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平成２８年第１５回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 
 １ 開催日   平成２８年８月１０日（水） 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１０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、篠部 信一郎委員 及び森 恵実子委員 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     西澤 健司 社会教育部長     立花 誠 管理室長       西本 学 学校教育室長     田上 裕一 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 社会教育課長     水野 寧 職員課副課長     尾﨑 朱 青少年センター所長  柳田 覚 学事課係長      佐藤 隆政 社会教育課係長    鈴木 陽子 
 ８ 会議の書記 教育企画課課長    柳田 直記 教育企画課事務職員  小松 謙太 ９ 議題  ○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(平成２８年８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１９号 平成２９年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定について ○議案第２０号 工事請負契約（（仮称）市立中央公民館新築外工事）の締結について意見を申し出ることについて 
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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。オリンピックもこれで７日目かな。日本の活躍もあれですけれども、昨日の宝塚市出身の７人制のラグビーの徳永君、すごい活躍でニュージーランドの優勝候補を破ったね。イギリスに対しては負けたけど、接戦でしたね。でも、ああいうのを見たらやっぱりうれしいね。この後まだまだ飛び込みも２人いるから楽しみですね。  では、平成２８年第１５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、傍聴希望の方はおられますか。 西本室長   今のところ、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。本日の署名委員は篠部委員、よろしくお願いします。  本日の付議案件は専決処分をしたことの報告が１件、議決事項が２件で、進行について事務局のほうからよろしくお願いします。 西本室長   本日の付議案件は、専決処分したことの報告が１件、議決事項が２件です。  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（平成２８年８月１日付教育委員会所管職員の人事異動について）  議案第１９号 平成２９年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定について。  議案第２０号 工事請負契約（（仮称）市立中央公民館新築外工事）の締結について意見を申し出ることについて。  なお、専決処分をしたことの報告は個人に関する事項を含んでおりますので、非公開での報告とさせていただきます。  審議の順番といたしましては、初めに議案第１９号及び議案第２０号についてご審議をいただいた後に、最後に専決処分したことの報告についてご審議をいただきたいと思います。以上です。 須貝教育長  ありがとうございました。ただいま事務局からありましたように進めたいと思います。  それでは、初めに議案第１９号 平成２９年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定について、担当課よりお願いします。 高田課長   議案第１９号 平成２９年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定について、提案理由及びその内容をご説明申し上げます。  本件は、宝塚市立幼稚園規則第３条第１項の規定において、「園児の定員は、宝塚市教育委員会が別に定める」旨を規定しているため、平成２９年度各市立幼稚園の園児の定員を定めるものです。  まず、西谷幼稚園の３年保育（３歳児）についてですが、幼稚園規則第３条第２項の規定により、１学級２０人定員とします。  次に２年保育（４歳児）についてですが、幼稚園規則第３条第２項の規定により、１学級３０人とし、西谷幼稚園を１学級３０人定員とし、その他の１１園を２学級６０人定員とします。市立幼稚園１２園で合計２３学級６９０
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人定員といたします。  次に１年保育（５歳児）についてですが、各市立幼稚園の学級数は本年度の２年保育（４歳児）と同数ですが、規則により、５歳児の１学級の園児数は３５人以下と定められていることから、良元幼稚園、小浜幼稚園、西谷幼稚園、仁川幼稚園、中山五月台幼稚園の計５園はそれぞれ１学級３５人定員とし、その他の７園については、それぞれ２学級７０人定員とします。市立幼稚園１２園で合計１９学級６６５人定員といたします。  なお、２年保育（４歳児）につきましては、本年１０月３日から実施する平成２９年度の入園児募集の入園申込者数が、西谷幼稚園を除く１１園で３０人以下となった場合は、定員を減員することとし、１１月以降の教育委員会でお諮りする予定としております。  例年と比較いたしまして、３歳児と５歳児の定員の決め方というのは同じですが、２年保育（４歳児）のほうですけれども、例年は推計値から定員を定めておりましたが、今回は６０人、上限の定員を設定いたしまして、１０月３日からの３日間の一斉募集の後にもし３０人以下の入園申込者数の場合であったら６０人定員で置いておく必要がありませんので、３０人に定員数を削減しようとするものです。例年これを３月末までずっと放置しておりまして、そうすると教員の配置で非常に苦労するところがございましたので、早く学級数を確定することによって先生をしっかり確保していこうという目的がございます。このあと、定員にまたさらに減員の定員に余裕がある場合は、後にまた追加募集等も検討しておりますので、それは市の教育委員会でまたご報告させていただくことといたします。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。今の説明で何かご質問・ご意見ありましたら。どうでしょうか。よろしいですか。 委員     （なし） 須貝教育長  それでは、議案第１９号 平成２９年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定について、原案どおり可決といたします。  続きまして、議案第２０号 工事請負契約（（仮称）市立中央公民館新築外工事）の締結について意見を申し出ることについて、担当課お願いします。 水野課長   それでは、議案第２０号 工事請負契約（（仮称）市立中央公民館新築外工事）の締結について意見を申し出ることについて、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  本件は、（仮称）市立中央公民館新築外工事の工事請負契約を締結することについて、平成２８年９月市議会に議案を提案するに当たり、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、市長に意見を申し出るものでございます。  本件は、市内伊子志１丁目地内に設置しておりました市立中央公民館について、耐震性能が不十分で安全性を確保できない状態であったことから、市立末広駐車場及び市立勤労市民センターを除去した跡地、宝塚市末広町地内において、新中央公民館を新築するため工事請負契約を締結しようとするも
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のです。  主な工事の概要は、新築本館工事は鉄筋コンクリート造一部鉄骨造２階建、延べ床面積２，６０８．０２平方メートルです。また、市立勤労市民センター建物除去工事及び駐車場等整備工事を行います。当該工事の請負契約は１０億３，６８０万円で、神戸市中央区港島中町７丁目４番３号、株式会社明和工務店を請負業者として契約を締結しようとするものです。  なお、工期は２期に分離し、第１期工事完了後、先行して施設供用を開始するとともに第２期工事を着手し、市立勤労市民センターを解体の上、残る工事を実施します。第２期工事は、平成３１年１月３１日までに完了する予定です。  提案理由のほうは以上でございますけれども、本日、（仮称）宝塚市立中央公民館の整備概要についてという資料を配付させていただいております。この資料に基づいて少し施設整備の概要につきましてご説明をさせていただこうと思います。資料をごらんください。  まず、１番目の施設概要につきましては、議案書のほうに載せておりますので割愛させていただきまして、２番目の工事期間といたしましては、市議会の議決があった日から平成３１年１月３０日までと予定しております。第１期の工事部分につきましては平成２９年１０月３１日、第２期工事部分につきましては平成３０年１２月１４日に現場引き渡しという予定になっております。  次に、３番目の開館時期ですけれども、この工事期間を受けまして、第１期の中央公民館の開館は平成２９年１２月、第２期の開館については平成３１年２月を予定しております。  次に、建物の構造・デザインでございますけれども、こちらはちょうど場所的には皆さんの後ろの窓の向こうに見えているところになりますけれども、見ていただいたように六甲山系の山並み、甲山の眺望を確保するため、高さを２階建という低く抑えた形の構造にしております。また、議案の資料として１７ページの配置図についてですが、この配置図の下のほうの部分が道路側になりますけれども、メインのエントランスになりまして、その上の部分の末広公園側がサブエントランスという形に配置をされるんですけれども、このサブエントランスが末広公園からの入り口ということになりまして、このサブエントランスの側にもメインエントランスと同じような仕様の大庇を設けることによって、公園側からのほうに、こちらの図面の配置図のほうを見ていただくと公園側のほうから車をそこにつけて荷物の搬入等という形の構造になっておりますので、大庇をつけることによって車での来館者、公園業者にも配慮したデザインという形にしております。  次に、５番目の整備ポイントでございますけれども、新しい中央公民館につきましては、小さな子どもさん、高齢者、障害のある方に配慮した整備を充実させるという形で整備をします。このように末広公園の利用者も含めて気軽に訪れてもらえるような施設で、そういったスペースを設けるというこ
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とで計画をしております。幅広い年齢層の方の市民の方の交流が深まり、新たな出会いのスペースを創出する生涯学習の拠点として整備をしていきます。  主な整備のポイントにつきましては、まず１番として市民の学習スペースの充実を図るということで、こちらにつきましては先ほどの議案書の資料の次の１８、１９ページのところに１階部分、２階部分の平面図を載せておりますけれども、全体の旧の公民館に比べまして市民の方がご利用していただく学習室等のスペースにつきましては、総面積を約１．５倍に拡大して部屋数も２つふやすことで、学習活動のスペースの充実を図ってまいります。  ２番目といたしまして、誰でもご利用いただき、新たな出会いや交流が芽生える公民館を目指すというところで、１階部分のホワイエですね、ちょうどメインのエントランスホールを入っていただいたというようなところですけれども、こちらにはテーブル、椅子、ソファなどを常設しまして、自由に語らっていただいたり、読書、学習活動に利用していただけるようなスペースを確保し、公園のほうに遊びにこられた方にもちょっとした憩いの場としてもご利用をいただけるようなイメージで進めていこうと思っております。  また、今回、前の公民館のほうにはございませんでした多目的ホールを設置することで、こちらは講演会や活動の発表の場として利用するところですけれども、予約が特に入ってないときについてはホワイエと一体的にオープンスペースとして開放する形で使っていきたいというふうに考えております。  続きまして、次ページになりますけれども、３番目としまして特に子どもさんとその保護者の居場所づくり、あるいは中高生の学習スペースを充実させるということで、こちらは資料の１８ページ、右のこの楕円の部分が多目的ホールになりますけど、それの上の部分にプレイコーナーというふうに書かさせていただいておりますけれども、プレイコーナーにつきましてはカーペット敷にして小さなお子さんでも安心して交流ができるように、あるいは絵本、おもちゃなどを配備して保護者の方とともに利用できるような居場所のスペースとして活用していただきたいと考えております。  また、２階に幼児室を設けることで子育てグループの活動の支援を行っていきたいと思っています。また出前児童館あるいは子育てサロンというものをこの幼児室で実施することで、子育て支援あるいは子育ての新たなグループ活動への推進を図っていきたいと考えております。  さらに、１階部分になりますけれども、中高生には自習ができる自習室、これを整備するとともに、試験前などあるいは受験シーズンで利用の多い時期につきましては、臨機応変に多目的ホールのオープン的な活動も含めて中高生の学習の場づくりということも行っていきたいと思います。  続きまして、４番目として障害者や高齢者に配慮した整備ということで、基本的に学習室の各部屋につきましては障害者の方や高齢者が利用しやすい引き戸を採用しております。このほか受付、トイレ部分では音声案内装置あるいは緊急な危険な状況をお知らせするためのフラッシュライトを各部屋、トイレのほうにも整備を行います。さらに、聴覚障害者の補聴器を補助する
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放送設備として磁気ループを多目的ホールには増設し、各学習室におきましても可動式の同じ設備をご利用できる環境を整備いたします。  最後になりますけれども、５番目として文化・音楽活動の支援ということで、中央公民館の廊下部分あるいは多目的ホール、それから先ほど申し上げたプレイコーナー等につきまして、市民の作品等を展示できるような展示機能を設けております。そのことによって市民活動もいろいろな活動の機会の拡充、あるいは情報発信というものを図っていきたいと思っております。また、１階部分につきましては、２期工事の機会になりますけれども、防音に一定配慮した音楽室を設置することによって楽器の演技練習であるとか、そういった音楽活動にも使っていただけたらと思っております。  あと、もう１ページめくっていただきましたら、各部屋の施設の概要一覧をおつけしております。少し色濃く網掛けをしている部分につきましては、第２期の工事の部分になります。白い部分につきましては、第１期の工事の部分という形で色分けをしておりますので、またごらんになっていただきまして何かご質問がありましたらお受けしたいと思います。説明のほう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。説明は終わりました。何かご質問ありますでしょうか。 井上委員   ありがとうございました。すばらしい中央公民館だと思うんですが、ちょっとまだ早いかもわかりませんが、この利用金額ですが、旧の中央公民館と同額ぐらいでやられるんでしょうか。 水野課長   基本的に同じような料金体系で考えております。 井上委員   この落札価格と入札価格が何で違うんですかね。これは契約価格ですか。 立花部長   入札価格は税引きの金額を入札価格としておりまして、そのうち地方消費税を加算した額がこの契約の金額という形になります。 井上委員   わかりました。ありがとうございます。 川名委員   税金だけでもすごく高いんですね、やっぱり。  私も質問があります。この建物のデザインとか設計を含めて明和が提案したものなのでしょうか。それとも、このデザイン・設計は別のところをこちらで用意をして工事だけをするのか、そのあたりはどうなっているのか。それで、デザイン・設計をもし別会社だとしたら、そこにお願いをした理由というのは何なのか、それもコンペだったのか、ちょっとそのあたりを教えてください。 島廣室長   これはあくまで工事の経費だけでございまして、まず基本設計というのを行っております。基本設計の後に実施設計について大体同業者にお願いをするんですけれども、今回は議案書の１５ページに書いてます西宮にあります三弘建築事務所というところが実施設計を行います。その実施設計をもとに今回工事の入札を行いまして明和工務店というところが工事を行うということです。 川名委員   そうすると、それはわかったんですけど、三弘建築事務所というところ１
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社にデザインと設計をお願いしたということですか。 島廣室長   基本は、基本設計というところで大体のアウトラインが決まってまいります。その後、詳細な部分で電気の配管とかいうようなことは実施設計というところで設計書を一個一個内容をつめていくということになります。 立花部長   済みません、ちょっと正確に申し上げますと、今実施設計は三弘設計なんですけれども、まずは基本設計というのがありまして、それが市内の宮本設計というところでまずは大枠の方向性みたいなものを。 川名委員   要するに、こちらの希望がありますよね。こんなふうにして、例えば２階建じゃないとだめよとか、こういうものは絶対要るよとかを伝えてやってもらうというのはこの宝塚市の。 立花部長   市内の宮本設計事務所というところに、それも入札でそこになりました。 川名委員   それは入札、なるほど。 立花部長   金額としては大体１，４００万円ぐらいの金額です。それで、三弘のほうも入札で決まりました。金額としても大体１，６６０万円ぐらいということで。そういう形で基本設計、実施設計、それと今回の実際の工事という形になっております。以上です。 川名委員   わかりました。１０億円を超すような大きな建物なので、どこの市でもやっぱり印象的なものをつくりたいというふうに思って結構高名な日本の建築家に頼む場合も多いじゃないですか。思ってるほどそんなに有名だからって高いわけではなくということもあって、結構有名な方に頼まれる。この市役所の建物もすごくいいわけですよね。やっぱり、著名な建築家がつくられてね。 立花部長   村野藤吾先生。 川名委員   バルコニーをめぐらせたとても日本の公共建築物としてはすごくいいわけですから、何かそういう有名な方に入札に加わってもらうような手もあったのかなと思ったり。有名なだけではだめだなというのも思うんですけど、そういう何かちょっとあれこれあれこれあったのかなと。どこに頼むかについてやっぱり長く使っていくものだから、そういう内部でいろいろあったのかしらと思って、ちょっとその辺をお聞きしたいのですが。 立花部長   宝塚市としてもこれだけの大きい規模の建築物をつくるというのは、本当に久しぶりなんです。おっしゃるとおり意匠といいますか、そういう建築物としての価値としてもいいものを建てたいという気持ちは当然あったんですけれども、もとの中央公民館が耐震性がないということで、これはもう壊しますということで既に撤去はしております。中央公民館自体が撤去された状況の中でできるだけ早いスケジュールを組んで、新たな中央公民館を市民の方に供用していただきたいという、そういうまず第一義のコンセプトが、できるだけそういう利用できない期間を短くしたいという点にありまして、そういった考えにのっとって今回は基本設計については一般の競争入札でという形で実施しました。それで、実際に有名な建築家に入ってもらうというパターンですと、これは大体プロポーザルという形になる。プロポーザルとい
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うことになりますと、またそれだけでかなりの時間がかかるということにもなりますので、今回は第一義的にはそういう利用できない期間を短くしたいというところで、こういう取り組みということになりました。 川名委員   わかりました。もう一つ質問なんですが、公民館の建てかえに当たっては私たちもいろいろね、市民の方が要望というか請願を出されたり、そんなものも検討したりということが二、三年前にあったんですね。それで、やっぱりこれまで使ってこられた方とか、これから使いたい方からこうしてほしい、ああしてほしいとさまざまな要望が出たかと思うんですが、そういったものはどういう形で反映されているんですか。 島廣室長   利用されてる方の会がありまして、そういった方に中央公民館の閉館中にも集まっていただいて要望を聞くとかいうことも行ってます。今、一番お話で出てますのはやっぱり早く建ててほしいというのが一番多いです。ですから、使い勝手というのは、以前であれば公民館まつりとか、今、西公民館とか東公民館でやってますけれども、机とかを移動させたりするんですね。エレベーターで移動のときにやっぱり重たいから机なんかは軽くしてほしいとか、そういうご要望はありますけれども、一個一個の部屋でどうこうというのはそんなにはないです。最近の利用を見ますと、今回この平面図で見ていただくとレクルームというのが多いんですね。単に机で座って学習するというよりも、いろいろ体を動かすというようなダンス系などの団体さんが今非常に多くなっていますので、そういったお部屋を増やしてるということです。 川名委員   それはすごくいいですよね。介護予防も考えないといけませんしね。宝塚では若い子たちのダンスがすごい盛んでしょ。コンクールにも出ていい成績をおさめたりしてるから、そういう場所ができたらいいなって思いますけど。わかりました。ありがとうございました。 井上委員   旧中央公民館の部屋は余裕がなかったですよね。これは新しいのができると新規の登録はできるんでしょうかね、入っていけるんでしょうか。利用者は。 水野課長   登録につきましては制限を設けていませんので。 井上委員   いつから申し込み可能ですか。 水野課長   新中央公民館の利用の申し込みがいつからという分については、ちょっとまだこれから調整を図っていきたいと考えています。できるだけ早くには受付をしていきたいとは思っています。 井上委員   多数になった場合は抽選ですか。それとも早いもの勝ち。 水野課長   基本的には部屋の利用申込による抽選等につきましては、今までと同じような形で考えています。 島廣室長   昼からの申し込みの時間帯というのは、割と長時間でした。利用グループがどんどん増えてきますと、それではもう入りきれませんので、昼の時間帯を２つに割るということで、１日当たりの利用回数の頻度を上げていくということで、できるだけ皆さんには使っていただけるように公民館の利用の仕方に切りかえてるということですね。申し込みは重複するところが多々あり
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ますので、それは利用者団体の皆さんに集まっていただいて、自分たちで空いてる時間帯を調整してもらって、かぶってるところはできるだけ皆さんで譲り合うことで満遍なく使っていただいてますし、利用の少ないレクルームという厨房のあるようなお部屋とか、そういったところでも食事を食べるとか以外の活動で使ってもらって、部屋の利用率を上げているというような状況にあります。 井上委員   頻度が上がるということは、割高になりませんか。今まで６時間借りてていくらだったのを３時間で金額いくらかに設定して、６時間欲しいわけですからもう一回分払わないといけないということになってきたら、結局は高くなりませんか。 立花部長   金額設定としては、区分を２つに分けたところは料金も半分にしますので。損のないように。今、実際に東公民館と西公民館でも同じようにそういう枠組みでそういう運用をしておりまして、できるだけ多くの方に利用していただけるような形で運用しております。それと同じ運用をしたいと思っております。 井上委員   前の中央公民館であれは利用しやすかったですよね。駅から歩いて行けた。今度こっちに来ましたから、どんなもんですかね。推定は。皆さん利用されると思いますか。 立花部長   やはり、駅の間近でしたので、交通というか電車の利用でのというのは非常に使い勝手がよかったんですけど。やはり、こちらになりますと、比率としては車での利用が多くなるというふうに見込んでいます。その意味で駐車場を公園側に少し台数を増やしたり、今度建てることによって少し駐車場が減る部分を補完できる形で設けたいと。あと、将来的には、すぐ対応できるわけではないんですけれども、こちら側に市役所駐車場を大きいところで新しく設置するということが計画としてあります。それによれば結構台数が増えますので、そちらでもカバーできるのかなと。すぐには対応できませんけれども、そういうような見込みをとっております。 井上委員   わかりました。ありがとうございます。 須貝教育長  ほか、委員さんどうでしょうか。ご質問ありませんか。 篠部委員   多目的ホールは何名ぐらい着席で入るホールになってるんですか。 水野課長   一応２００名弱ぐらい。椅子だけ並べた場合には、それぐらい今のところ。 立花部長   正確には２１６名です。 島廣室長   舞台がそんなに高くありませんので、皆さん同じような感じで使っていただけるのかなと思います。 立花部長   そうですね、この特徴として、よくこういうホールというのが演劇とかいうことで非常に段差をつけるというのがあるんですけど、それはちょっと隔絶感といいますかオーディエンスと差がありますので、それをなくすということで非常に低めの段にして一応の区分を舞台として作っているという、そういう取り組みをしております。 須貝教育長  東公民館にフロア２つあるけど、あれは最高何名だったかな。今、２１６
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でしょ、このホール。 水野課長   東で今通常椅子を並べてるほうで１００少々です。 須貝教育長  もう一つの小さいほうは。 水野課長   セミナー室ですか、１００もいかないと思います。７０か８０ぐらいだったと思います。 須貝教育長  ホールがあるというのはいいよね。 川名委員   これはすごくいろいろ使えそうですよね。 島廣室長   以前でしたらホールといったら暗くするということで、窓がないという部屋なんですね。今回は武庫川のほうに面しているところについては窓を設けて、採光もとれるような形にしています。ただ、暗くしないといけないときは暗幕をしますけれども。 須貝教育長  ほかにご質問なければ、いいですか。 委員     （なし） 須貝教育長  では、議案第２０号 工事請負契約（（仮称）市立中央公民館新築外工事）の締結についての意見を申し出ることについて、原案どおり可決といたします。  次に、先ほどありましたように次の案件は非公開ということですので、非公開での審議とします。  では、報告第９号 専決処分にした事件の承認を求めることについて（平成２８年８月１日付教育委員会所管職員の人事異動について）、担当課からお願いします。 
 【 非公開案件の報告あり 】 
 須貝教育長  では、報告第９号 専決処分にした事件の承認を求めることについて（平成２８年８月１日付教育委員会所管職員の人事異動について）、原案どおり承認といたします。  本日の予定案件は以上ですが、ほかに何か報告ありませんか。 西本室長   以上です。ございません。 須貝教育長  それでは、本日の教育委員会の会議を閉会いたします。どうもありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時１０分 ───────────── 
 


