。ちょっとそこをもう一回言ってみてください。 谷川課長   子ども未来部のほうでもっていた子ども審議会は、どうしても待機児童対策の保育所をどう設置していくかという議論が中心になっておりまして、今ある施設をどう有効活用していくかっていうような議論にまで、なかなか至らなかったというのが、審議会の中身になっています。 小野委員長  本当は、今、種谷さんがおっしゃったようなことも、そういう場でも議論できれば望ましいっていうことなんですよね。 川名委員   あちらでは、待機児童の話をしていて。 小野委員長  メインに。 川名委員   こちらでは人数が減ってますねという話をしているので、やっぱりどこかおかしいわけですよね。だから、ここに加わってもらうということではなく、これまでも何度も申し上げたかと思うんですが、新たにその両方から集まって、全体の保育所幼稚園をあわせて考え、幼児の教育あるいは生活をどうしていくかっていうふうなことを、垣根を取っ払って考えないといけないのではないかということを何度か申し上げたかと思うんですが、なかなかそういうふうには動いていかないということでしょうかね。 つまり、教育委員会の所管の話しかできなくなるわけだからそうではな くて、子ども進学前の子どもたちの教育と暮らしをどうするかっていうことを市として、考えていくような両方から出てきて、所管の垣根を取り払うような形で、新たにそういったものはできませんかということを。 高田課長   谷川課長からご説明させていただきましたように、そういったことは、子ども審議会のほうで、我々教育委員会の事務局の職員も会議のほうに入りまして、就学前の幼稚園あるいは保育所、今では小規模保育とか家庭的保育、今までは保育所とされていなかったそういう施設も含めて、宝塚市の就学前の全ての施設で、子どもたちをどう受け入れていこうかという議論は、そこでしておりまして、私もそこに入っております。ただ、幼稚園だけを少し分けて考えたのは、宝塚市は、やっぱり幼稚園需要というのは減ってきております。少子化もあり、保育需要のほうが高まってきておりまして、幼稚園施設はどうしても空きが出てきている中で、その空いた部分については、保育所としての活用が今のところはできませんので、教育のほうで少し、この統廃合も含めて、あり方も含めて考えていかないといけないというような状況
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で少し取り分けて、検討したということです。ですから、受け入れそのものは、０歳から５歳児までの受け入れ全体につきましては、子ども審議会のほうでしっかり議論しているところですね。 小野委員長  だけど今おっしゃった幼稚園はどちらかというと空き気味で、だからそこに箱はあるわけですよね。そうするとここでこども園の問題になるのかもしれないんだけども、その子ども未来部と一緒になって、その空きを、どう有効活用したらいいかみたいなのはないんですか。それで、待機児童を減らそうというのは。 高田課長   このこども園という発想が、そもそもは、保育所不足、待機児童解消というところから、幼稚園の空き施設などを有効活用しようということで、幼稚園で長時間保育ができるような仕組みが認定こども園となったんですけども、認定こども園制度ができて数年たって待機児童の解消がなかなか進まないということから、今年度から子ども・子育て支援新制度というのができて、幼稚園の施設だけではなくて、今まで全然保育所として目もくれてなかった小規模保育であったり、家庭的保育も保育所として認定していこうと。ところが、家庭的保育、小規模保育というのは、０、１、２歳までの保育を中心としておりまして、次、３、４、５歳の面倒を見てくれるところを探さなきゃいけない。それを幼稚園に頼ろうとしているところが、この子ども・子育て支援制度なんですが、宝塚市の場合は、残念なことに３年保育は、ほかの自治体もそうなんですけども、実施がなかなかできておりませんので、０、１、２歳まできたものをうまくバトンタッチして受けることができないという課題があります。ですから、今、宝塚市が認定こども園を４、５歳児だけやっても、３歳児が宙に浮いてしまうということから、宝塚市のほうでは、まず教育全体の質を上げることや、認定こども園の第一歩となる３歳児保育は施設や設備が十分に整うところで取り組んでいこうとしています。その３歳児保育とあわせて子ども未来部と審議をしながら、０、１、２歳からのどういう受け入れを今後していくのかというのは、子ども未来部との今後の検討課題になろうかと思います。 種谷委員   すみません。小規模保育を０、１、２歳っていうので、受け入れるというのはよくわかってるんですけど、ただ、宝塚市は小規模保育をあまり増やして行くつもりはないような感じの話も市長がおっしゃっていたような気がするんですけど。そうすると今の話は、ちょっとかみ合わないかなという気がするんですけど違いますか。 高田課長   決して子ども・子育て支援制度は、施設を増やしていこうということではなくて、今まで何の認可も受けてなかった、何の補助も受けてなかった施設について、国がきちんと施設を認定して、保育の受け皿としていこうということですので、数は恐らく増えていかないだろうと。今まで、それぞれで運営していたものをきちんと行政側が関与をして、整備していこうというものです。 小野委員長  今、公立は３歳児保育はできてないけど、今おっしゃったように公立をま
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さにそのこども園的にして、そこで３歳児も受け入れるというのもやっぱり市側からは抵抗があるんですか。いろいろ施設的に整備をしないといけない点があるのかもしらないけども。今おっしゃったように、１、２歳と３歳以降のつなぎがよくないと。だから積極的に公立こそこども園化して３歳児から受け入れると。幼稚園の３歳児保育はいろいろ問題があるのかもしれませんが、公立こそ、こども園を積極的にやるべきじゃないか。そう私は思うんですけど。そこは、いかがでしょう。 高田課長   私立幼稚園も次の段階では、やっぱり認定こども園化に進んで来ると思います。長時間保育をすることや、新制度上で制度をうまく活用する、補助金をうまくいただいたら、獲得していくというためには、認定こども園に私立幼稚園もなっていかないと経営が立ち行かなくなってこようかと思いますので、恐らく宝塚市内の私立幼稚園も認定こども園から進んでくると思います。そうすることを考えると、私立が経営的にそちらを向こうとしてるものを、公立側が先に行くというのは、恐らく私立の経営圧迫にもなってくるので抵抗があろうかと思いますけど、それよりも何よりもまず前段の３年保育そのものが、私立からすると経営圧迫にもなってきますので、少し審議会の中でも、否定的なご意見があったんですが、そこは、現に４００数十人が、３歳児ではどこも行かずに家庭で待っている。公立幼稚園の２年保育を待っているという実態もありますので、その４００人を少しでも救うために、少しは３年保育を実施していき、その先には何とか認定こども園化ということも検討すべきだというふうに考えております。 小野委員長  そうですか。公立が先陣を切ってはいけないわけですね。 種谷委員   いずれにしても、そのあり方プロジェクトチームで、今年度以降、検討していかれるということなんですよね。 小野委員長  ３歳からの受け入れも、せいぜい２園ですよね。今考えられるのは。それ以上はまたなかなかなわけですよね。 谷川課長   未だ施設が整っていませんので、ほかの幼稚園については。 小野委員長  いや、それはわかっています。だから、施設を整えていくのではないですか。 谷川課長   今現在ある施設の中では、保育室が２学年４クラスしかありません。だから、３歳児保育をやろうと思えば、本当に増築ですとか、大規模的な施設改修が必要になってきますので、それをすぐにというのはやはり難しいかなと思っているところです。 種谷委員   適正規模・適正配置のところ、何かこう読んでいてもよくわからない。適正に配置するためには、どうしたらいいのかっていうご意見が何か出てくるのかなと思ったんですけど、適正に配置しようみたいな回答がきたので。結局これは何をおっしゃりたいんですか。 谷川課長   先ほどもご報告させていただきましたように、議論の中ではいろいろ細かなことも出てきました。ガイドラインも出てきて、そのガイドラインに照らし合わせて、今幼稚園の状況を見ていきながら、統廃合の対象になるのかな
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らないのかということも、議論の中では出てまいりましたが、答申としては、大きくそこまで細かなことには触れておりません。ただ方向性としては、今のガイドラインに沿って、適正な規模であるか、適正に配置されているかということについては、今後きちんとこれを受けて、委員会の中で議論してくださいというようなことの答申になっております。そこまで細かくどこの幼稚園とどこの幼稚園とどこの幼稚園が、このガイドラインに適しているので、統廃合しましょうというところまでは、実際書かれてはいないと思います。 種谷委員   ガイドラインって、何でしょう。 谷川課長   統廃合のガイドラインです。統廃合の一定、目安となるガイドラインというのがありまして、そこに書かれてるんですけど、１学年２学級は、必要である、だから、１学級であれば、それは統廃合の対象になるというものです。でも、１学級２０人は最低必要であろう、それを切って１４、５人というのは、集団教育としてどうなんだろうということで、そこも統廃合の対象として一定議論すべきであるというものです。 種谷委員   ガイドラインは、今あるんですか。 谷川課長   まだ、ガイドラインは完成したものはありません。 種谷委員   そうすると今、幼稚園規則の中で１学年４歳児３０人以下、５歳児３５人以下っていうのがあるけれども、複数学級がつくれなくて、かつ、１学級２０人を超えられないところについては、統廃合の対象に考えていこうかという結論になったと、こういう理解したわけですか。 谷川課長   そういうことです。 種谷委員   わかりました。 小野委員長  それからこの、幼保小連携に関しては前から、小学校とも隣接しているため、公立幼稚園が先導的な役割をと担うこととしていましたね。それで、幼小は大事だと思うんですけども、本当にその公立幼稚園が、先導的役割を果たして、私立のほうにもきちんと伝授されてるんですか。私学に行ってる子どもたちにも、そういう連携が大事ですよね。だからそこはやっぱり、きちんとやってほしいんですよね。 谷川課長   はい。新規事業の中でも、以前説明させていただいたんですけども、今年度、教育委員会の中で保幼小中連携推進事業というものを再度、重点的に柱として取り組もうということで、前回もご説明させていただきました。その中で、私立がなかなか小学校と結びつきにくいという状況があります。まずは、昨年度は幼稚園と保育所の横のつながりをしっかりもっていきましょうということで、横の部分の強化に努めてきました。そこから今度は、私立も含めて、横の強化をしていきながら、今度は縦の強化につなげていきたいということで、今年度は保幼小中プロジェクト委員会の中には、私立の先生方にも入っていただく予定にしています。その中で、公立・私立の先生方、保育士さんも含めてですけど、一緒に連携内容の確立について、協議をしていきたいというふうに思っておりますし、保幼小中連携のモデル校園を中心に、そこから広げていきたいというふうなことも思っていますので、その辺が今
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年度の取り組みの中心になるかなというふうには思っております。 小野委員長  そのモデルというのは、ぜひ私学も入れていただいてね。 谷川課長   はい。 小野委員長  そういうことですね。 種谷委員   ちょっとまた戻るんですけど。さっき、複数学級つくれない、１学級２０名を超えないときは、統廃合の対象となるという、おおまかなガイドラインとおっしゃったんですけど、それは、今年度以降どこがそれを検討していくんですか。教育委員会ですか。 谷川課長   教育委員会の中で、あり方プロジェクトの中で一緒に検討していきます。 種谷委員   先ほどと同じあり方プロジェクトチームの中で検討していかれるんですね。 谷川課長   そうです。 種谷委員   はい、わかりました。 小野委員長  他に何かございませんか。  するとこの後、特別支援教育は私立ではなかなかそれができないというか、受け入れたがらないということなんでしょうね。 谷川課長   はい。私立ですと、配慮を要するお子さん一人受け入れると、それだけ人件費が、要員も必要になってきますので、なかなか私立幼稚園で、その配慮を要するお子さんをニーズに沿ってきちっと受け入れられてるかというと、なかなかそれは難しいですね。 小野委員長  そういう子を受け入れたら、少し補助金を出すみたいなことはできないのですか。 高田課長   私立幼稚園は、補助金関係は県で全て管理しております。 小野委員長  ああ、そうですか。 高田課長   一人預かりますと７８万円ぐらいの補助金はあるんですけれども、教員一人を採用する人件費には、全然たりませんので、実際のところは受け入れに至らないという、そういった状況になろうかと思います。 小野委員長  はい。他によろしいですか。  それでは、宝塚市幼稚園教育審議会の答申については、以上で終わりたいと思います。  ありがとうございました。  それでは引き続きまして、報告事項の二つ目ですけれども、「いじめ・体罰事案」に関してですね。 
 【 非公開での報告事項あり 】 
 小野委員長  はい。  それでは、この報告は以上で終わりたいと思います。  ありがとうございました。  これをもちまして予定の案件は終了しましたけど、何かございますか。 西本室長   以上でございます。 
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小野委員長  よろしいですか。  それでは、これをもちまして第７回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３１分 ───────────── 
 

 


