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平成２８年第２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１月２７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４８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 学校教育室長     西澤 健司 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 学事課係長      三浦 庸平 学事課事務職員    池田 絵里子 
 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１号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市学校給食の実施に関する条例の制定について意見を申し出ることについて）  ○報告第２号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市学校給食費調整基金条例の制定について意見を申し出ることについて）  ○議案第２号 平成２８年度教育委員会所管一般会計予算（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） 平成２７年（2015年）１２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  皆さん、こんにちは。先週、今週の月曜日あたりまで、本当に寒かったですね。本日はお忙しい中、集まっていただきましてありがとうございます。  ただいまから平成２８年第２回宝塚市教育委員会会議（定例会）を開催いたします。まずは、傍聴の方はどうですか。 西本室長   １名、希望されている方がいらっしゃいます。 須貝教育長  では入室してもらってください。 （傍聴者入室） 須貝教育長  それでは、本日の会議を始めます。  本日の署名委員は井上委員でございます。よろしくお願いします。  本日の付議案件は、議決事項が１件、議決事項以外の案件が１件です。進行について事務局からお願いします。 柳田課長   本日の付議案件は、議決事項が１件、議決事項以外の案件が１件です。  議案第２号 平成２８年度教育委員会所管一般会計予算（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 平成２７年（２０１５年）１２月における宝塚市立学校の「いじめ事案」についてです。また、これに加えまして、本日は追加案件として、専決処分したことの報告が２件ございます。報告第１号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市学校給食の実施に関する条例の制定について意見を申し出ることについて）、報告第２号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市学校給食費調整基金条例の制定について意見を申し出ることについて）、以上です。  なお、いじめ事案の報告につきましては、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。また、本日追加いたしました２件の報告案件につきましては、いずれも学校給食の公会計化に関する報告ですので、一括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、初めに本日追加の報告案件２件について一括してご報告した上で、当初予算に係る議案をご審議いただいた後に、最後に非公開でいじめ事案についてご報告させていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 須貝教育長  それでは、事務局からありましたように進めたいと思います。  まずは、報告第１号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市学校給食の実施に関する条例の制定について意見を申し出ることについて）、報告第２号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市学校給食費調整基金条例の制定について意見を申し出ることについて）、担当課より一括して説明をお願いします。 高田課長   それでは、報告第１号 専決処分した事件についてご説明申し上げます。本件は市立小学校、中学校及び特別支援学校において、学校給食法及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律に基づき、市が実施する学校給食に関し、必要な事項を定めるため、宝塚市学校給食の実施
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に関する条例の制定について、平成２８年３月市議会（定例会）へ提案しようとするものです。  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、条例案の作成の進捗状況及び都市経営会議の開催予定等との関係から、教育委員会の会議において議決をいただくための時間的余裕がないため、宝塚市教育委員会事務決裁規則第７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あります。  条例制定の背景についてですが、本市では、昭和３２年に学校給食を開始して以来、各学校が直接保護者から徴収した学校給食費を学校給食会へ支払い、同会において給食物資の購入を行う「私会計方式」をとっていましたが、給食費が市の決算上明らかにされないこの方式では、債権債務関係が不明確であるなどの課題があります。こうした点を踏まえ、平成２８年度からは、市が保護者から直接学校給食費を徴収し、市が物資購入を行う「公会計方式」を導入しようとするものです。つきましては、市の学校給食実施責任を明確にするとともに、学校給食費の保護者負担を明文化するため、宝塚市学校給食の実施に関する条例を新たに制定しようとするものです。  続きまして、報告第２号 専決処分した事件についてご説明申し上げます。本件は市が実施する学校給食において、物価変動の影響等を調整し、安定的に給食用物資を確保するため、宝塚市学校給食費調整基金条例の制定について平成２８年３月市議会（定例会）へ提案しようとするものです。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、条例案の作成の進捗状況及び都市経営会議の開催予定等との関係から、教育委員会の会議において議決をいただくための時間的余裕がないため、宝塚市教育委員会事務決裁規則第７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。  平成２８年度から、学校給食費が公会計化されることにより、保護者から徴収する学校給食費は歳入歳出予算に計上することになります。そのうち、食材費については、歳出予算の食糧費として計上し、給食用物資の購入に充てます。この歳出予算の執行については、保護者から徴収する学校給食費と同額となるよう献立を作成しているところですが、給食物資の物価変動により、歳出予算の執行残や不足が生じる場合が想定されます。このように、歳出予算に執行残が生じた場合は、保護者等へ返金せず、次年度以降の物価変動に係る調整資金として当該基金に積み増しし、不足した場合は、当該基金を取り崩して食糧費に充てることとしており、学校給食用物資は、原則として保護者から徴収した学校給食費で賄うことを予定しています。つきましては、物価変動等による資金への影響を調整し、学校給食用物資の安定的な確保を目的とした基金として取り扱うため、宝塚市学校給食費調整基金条例を新たに制定しようとするものです。  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いたします。 
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須貝教育長  説明は終わりました。どうでしょうか。 井上委員   給食費の日額の関係ですけども、２３０円、２７０円というはっきりした数字が出ているんですけど、何を基準として２３０円、２７０円となっているんですか。 高田課長   この金額なんですけれども、１食当たりの、子どもたちが食べる給食の費用なるんですが、この価格は今現在の物価等を見ながら、金額を決定しております。この内訳ですが、主食代は、パン、ご飯によって多少金額は違うんですが、大体５０円ぐらいです。それに牛乳代、これも４６円から５０円ぐらいの金額で毎年契約をしています。それ以外の金額がおかず代として、実際に学校の調理室でつくるおかずになります。小学校と中学校の金額が違うのは、必要なカロリー数、これは食べる量に影響してくるんですけども、そういったものが小学生と中学生では違うことから、金額が２３０円と２７０円という差が生じているということでございます。特別支援学校につきましては、小学校の給食費に準じて徴収させていただいているところでございます。  以上でございます。 井上委員   消費税が１０％とかになってくると、当然、この金額は変わってきますよね。その辺はどうなんですか。 高田課長   消費税は既に、過去にも３％あるいは５％、直近であれば８％に改定されているところですが、全ての消費税改定に合わせて即座に変えた場合と、１年後、あるいは２年後に変えた場合と、その時々によって対応は異なります。今後、８％が１０％になった場合には、給食費も改定したいというふうに考えております。ただし、消費税率の改定の際に、食材費、原材料費については１０％の対象外になった場合には、そのことの理由でもって給食費の改定ができませんので、その辺の動向も見極めながら、給食費の改定については検討を進めていきたいと思います。 井上委員   給食調整基金ですけども、給食会を清算したらどれぐらいの差額が出てくるんでしょうかね。もう整理は出来ているんでしょうか。 高田課長   これはまず、最初に積み増し、積み立てする金銭というのが、今、学校給食会が持っている残余財産としての繰越金、これは現在約１，０００万円あります。今年度末では少し繰越金の額がふえる見込みでして、１，２００万円から１，３００万円ぐらいになる見込みとしております。ただし、学校のほうが有する給食費の滞納額というのが、直近で調査したもので約１，０００万円あります。これは過去からの累積額も含めてです。単年度ではなく、過去の分も含めての滞納額になるんですが、約１，０００万円ございまして、その分を学校のほうで相殺してもらって、最終的には調整していきますので、この繰越金額というのは今のところの見込みでありますけれども、２００万円から多くて３００万円ぐらいだというふうに見込んでおります。 須貝教育長  ほか、どうですか。 種谷委員   今まで、ご説明もいただいておりますので、特に大丈夫です。 
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須貝教育長  では、意見がないということで、報告第１号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市学校給食の実施に関する条例の制定について意見を申し出ることについて）、報告第２号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市学校給食費調整基金条例の制定について意見を申し出ることについて）は、それぞれ原案どおり承認いたします。  次に、議案第２号 平成２８年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提出について意見を申し出ることについて、担当課からよろしいでしょうか。 柳田課長   議案第２号 平成２８年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提出について意見を申し出ることについて、内容のご説明を申し上げます。  本件は、平成２８年度一般会計予算のうち、教育委員会関係予算に関しまして、平成２８年３月定例市議会に議案を提出するに当たり、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ございます。平成２８年度教育委員会所管一般会計予算（案）につきましては、歳入額は２３億６，５９８万７，０００円、歳出額は５１億９，５７８万１，０００円といたします。  また、継続費（案）として、中央公民館整備事業を設定するとともに、債務負担行為（案）として、私立高等学校入学支度金融資あっせんに係る損失補償、教育用システム機器更新事業及び花屋敷グラウンド指定管理料の債務負担行為を設定いたします。以下、予算関係資料に沿って説明させていただきます。  まず、ページを開いていただきまして、見開き、左側のページをご覧ください。平成２８年度一般会計歳出予算における、款１０教育費の予算額につきましては、８３億７，４０４万２，０００円で、前年度に比べて４億７，０４０万円、６％の増加をしております。主な増減といたしましては、学校施設耐震化事業が完了したことによりまして、約８億９，０００万円減少しております。その一方で長尾中学校の屋内運動場の改築事業、用地買収費なんですけれども、４億３，０００万円ほどの増、学校施設整備事業で約１億６，０００万円、それと学校給食事業で１億円それぞれの増となっております。増減を踏まえて４億７，０４０万円の増というふうになっております。  なお、このたび議案として、意見を申し出る教育委員会所管の予算につきましては、下の表にありますように、款１０教育費の総額８３億７，４０４万２，０００円から、子ども未来部で所管いたします、私立幼稚園就園奨励費補助金、私立幼稚園助成事業補助金と、あと人事課で所管しております人件費等を除きまして、教育費以外、主に総務費になりますが、そちらのほうで計上しております７，０５９万１，０００円を加えた、総額５１億９，５７８万１，０００円となります。  続きまして、右側のページをご覧ください。こちらにつきましては、款１０教育費予算額の経年の推移を示したものでございます。先ほどご説明しましたとおり、平成２８年度の教育費予算は前年度に比べて、４億７，０００万円程度増加しておりますが、一般会計総額は４９億円増加していることも
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ありまして、一般会計に占める教育費予算の割合は１０．７％になっておりまして、前年度より０．１ポイントの減となってございます。グラフのほうをごらんいただきますと、これまでの投資的経費は、一番下の三角でポイントを打っている折れ線グラフがございますが、こちらの増減と、一番上の教育費予算の総額ですね、この増減がほぼ連動するような動きをしていたんですが、平成２８年度につきましては、学校施設の耐震化事業が完了したこともありまして、投資的経費が減少しております。ただ、先ほど説明があった、給食費公会計化の関係で、給食費関係の予算が増額しておりますので、トータルでは増加しておりますが、投資的経費との連動がないというようなことが今回の特徴であると思います。  続きまして、各事業について順次、主なものについてご説明していきたいと思います。ページ数１からご覧ください。この一覧につきましては、各課の所属順に市の予算説明書に計上している事業をそれぞれまとめたものでございます。新規の事業につきましては二重丸、拡充したものについては一重丸というふうに記しておりますけれども、これにつきましては予算書のほうの説明に準じたものとしております。これに新規、拡充を含めまして、実施計画、市のほうで採択されたものなどを中心にご説明していきたいと思います。  まず、教育企画課からになりますが、番号で言いますと２番の特別支援学校施設管理事業、こちらのほうではスクールバスの購入費、１，１２０万円を計上しておりまして、本年度、平成２７年度に引き続きまして、老朽化したスクールバスの更新を１台行います。３番の中学校運営事業におきまして、本年度、中学校の教科書採択をしたと思うんですが、その教師用の教科書及び指導書について３，２３０万円をこの中で計上して、またデジタル教科書の購入なども、ここで進めていきたいというふうに考えております。  ２ページ目をごらんください。番号で言いますと、１１番になります。施設課の、長尾中学校の屋内運動場改築事業、こちらのほうで用地買収費、３億７，４００万円を今回、計上しているところでございます。  ４ページをお願いいたします。２５番の学事課なんですが、給食事業、こちらにつきましては、米飯自校炊飯の実施に係る経費として９１４万４，０００円、それと今回の学校給食費の公会計化に係る費用として８億２，５７１万４，０００円をそれぞれ計上しているところでございます。  また、３０番、こちらにつきましては、学校教育課の事業になりますが、学校図書館教育推進事業で、学校図書館司書の配置日数を拡充するということで、前年度に比べて２９４万円、実施計画で増額しております。  次は、５ページをお願いいたします。３３番、学校園安全推進事業でございます。こちらにつきましては、来年度、すみれ子ども安全マップを更新するということで、印刷費を５７４万６，０００円、計上しております。  ６ページ、４６番の部活動推進事業におきまして、対外課外活動等補助金を５０万円、前年度と比べて増額しておりまして、また中学校総合体育大会
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夏季大会において、看護師配置を予定しておりまして、それが１５万円、これを新たに計上しているところでございます。  続きまして、８ページの５８番、教育研究課のところですが、学力向上推進事業において、宝塚寺子屋事業と自己表現力向上ワークショップを拡充するということで、１０５万円増額して計上しているところでございます。また、６１番のスクールネット活用事業におきましては、教育用コンピュータのセキュリティ対策として、１，１０４万８，０００円、また校務支援システムのカスタマイズ費用として５８８万６，０００円を新たに計上しているところでございます。  ９ページをお願いいたします。６７番、青少年センターなんですが、人件費ということで、スクールソーシャルワーカーを１名分増ということで、２１７万８，０００円増額しています。これにより、配置人数は現在の５人から６人となる予定となっています。また、人件費につきましては、先ほど冒頭でご説明したとおり、原則として人事課が所管するということになっておるんですけれども、このたび実施計画において担当課のほうから要求をしましたところ、１名分採択されたということで、初年度のみ予算要求は教育委員会所管の予算ということになりますので、今回の要求内容のところに含めています。次年度以降は原則どおり人事課所管の人件費として扱わせていただきます。  １０ページをお願いいたします。７３番、教育支援課の子ども支援事業が、別室登校指導員の配置日数を拡充するということで９１万２，０００円の増額をして計上しております。  １１ページをお願いいたします。８０番の社会教育課の中央公民館整備事業です。こちらのほうでは、中央公民館建設工事費として１億９，２７５万円を計上しています。なお、当該事業費は同時に継続費としておりまして、平成３１年度までの４年間で、総額１２億８，５００万円を見込んでいるところでございます。  ８１番の宝塚自然の家管理事業では、休所期間の管理にかかる費用ということで６００万円を計上しております。続きまして、８２番では、宝塚自然の家利活用推進事業ということで、施設のリニューアルの基本構想策定などの費用として４８０万円を新たに計上しております。  ８５番、中央図書館の事業ですが、市史編集事業ということで、西谷村役場の文書整理にかかる費用として２００万円、新たに計上しております。  最後に、１２ページの９２番、スポーツ振興課のスポーツ施設管理運営事業が、スポーツ施設指定管理料、１００万円増額いたしまして、プロスポーツ選手による事業を実施する予定としております。  事業についての説明は以上ですが、平成２８年度から宝塚市教育振興基本計画後期計画のほうで掲げている５つの重点施策の中で今回の新規、拡充ということで当たるものをご紹介いたしますと、重点施策２として体育スポーツ活動の推進関連ということがございますが、それで言いますと、４６番で
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ご説明しました、部活動推進事業での対外課外活動等補助金５０万円、あと、中学校の体育大会にも対外課外活動等補助金で１５万円増額しております。  それと重点施策３の読書活動の推進との関連で言いますと、３０番の学校図書館教育推進事業における、学校図書館司書の配置の拡充２９４万円ということが、今回の予算に関する新規・拡充の主な重点施策ところでございます。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。何かご質問はありますか。 井上委員   教育委員会所管一般会計予算の中で、新規と拡充は入っているんですけど、増減が入っていないんで、ぜひ増減を入れてもらったほうが、昨年度との違いが出ていいと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 柳田課長   各事業ごとにということですか。 井上委員   そうです。検討してみてください。 柳田課長   また、次回に反映させていただきます。 井上委員   そして、今、重点施策を言っていただいたんですけども、その重点施策も、できたら、こういうことで増えましたという経緯を入れてほしいですね。この予算は重点施策のために増やしましたというような形で、どこかに入りませんか。項目、つけにくいですか。 柳田課長   しるしをつけることは可能かと思いますので、それも含めて次回、検討させていただきます。 須貝教育長  新規、拡充、そこでの何が増えたか、どんな事業かという、そういう意味ですか。それとも重点施策についてだけですか。 柳田課長   今、おっしゃったのは重点施策というふうに聞いたのですが。 種谷委員   多分、せっかく後期計画の見直しをしたので、そこがどのようにお金として反映されたのかが、関連施策のところはマークとかをつけていただいたら、多分わかりやすいんじゃないかという趣旨ですよね。 川名委員   ご説明、よくわかったんですが、前もってこれを送っていただいて読んで、毎回思うんですけど、予算は窮屈だし、その中でも６％増えたことを良しとしないといけないのかと思うのですが、さんざん時間をかけて後期の重点施策を決めたわけですよね。そういうのがほとんどこの予算に反映されていないわけです。反映されていないとしか思えない。今、額のご説明があったけど、２つ、スポーツと図書館とありましたが、額としても少ないですし、もう少しメリハリをつけたいですよね。国もそうなんです。国も本当に予算にメリハリをつけるというのは難しいんですけど、せっかくこれからこういうことに力を入れましょうねと、こういうふうに話し合ってきて、５項目がある中のたった２つしか反映されず、しかも額もすごい少なくて、しるしをつけるのもちょっと恥ずかしいみたいな感じなわけです、この予算。もうちょっとここを緩急をつけるというか、メリハリをつけるというのは難しいものなんですかね。決まったようなものがいろいろあるので、難しいのかなとは思いますが、これではせっかく宝塚の教育で、これからはこういうことに力を入れていく、だから予算もこういうふうにしますよというふうに、なかな
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か市民に説明しづらいですよね。そういうのをもっと思い切ってつけるとかは難しいんですか。 須貝教育長  どうですか。予算化した時点の思いであるとか、そういったことがあれば。 柳田課長   教育費予算ということで、当然、従前からの継続してやる事業というのは必要ですので、予算総額というのはかなり大きなものになります。それと、額で言いますと、投資的経費、施設管理ですとか、修繕とかというのはどうしても大きくなってくるところがございますので、その中で重点施策について、それだけのボリュームのお金をかける事業があるのかどうかというときに、金額の大小の比較をした場合には、なかなか見えづらい部分がございます。重点施策に関しては金額の増減の以外に、具体的な取り組み、こんなことをしていますということが当然ありますので、予算とは別に、平成２８年度の重点取り組みというような形で別途まとめていきたいというふうには考えているところでございます。 川名委員   市民の皆さんにも一応パブリック・コメントもいただいて、こういったことに力を入れていきますということを公にしているわけですよね。公開しているわけだから、やっぱり施策というのは予算の裏づけがあって初めて進んでいくわけですから、それがどういうふうにお金に反映されたのかというのは、多分市民の皆さんも関心があるところだと思うので、その辺をきちんと説明するような形にしていただいたほうが良いのではないでしょうか。私たちはこうやって網羅的なものを見て、ああ、こういうのは必ず要るわねと思いながら見るわけですけど、でも全体としてこういうことに力を入れていきますよみたいなことが、もうちょっとわかるようになっていたら、お金もそっちについてたらいいのになというふうに思うわけなんですよね。うまく説明していただかないと、あの５カ年計画は単に看板かというようなことになりかねないので、やっぱりそこにお金をつけていくということは、皆さんも要求のときにそこをしっかりとってもらうということをまずしてもらわないといけないし、そこに力を入れていくんだというのは、やっぱり予算の裏づけがあってこそなんで、そういうのをもうちょっと進めてもらいたかったなというのが、予習しながら思ったことなんですよ。 須貝教育長  他にはどうですか。 種谷委員   全然話が変わるんですが、９０番は説明によると市立小学校のプールを校区内の児童に開放するという説明があるので、夏休みのプール開放事業の話はここに予算化として金額が計上されているのではないかと思うんですが、これは今、アンケートを実施している結果待ちのところでもありますし、これは昨年度とかと比較して増えたのかどうかというところをちょっとお聞かせいただければ。 大西部長   これは来年度予算で、今、委員がおっしゃっているのは、例のプロポーザル方式をするということですね。来年度、４月以降のプール開放事業の監視業務というのは、今年度予算として予算を確保しています。債務負担という形で設定して、実際にお金を払うのは来年ですけども、債務負担という形で
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財布を確保して、今年度中に業者さん、プロポーザルを受けて決めようとしています。金額的には昨年度よりも１００万円増額した債務負担を設定しています。ですから、１００万円積み、新たな提案もしていただくプロポーザルを今年度中に進めます。 種谷委員   わかりました。 島廣室長  金額的には、この２，７４０万円８，０００円のうち監視員の分が１，０００万円。あと、補助員の委託料とかもろもろがあります。 井上委員   計上されておるんですね。 島廣室長   計上されています。 種谷委員   プロポーザルで今年、平成２８年度を実施する方向で今、進めてくださっていると。 大西部長   プロポーザルで、行政として事業についての意思表示をしようと思うと、必ず財源の確保が要ります。ただ、それは今年の予算というよりは来年度に払う予算として議会で１２月に承認していただいていますので、そういう形できちっと決めておいた上で、今年度のうちにプロポーザルの呼びかけをしているということです。今年度から、来年度早々にかけて業者さんを決めて、実施は来年の夏。終われば支払いをする。その最高額を一応１，０００万円で用意をしていて、その中でいろいろ創意工夫して提案してくださいというような内容なんです。 種谷委員   そうすると、いずれにしても、もう既にプロポーザル方式でやってくださっているんですね、準備として。 大西部長   はい。 種谷委員   そうなんですね。 大西部長   上限として１，０００万円まで、監視員の委託料は持ってます。 種谷委員   はい、わかりました。それはよかった。 井上委員   すみません、私もちょっと細かいところなんですが、１ページの４と５なんですけども、警備員の関係なんですけども、この警備員と中学校の管理員との違いはどんなものなのでしょうか。４番、警備員ですよね、小学校は。５番は中学校は管理員になっているんですが、金額的にはほぼ変わらないんですよ。１２３万円弱ぐらいで計上しているんですけど。 柳田課長   中学校の施設開放事業ということで、これは以前から行っておりまして、中学校施設を開放する事業として行っております。なので、受付業務等を行う、あわせて管理もするんですけど、そういった意味合いで管理員による管理というふうにしております。小学校と特別支援学校の警備事業につきましては、施設開放事業ということではなくて、夜間警備についての業務委託ということで、それで警備員というふうに呼び方を変えているというような形になっております。 井上委員   そうしたら、中学校の昼間も入るわけなんですかね。 柳田課長   時間は同じですね。夕方からやっています。夕方からしか開放できませんので。 
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種谷委員   事業の名称が違うだけじゃないですか、多分。 柳田課長   そうです。実際には、平たく言うと同じような業務になるんですが、もともとの事業の位置づけが違うということです。 井上委員   特別支援は何でこんなに安いんですか。 柳田課長   特別支援学校のほうにつきましては、近隣の安倉小学校と合わせてするということで、それだけで単体で契約するのではなく、合わせてするということで金額が安くなっています。 井上委員   そうですね。よそは大体１２０万円ぐらいですからね。 須貝教育長  ほか、どうですか。いろいろとご意見が出ているんですけども、よろしいですか。  今、意見がいろいろ出ている中で、まずは重点施策を生かして、事業に反映した、また予算に反映した部分がわかりやすいようにということで、ここに印を入れてほしいということと、それから、重点施策の中で同じような金額が出ていても、充実していく方向でのお金の使い方やから、そういった説明をしてもらったらということですね。 井上委員   この案の出る前、たたき台の時点では、私たちは見れないわけですよね。そうでないと、今、重点施策ということが出ていましたので、その辺の意見を言おうかなと思ったら、この前でないとちょっと無理ですよね。変更はできないでしょう、もう案が出てくると。 柳田課長   そうです。予算編成の事務の流れというものがございまして、まず、新規、拡充につきましては以前にも協議会のほうでは協議させてもらいましたけども、実施計画ということで、こんなことを提案するということで、政策推進課のほうを通じて決めていくというのが、まず秋ごろに打ち合わせがあります。その後、通常の予算編成ということで各事業の予算編成、要求をしていく格好になりまして、その査定が出てくるのが、年が明けた１月の上旬になってきますので、それまでずっと財政当局と、予算折衝をしながら決まっていきますので、当初、要求の段階で意見をいただくということであれば、実施計画の段階までにご意見をいただくというのがタイミングになります。その段階で具体的なものがどこまで見えるかといったら、なかなか難しいところではあるんですが、この段階で予算要求するというのはなかなか厳しいところではあります。 種谷委員   たしか、一昨年の秋はこういう感じで予算要求したいというようなお話がありましたよね。 柳田課長   今年で言いますと、１１月１２日の協議会において、実施計画の要求ということで、こういった事業の一覧でということで要求内容を説明しています。ちょっと細かいですが、こういった事業の内容についての説明をさせていただきました。 種谷委員   あったんですね。こちらがよくわからなかったんですね。 川名委員   ですから、そのときの重点施策について整理していく中で、今回、査定を受けたものが２つだったと、結果的にはそうだったというふうなことがあっ
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たわけです。 井上委員   だから、この重点施策にこれだけ使っていますよという記載がないとわからないですよ、これ。全部に入っちゃっている部分があるじゃないですか。だから、重点施策、こういうのが決まりましたと。この関連についてはこれだけの予算を入れましたとか、そういうような形にしてもらわないと、ちょっとわかりにくいんと違うかなと思うけど。そうじゃないと、重点施策をつくった意味がなくなってくるのではないですか。 柳田課長   今回の件につきましては、一般会計の予算要求と、所管する予算要求ということですので、こういったスタイルで要求しましたが、教育費の予算、市民への公表につきましては、重点施策と絡めた形で整理できるような形を考えていきたいというふうには考えています。 井上委員   よろしくお願いします。 須貝教育長  いろいろ出ましたけども、よろしいですか。  委員    （なし） 須貝教育長  では、議案第２号 平成２８年度教育委員会所管一般会計予算（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たします。  続きまして、先ほど事務局からありました、次の報告については非公開ということにいたします。 （傍聴人退室） 須貝教育長  では、報告事項 平成２７年（２０１５年）１２月における宝塚市立学校の「いじめ事案」について、担当課、お願いします。 
 【 非公開での報告事項あり 】 
 須貝教育長  いろいろ出ましたけども、また委員の皆さん、機会があれば学校のほうをのぞいていただいて、ヒントになるものがあれば教えていただけたらと思います。  では、本日の予定案件は以上です。ほか、何かございますか。 柳田課長   ございません。 須貝教育長  では、本日の教育委員会、これをもって閉会といたします。  どうもありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時４８分 ───────────── 
 


