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平成２８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２８年４月１４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０７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     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 

職員課長       田邊 哲朗 学事課長       髙田 輝夫 学校給食課長     中村 英一 学校教育課長     井上 秀清 幼児教育担当兼幼児教育センター設置担当課長 谷川 妙子 教育研究課長     井上 淑子 学事課係長      佐藤 隆政 
 ８ 会議の書記 教育企画課課長    柳田 直記 教育企画課係長    西岡 秀康 教育企画課事務職員  小松 謙太 ９ 議題  ○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（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（宝塚市教育委員会公印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及び学校その他の教育機関の職員の人事評価規則の一部を改正する規則の制定について）  ○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（宝塚市教育環境審議会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（宝塚市学校給食の実施に関する規則の制定について） 
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10 その他 ○報告事項 「宝塚市立幼稚園の適正規模及び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 宝塚市立学校の「体罰事案」について【 非公開案件 】 ○報告事項 教職員の非違行為について【 非公開案件 】 



平成 28年第 7回会議録 

3 

 会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３１分 ───────────── 須貝教育長  皆さん、こんにちは。平成２８年第７回ということで、教育委員会を始めたいと思います。  まず、教育委員さんにおかれましては先日の小学校・中学校・幼稚園の入学式、入園式等に参列していただきまして、本当にありがとうございました。  では平成２８年第７回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催いたします。傍聴はいかがでしょうか。 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。  今日の署名委員は川名委員、よろしくお願いします。  本日の付議案件は、報告６件、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よろしくお願いします。 西本室長   本日の付議案件は、報告６件、議決事項以外の案件が３件です。  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（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（宝塚市教育委員会公印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及び学校その他の教育機関の職員の人事評価規則の一部を改正する規則の制定について）、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（宝塚市教育環境審議会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（宝塚市学校給食の実施に関する規則の制定について）、報告事項 宝塚市立幼稚園の適正規模及び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 宝塚市立学校の体罰事案について、報告事項 教職員の非違行為について、以上でございます。  なお、体罰事案及び非違行為に関する報告につい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。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 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。  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（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）、担当課より説明のほうをお願いします。 柳田課長   報告第３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、事務局内に新たに学校給食課を設置したことに合わせ、同課の分掌事務を定めるとともに、教育委員会学事課において、その庶務を行っていました宝塚市通学区域審議会を宝塚市教育環境審議会に改めたことに合わせて、規則中の文言を改めるものです。規則の改正は、本来であれば教育委員会の会議にお
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いてご審議いただくべきものですが、執行機関の附属機関設置に関する条例等の一部を改正する条例が本年３月２８日に可決・成立し、宝塚市通学区域審議会が宝塚市教育環境審議会に改正されたところ、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。規則の主な内容としましては、学校給食課の所掌事務として、学校給食の実施に関する事務や学校給食費の徴収に関する事務を規定し、先に申し上げた審議会の名称を変更するとともに、他の例規との調整を図るため、所要の文言の整理を行うものです。  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。 須貝教育長  ありがとうございました。では何かご質問等ありますでしょうか。  委員    （なし） 須貝教育長  特にないですか。いいですか。それでは報告の第３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）は、原案どおり承認するということでよろしいでしょうか。  委員    （はい） 須貝教育長  では続きまして、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）、担当課よりよろしくお願いします。 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、本年４月１日付組織改正により、総務部行政管理室人事課が同部人事室人材育成課及び人事室給与労務課に分割されたことを受け、教育委員会訓令に影響が出たため改正を行うものです。教育委員会訓令の改正は、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、市長事務部局各課の事務分掌について規定する宝塚市事務分掌規則が本年３月３１日付けで改正されたため、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。改正の内容としましては、教育委員会事務局が執行する事務のうち、人事に関する事務の一部について、従前は人事課への合議または引き継ぎを行うこととされていましたが、同課が分割されたことに合わせて、執行する事務の内容に応じて、合議または引き継ぎを行う課の規定を改めるものです。  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。 須貝教育長  ありがとうございました。これについて、ご質問何かありましたら。ご意見でも結構です。特にないですか。  委員    （なし） 須貝教育長  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（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）については、原案どおり承認いたします。 
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 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（宝塚市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について）、担当課より説明のほうお願いします。 柳田課長   報告第５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、教育委員会学事課においてその庶務を行っていた宝塚市通学区域審議会を宝塚市教育環境審議会に改めたことに合わせて、学事課が管理していた公印の整理を行うものです。規則の改正は、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、執行機関の附属機関設置に関する条例等の一部を改正する条例が本年３月２８日に可決・成立し、宝塚市通学区域審議会が宝塚市教育環境審議会に改正されたところ、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。規則の主な内容としましては、学事課が管理していた宝塚市通学区域審議会長之印を削除するものです。なお市長及び教育委員会に属する他の附属機関の取り扱いに合わせて、新たに設置する附属機関に係る公印については規則に規定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。 須貝教育長  ありがとうございました。今の件について、何かご意見・ご質問ありましたら。  川名委員  質問はないんですが、やっぱり公印ともなれば逐一こういう手続をとるのかと思って。普通はなんか事務の申し送りだけで済まされるようなことですけれど、やっぱり公印というのは重いんだなと思いました。 須貝教育長  作ったからには、その処理も適正にしなければいけないということでね。他にご意見などありますか。いいですか。  ないようでしたら、ただいまありました報告第５号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について）は、原案どおり承認いたします。  続きまして、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及び学校その他の教育機関の職員の人事評価規則の一部を改正する規則の制定について）、担当課より説明のほうお願いします。 田邊課長   報告第６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日付け組織改正に伴う市長事務部局所管の規則改正により、教育委員会所管の規則に影響が出たため改正を行うものです。規則の改正は、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、本規則において引用している市長事務部局の宝塚市職員人事評価規則が本年３月３１日付けで改正されたため、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ございます。規則の内容としましては、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が平成２８年４月１日に施行されたこ
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とを受け、本規則第１条中の地方公務員法第４０条第１項の規定が第２３条の２第１項の規定に改めるとともに、本年度の本市の組織改正に伴い、宝塚市職員人事評価規則が改正されたことに合わせ、本規則第２条中の人事課長を人材育成課長に改めるものでございます。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いたします。 須貝教育長  ありがとうございました。この件について、ご質問・ご意見等はよろしいですか。  委員    （なし） 須貝教育長  では、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及び学校その他の教育機関の職員の人事評価規則の一部を改正する規則の制定について）、原案どおり承認といたします。  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（宝塚市教育環境審議会規則の制定について）担当課からお願いします。 髙田課長   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、教育委員会が所管する宝塚市通学区域審議会を宝塚市教育環境審議会に改めたことに合わせて、従前の宝塚市通学区域審議会規則を宝塚市教育環境審議会規則に改めるものです。規則の改正は、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、執行機関の附属機関設置に関する条例等の一部を改正する条例が平成２８年３月市議会（定例会）において本年３月２８日に可決・成立し、宝塚市通学区域審議会が宝塚市教育環境審議会に改正されたところ、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。規則の主な内容としましては、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。また、特定の地域や学校に関連する事項を調査審議する必要があることから、こうした特別事項の調査審議する臨時委員について規定します。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。  以上でございます。 須貝教育長  ありがとうございました。今の件につきましてご質問・ご意見ございましたら。 川名委員   ないです。この前議論したのでそれで。 須貝教育長  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（宝塚市教育環境審議会規則の制定について）、原案どおり承認いたします。  では、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（宝塚市学校給食の実施に関する規則の制定について）担当課からお願いします。 中村課長   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２８年４月からの学校給食費公会計化のため、学校給食の実施に関して条例から委任を受けた事項を規則で定めるものです。規則の改正は、本来であれ
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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、宝塚市学校給食の実施に関する条例が平成２８年３月市議会（定例会）において本年３月２８日に可決・成立したところ、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。規則の内容としましては、学校給食の基準実施回数を定めるほか、学校給食実施に関する細則を教育長が定めることとするものです。なお、この規則に定めるもののほか、給食費の納付期限や遅延損害金など、財務に関する規定は宝塚市規則で別に定めており、同じく本年４月１日から施行しています。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いたします。 須貝教育長  ありがとうございました。この件について、ご質問・ご意見ありましたら。  委員    （なし） 須貝教育長  よろしいですか。それでは報告の第８号専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市学校給食の実施に関する規則の制定について）、原案どおり承認といたします。  次に、宝塚市立幼稚園の適正規模及び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よろしくお願いします。 西本室長   まず昨年の１１月２６日の協議会におきまして、幼稚園の適正規模・適正配置に係る実施計画案という形で具体的に園名まで出して、基本方針と実施計画を一つにしたような形でご説明のほうさせていただいております。その後、１２月２４日に幼稚園のあり方研究プロジェクトのまとめについて定例会において報告をさせていただきました。その中で、最初に申し上げた１１月２６日の実施計画案については小学校と中学校と同様に、まずは基本方針をつくってパブリックコメントにかけて、その後に具体的な実施計画を公表していくということで、内容的には変わらず、その内容で今後の手続を進めていくということでご説明させていただいております。今回、基本方針を策定してパブリックコメントに入ることができるようになりましたので、このパブリックコメント案について、担当課長のほうからご説明をさせていただきます。よろしくお願いします。 髙田課長   それでは、お手元にご用意させていただきました資料に基づいてご説明させていただきます。  まず、宝塚市立幼稚園の適正規模及び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、概要でございます。市立幼稚園の園児数は、平成１７年度の１，３８３人をピークにその後は減少に転じ、平成２７年度には９３６人まで減少しており、この１０年間で３０％以上減少しています。平成２８年度には８４３人まで減少する見込みであり、今後もこうした減少していくものと見込んでおり、子どもたちがひとしく望ましい教育を受けるためには、適正な規模の園を適正に配置し、よりよい教育環境を整備していく必要があります。そのため本市の園規模の適正化について、適正
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規模の基準や適正配置の考え方を取りまとめた宝塚市立幼稚園の適正規模及び適正配置に関する基本方針を策定するため、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の手続を実施しようとするものでございます。  内容についてですが、１枚めくっていただいたところが表紙になります。さらにめくっていただきますと、意見募集についてということでこれは今までご説明させていただいた内容の中の概略を記載しております。２ページの６番目に基本方針の公表方法がございます。基本的には学事課のホームページと、窓口ですね。それと、市役所１階の市民相談課、各サービスセンター・サービスステーション、それと人権文化センター、各公民館、あと図書館、スポーツセンター、それと教育総合センター、これと、あわせて市立幼稚園、それと児童館、私立幼稚園のほうでも置いていただくようにご依頼をしていこうというように考えております。できる限り多くの意見をいただくために周知に努めていきたいというふうに考えております。  意見募集の期間でございますが、５月の１カ月間を考えております。ただ、５月１日が日曜日ですので２日からですね、６月の１日の水曜日までこの期間を募集の期間といたします。意見の提出方法、問い合わせ、公表方法等はですね、過去にやりました小・中学校のように手続を進めていきたいというように考えております。  １枚めくっていただいたところには、ご意見を出していただく用紙を添付しています。なお、これは定型の用紙でございます。  さらに１枚めくっていただいたところが、宝塚市立幼稚園の適正規模及び適正配置に関する基本方針についての案でございます。先ほど、室長のほうからご説明させていただいたとおり、内容は過去に説明させていただいたものから一部について変更しております。表紙のところですね、本市の現状と課題と、あと幼稚園教育審議会の方針内容ですね、これをまとめておりましてこの幼稚園教育審議会の方針に基づきまして、８ページの第１章で適正規模・適正配置の考え方をまとめております。このまとめに当たりましては、報告もさせていただきましたプロジェクトチームの考え方を基本にこのまとめを進めていっております。  まず１つ目が適正規模の考え方ですが、まずは１学級当たりの園児数、それと２つ目が１学年当たりの学級数、これが幼教審の結果で、３歳児については１５人～２０人、４歳児・５歳児が２０人～３０人、あるいは５歳児は３５人ということで、下限を２０人にしております。また、１学年当たりにつきましては、３歳児は園舎の規模であるとかそういった問題から単学級としておりますが、４歳児・５歳児ともに複数学級が望ましいという、これは１園当たりの適正規模を想定しております。こうした適正規模に基づきまして、次に適正配置の考え方についてですが、これは幼教審からも一定距離の範囲内に公立幼稚園が配置されていることが望ましいとした答申に加えまして、プロジェクトのほうでも、市立幼稚園の就園希望者の受け入れと、それ
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と本市の場合は私立幼稚園が、市立幼稚園の数よりも多い状況でございますので、私立幼稚園の立地状況等を考慮しまして、市域の右岸側が２園、左岸側に４園、それと西谷に１園の計７園とすることが適正であるという結論になっております。ですから現行の１２園から最終的には７園に向けていこうという方針をとっております。  ３ページに、第２章としまして、この適正規模・適正配置の進め方になります。まず１点目、既に小規模化が著しい園、これは早急に取り組んでいこうという考え方です。２つ目、待機児童対策のために復園した園についてですが、これはかつて少子化で園を縮小してきたんですが、震災以降の住宅ラッシュで、子どもたちも増えてきましたので復園した園がございますので、そういったところは一定の役割は終えたということで、整備を進めていこうということでございます。３点目、これは全体にかかわることなんですが、園児数の減少に応じて一定の基準を設けてですね、下回る場合には適正配置も配慮しながら縮小していこうという考え方です。  基本方針は、未来永劫続くものではなくて、子どもたちの環境、人口が目まぐるしく変わってきますので、５年後を目途に見直しを加えていこうと考えているものです。  次に、第３章・第４章は新たに加わったものです。まず第３章今後の就学前教育（幼児教育）の充実についてということです。これまで第１章・第２章で、少し幼稚園の縮小というと後退のイメージを持たれるんですが、決してそうではなくて幼児教育を充実させるということが本来の目的でございますので、そういったことにも少し触れております。適正規模及び適正配置の取り組みと並行いたしまして、既に施設設備が整っている園での３年保育の実施、これと適正配置によりまして生じた空き園舎等を有効活用した幼児教育センターの設置など、全市的な就学前教育（幼児教育）充実についても、これは昨今の子どもを取り巻く環境を見ていきますと急務であることから、早期に具体的な計画を策定して、全ての子どもたちに対して、質の高い就学前教育の提供に努めることとするという項目を追加しております。  それと、第４章ですが、これも新たに追加した項目なんですが、市立中学校でも同じような項目を入れています。公共施設マネジメントとの関係ということで、平成２６年１２月に策定した宝塚市の公共施設マネジメント基本方針では、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適正化など、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、幼稚園施設についてもこうした視点を踏まえた適正化を進めていこうというような項目をつけ加えております。  以上を基本的な方針として、今後、具体的な園名も示した実施計画をもって取り組んでいこうとするものです。  最後に、資料に幼稚園教育審議会の答申、それと庁内検討会のプロジェクトの報告書、幼稚園の概要を知っていただくための資料をつけております。
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パブリックコメントには、こうした答申などの資料をあわせて市民のほうに公表してご意見をいただこうとするものでございます。  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。ただいま、適正規模・適正配置の考え方であるとか進め方、今後の施設マネジメントとの関係について説明がありましたけども、これについていかがでしょうか。ご質問ございましたら。 川名委員   ちょっと確認したいのですが、市民の目に触れる資料としては、この回答の用紙があるんですけど、この次の考え方で示しているところから、１・２と番号を打ってある４までがどなたでも見られる状態なのですか。どういう形で市民がこの考え方に触れることができるんですか。 髙田課長   １枚目は教育委員会の資料なので、それを除いた残りの全ては、一つのパブリックコメントの基本の資料になります。 川名委員   答申も含めた資料というわけですか。 髙田課長   はい、答申も含めてですね。 川名委員   そうするとこれは、置かれる場所がいろいろ提示されたのですが、持って帰ったりということができるわけですか。 髙田課長   お持ち帰りいただくこともできます。 川名委員   関心のある方はその分厚いのを持って帰って、読んで考えて書くと、こういうことでしょうか。 髙田課長   はい、そういうことです。 川名委員   なかなか大変ですね。校区のときもそんなふうにしたんでしたっけ。校区のパブコメのときはどうしましたか。 髙田課長   校区のときは、基本方針の中に短くですけども、概要を記載しておりまして、答申報告についてはありませんでした。 川名委員   パブコメをできるだけたくさんもらおうとすると、やっぱり書いてもらうような意欲を掻き立てないといけないと思うんですよね。あまりに資料の量が多いと、読んでみようかという気持ちにならないのではないかと、ちょっと今心配したんですけど。その辺はその答申を踏まえて私たちとしてはこれを出すわけですから、その原紙までつけないといけないものなんですかね。つまり、なるべくたくさんの方にご意見を言ってもらおうとするとね、やってみようかと思ってもらわないといけないと思うんですよね。そのときに、専門家による答申までもつけるかなという気がちょっとしまして。 西本室長   ご指摘のとおり、できるだけ簡素な形で軽くまず手に取ってもらって、一読いただいて意見をもらうという方法も一つあります。要は、なぜそういう形で基本方針ができたのかというのを、大元が幼教審の答申であったりとか、庁内的な検討に基づいてでき上がっていると、そういう背景や経緯等も関心のある方に、そこまで入っていただいてごらんいただくとすると、十分な資料がないとそこまでなかなかご意見がいただけないということがあります。それと、幼稚園についてはこれだけ園児数が減ってきて、就学児童もさらに減ってきてるという傾向はですね、しっかり科学的な根拠としてごらんいた
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だければなという思いがあって、全部お出しすることにいたしました。 川名委員   数字とかね、それとこの最後の地図はいいと思うんですよ。全体を見分けられる。だけど、ご意見をどういう方が寄せてくださるかは分かりませんけど、幼稚園の子どもを持ってる人ばかりとは限らないけど、やっぱり一応幼児を持ってる若いご両親のことを想定するわけですね。一番に意見を言ってくれるのはそういう人かなというふうに思うと、これはちょっとどうなのかなと。 種谷委員   あと、幼稚園に置くんですよね。そうであれば、幼稚園に通ってらっしゃる、今現役で通ってらっしゃる保護者にはこの薄い４章までの４ページくらいを全戸配布して、詳細のものは園のほうに置いてありますよみたいな形で、少なくとも現在通ってる幼稚園の方には、特に市立幼稚園には、配ってもいいんではないかと思うんですけど。それで、さらに興味を持てばその資料をもらって帰ればいいと思うんです。 川名委員   何を配るかということで、ちょっと多過ぎるのではないかというのが１個あるんですが、その次の議題としてですね、どうやって周知するかというのがあるわけですよ。この前ちょっとびっくりしたのは、教育委員と語ろうの会に来られた校区編成にすごい関心持ってる人が、パブコメやってることを全く知らないんですよね。だからせっかく皆さんから意見を募ろうとしても、誰もホームページも見てないし、広報たからづかもちゃんと見てもらってないしというふうな状態でちょっとびっくりしたし、これは何か改善しないと、せっかくいろいろ用意して意見聞こうと思っても、伝わってないわというふうに思ったんですが、どうやって周知するかというのは２番目の問題として、とりあえず、この大量のものをパブコメで配ることの是非についてももうちょっと、検討していただいたほうがいいのではないかと。 須貝教育長  ほかどうですか、委員さん。今のご意見に関連したご意見でも。 井上委員   確かにね、意見提出用紙見ても、特定の部分に関すること、何ページの何行からとか書いているわけですから。これを書いていると全部読まないといけないのかなというような感じになっちゃうんで、読んでる暇があるかなというような感じになりますけども。 須貝教育長  どうでしょう。資料としてはかなりの枚数ということで、この枚数を見ただけでうんざりするのではないかということなんですけども、ここに通ってるところの大きな部分の一つとして、就学前教育のセンターのあり方であるとか、こういったところを含めて十分知ってもらった上での精査というか適正規模・適正配置をしていきたいんだというような意図がやっぱりきちっと伝えたいというのは事務局のほうにあるということですよね。また、川名委員が言ったようにこんな資料をどーんと出されたら、もうこれだけでもうんざりしてしまって、意見にならないのかなと思ったりもします。それから、先ほど出てたパブリックコメントを知らない部分については、確かにそういう声もあったと。今回はいろんな市立の幼児園であるとか幼稚園に置くというのは、これはまあたくさんの意見をいただこうというふうなことでは、ほ
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んとにいいかなと思うんですよね。ネットで出すだけではなくて、現物を見るというのは、そういう点ではいいね。 井上委員   あそこも置かれたらどうですか。男女共同参画のセンターね。あそこに置くとね。 須貝教育長  みなさん、どうでしょうか。 西本室長   先ほど種谷委員からご提案いただいたように、市立幼稚園の現在就園されている保護者に対しては、パブコメをくださいというよりも資料配布みたいな形で皆さんにお配りするという方法は検討できるかと思います。一連の資料をもって、パブリックコメントを実施しますという説明を都市経営会議でもしてますので、この一式でパブリックコメント資料とさせていただけたらありがたいなと思っております。 須貝教育長  庁内の都経会議の中では、この資料全部をパブコメ資料として承認していただいているので、これは基本として出すと。ただし通園されてる保護者、関係者については４ページまでの薄いほうで。 西本室長   どちらかというとお渡しという。 須貝教育長  お渡しということ。で行きたいということなんですけども。 井上委員   ＦＭたからづかも利用したらいかがですか。パブコメやってますいうことをですね。資料はこういうところに置いてますということで。 須貝教育長  今、井上委員さんからＦＭで周知をという話も出てます。よろしいですか。 西本室長   検討させてもらいます。 須貝教育長  貴重なご意見いただいてるんですけども、これ全部については基本的にはもう示していく、今通園されてる方々、関係者には薄いほうの４ページまでの、答申書以外のものを全戸配布するということで。委員さんのほうどうですか。そういう形になりますけども。 種谷委員   一ついいですか。多分まだ具体的な年数は答えられないという段階だろうとは思うんですけれど、この具体的な計画を策定すると書かれているんですけども、大きなタイムスケジュールはどういうくらいのことを考えてらっしゃるんですか。例えば、１年でつくって２年目から実行していくとか。大きなざくっとした。 西本室長   まずはこの基本方針をパブリックコメントにかけさせていただいてですね、反映すべき意見については反映をして、所定の手続を経たのち、パブリックコメントを公表いたします。この公表後すぐに、具体的な園名を出した実施計画を策定します。この実施計画については第１次・第２次ということで２段階やろうとしていますので、次段階の第１次のものについては、もう早期に着手ということで、一定スケジュール観をしっかりもった中で実施計画を出していきたいと。 種谷委員   第２次はどういう。 西本室長   第２次のほうは、この基本方針にも掲げてますように、要は今現在園児数は一定あるんだけども、今後将来減っていった場合に、一定の要件を満たした場合は分園から廃園ということを２次計画でしていきたいと。ただ、前提
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としては適正配置という前提のなかでのことにはなります。 種谷委員   そうすると、今年度中には実施計画は第１次は出てくると。 西本室長   今のところ８月くらいには。 種谷委員   わかりました。 井上委員   全くその廃園する予定の園の地域、意見は全く聞きませんか。 西本室長   意見を聞かないと言ったらとんでもない話になるんで、今のところは園もしくは公民館等で、基本方針の説明とあわせてそれに基づいた実施計画を説明して理解を求めていきたいとは考えております。 井上委員   例えば、廃園することによってその地域のお子様が遠いところまで行かなければならないというような形になっちゃうんで、そういう場合に親御さんが連れていかないといけないとかそういう部分が大変なので、例えばスクールバスを出すとかそういう考え方も入れてほしいなとは思うんですが。これからのね。済みません、余計なこと言って。 須貝教育長  いえ、いろいろご意見出していただけたら。 種谷委員   でもいずれにしても大きな話だから、少なくともほんとはもうちょっと潜在的に１～２年後に幼稚園に入るかもしれない人にも、できればお渡ししたいくらいなんですけど、直接ほんとに見ていただいて、いきなり廃園とかそういうことにはならないようにしたほうがいいですよね。 井上委員   だから地域の声は聞いてほしいなとは思うんですけどね。 西本室長   わかりました。 須貝教育長  そしたら、今提案ありましたパブリックコメントについては、基本こういう形でよろしいでしょうか。よろしいですか。  委員    （はい） 須貝教育長  では、ただいまの件はこれで終えてですね。続きまして先ほど事務局からありましたように、ここからは非公開の報告とさせていただきます。では、報告事項で宝塚市立学校の体罰事案について担当課からご説明のほうお願いしたいと思います。 
 【 非公開案件の報告あり 】 
 須貝教育長  よろしいですか。では本日予定している案件は以上ですが、ほかにどうですか。 西本室長   予定していた案件は以上です。 須貝教育長  では、本日の会議はこれで終了いたします。  みなさんお疲れ様でした。  ─────────── 閉会 午後 ２時４５分 ───────────── 
 


