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平成２９年第１２回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 

 

１ 開催日   平成２９年６月２２日（木） 

２ 場 所      宝塚市役所  特別会議室 

３ 開会時間  午後１時３１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 

理事         上江洲 均 
管理部長       和田 和久 
学校教育部長     田上 裕一 
社会教育部長     立花 誠 
管理室長       西本 学 
学校教育室長     井上 淑子 
学校教育部次長    谷川 妙美 
生涯学習室長     島廣 弘二 教育企画課長      柳田 直記 

学事課長        高田 輝夫 
教育支援課長      福本 德子 
教育企画課係長     小松 謙太 
学事課係長       山田 照生 
学事課事務職員     小山田 俊明  

 

８ 会議の書記 

教育企画課事務職員  猪井 繁哲  
９ 議題   ○議案第２２号 宝塚市教育委員会公人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則

の制定について   ○議案第２３号 宝塚市教育委員会特定個人情報取扱規程の制定について   ○議案第２４号 宝塚市立幼稚園の統廃合計画の策定について    

10 その他 

（報告事項） 宝塚市立幼稚園３歳児募集に係る意見・要望について 



平成 29年第 12回会議録 

 

 

－ 2 － 

 

 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。  では、平成２９年第１２回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催いた
します。  傍聴者はおられますか。 

西本室長   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、井上委員です。よろしくお願いします。  付議案件は、議決事項が２件、進行について事務局、お願いします。 

西本室長   本日の付議案件は、議決事項が２件です。 

議案第２２号 宝塚市教育委員会個人情報保護条例施行規則の一部を改正
する規則の制定について、議案第２３号 宝塚市教育委員会特定個人情報取
扱規程の制定についてです。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、議案第２２号 宝塚市教育委員会個人情報保護条例施行規則の
一部を改正する規則の制定について担当課より説明お願いします。 

柳田課長   議案第２２号 宝塚市教育委員会個人情報保護条例施行規則の一部を改正
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、市が規則において定める個人情報保護管理者を補佐する副管理者
について、市教育委員会では従前は管理部長を副管理者とすることとしてい

たところ、教育委員会規則の改正により、市長事務部局の総務部長を副管理

者とするよう改めるものです。        今回の改正により、市及び市教育委員会におけるマイナンバーを含む保有
個人情報の保護及び管理にかかる総括調整等に関する事務のほか、今後実施

が予定されている特定個人情報等の管理の状況に関する監査等の事務につい

ては、市長事務部局で一括して実施し、管理者である副市長へ報告すること

となります。        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。         この件について、何かご質問がありましたらお願いします。 

立花部長   今回の改正で、今まで教育委員会の中では、管理部長が、副管理者という
位置づけでした。今回の改正で、教育委員会内に責任者と副管理者がいなく

なるのですが、個人情報やさらに特定個人情報の管理が出てくる中で、教育

委員会の中で統括的にこの管理者というのを置かなくてよろしいですか。 

小松係長   今回の改正は、もともとマイナンバー関係の調整に伴って、それ以外の個
人情報に関しても、同様に取り扱いをしようという趣旨での改正です。        日常的な業務に関しては、その管理は、市長部局、教育委員会ともに、各
課長が、日常的な管理を行うこととなっています。        今回、規定している副管理者に関しては、そういった各課の取り扱いを吸
い上げてというか、報告を受けて、監査の実施等を決めるというもので、教
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育委員会も市も含めて、市全体の個人情報の取り扱いのラインを一つにまと

めようという趣旨で、市長部局から話がおりてきたものです。        以上です。 

立花部長   趣旨はわかるが、教育委員会には教育委員会としての考え方がありますよ
ね。なおかつ、マイナンバーまで使うという話になっているのに、教育委員

会としてこうすべきとか、あるいは、新しい事業の中で、マイナンバーを使

いましょうという判断をするときに、統括する人がいなくて、各個人や所属

長ばかりで、まとめるのが市長部局の総務部長とか、副市長という形になっ

たときに、教育委員会の意見というのは、どうなるのでしょうか。 

小松係長   教育委員会としては、新しく個人情報、特にマイナンバーだと思いますが、
を扱う業務を増やすなどの場合のことかと思うのですが、マイナンバーを取

り扱うことができる事務というのが、大きく二つあります。        一つは、いわゆるマイナンバー法に規定されている事務、今回、該当があ
るのはこちらです。それに加えてもう一つは、各市が条例で個別に規定して

いる事務というものがあります。        なので、どちらにしても条例化する必要があるため、そういった管理者、
副管理者というのを教育委員会に置かずとも、いずれにしても条例改正する

段で、各担当課と市長部局で協議する必要があると思いますので、今の体制

で差し支えはないかと考えています。        以上です。 

井上委員   でも、この施行規則の対照表を見たら、現行では「市長を教育委員会に、
総務部長は管理部長と読み替える」とありますが、改正案では、「市長は教育

委員会と読み替える」しかないですが、これはどういうことですか。 

小松係長   ここでいう「市長を教育委員会に」とあるのは、市の規則上は、「市長の行
う事務のうち」という書き方がされています。そこは、教育委員会バージョ

ンに読み替えないと読み切れないため、教育委員会が行う事務はと読み替え

られるように、この規定があります。        同じように、もともとは総務部長を管理部長に読み替えていましたが、そ
こは教育委員会であっても、今後はもう読み替える必要はないということで、

その部分に関しては、今回削除しています。今後は教育委員会が行う事務に

ついても、総務部長が副管理者になりますという内容に変わります。        以上です。 

井上委員   教育委員会の所管事務局に何かあった場合に、誰が責任とるのですか。 

小松係長   一義的には、教育委員会としても責任はありますが、日常的な管理を行う
というか、管理が徹底されているかどうかの管理を行うのが管理者で、これ

は市も教育委員会もどちらも副市長になります。 

川名委員   私は、先ほどの答弁でよくわかりました。つまり、個人情報を扱っている
人っていうのは決まっていますよね。それぞれ決められ、ある一定の権限を

お持ちですが、今回こういう改正になったときに、教育委員会として、提供

する権限のある人が提供するけども、最終的に教育委員会として責任を持つ、
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そういう人の存在は、必要ないのかということをお聞きになったと思うんで

すね。それで、私も確かにそうだと、権限を持つ何人かが、ばらばらと提供

してね、もちろんその方々は責任を持ってなさるわけだけど、やっぱり教育

委員会としては、最終的に誰かがマイナンバーに関しては責任を持つ必要が

あるのかもしれないと思いました。提供できる方が限られていて、最終的に

は市長部局の方が責任を持つというのは、よくわかります。ただ、教育委員

会でも、最終的な責任者が、必要ではないかというような気がします。そこ

は、どうクリアにされるのでしょうか。 

井上委員   取り扱い責任者というのは、誰がするのですか。 

小松係長   取り扱いの責任者は、各担当課長です。 

井上委員   取り扱い責任者の上は、誰になるのですか。 

小松係長   取り扱い責任者の上が、副管理者で、今回の改正で総務部長になります。 

井上委員   そうしたら何かあった際は、取り扱い責任者は教育委員会であっても、総
務部長に言いに行かないといけないのですか。 

小松係長   そのようになります。 

立花部長   混乱することを問題提起してしまいましたが、市の仕組みとして今みたい
な副管理者がいて管理者がいてという、その仕組みトータルで個人情報と特

定個人情報も含めての管理体制としていきましょうと。それは、教育委員会

においても、ほかの行政委員会においても、市長部局においても同じ形で取

り組む、それはもうそれで運用しましょうと決まっている。        ただ、教育委員会の中で誰かが、統括的にその情報を集約して、ある程度
どうしようかとの検討や、あるいは相談役というようなのがいるのかなとい

う気がします。        今回の改正とは別に、相談役というか、情報を集約して全体の内容を判断
する部署を設けるなど、教育委員会の中でも、統括的な取り扱いを確保でき

るよう、教育企画課でもう少し検討してもらえないですか。 

小松係長   検討します。 

川名委員   どこかで一元管理、すべての情報を集約したほうが良いかと思います。 

須貝教育長  ほか、なにかご質問はございますか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、議案第２２号 宝塚市教育委員会個人情報保護条例施行規則の
一部を改正する規則の制定については原案通り可決といたします。        では、続きまして、議案第２３号 宝塚市教育委員会特定個人情報取扱規
程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   議案第２３号 宝塚市教育委員会特定個人情報取扱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、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律、通称マイナンバー法に規定する情報提供ネットワークシステムに

よる特定個人情報、マイナンバーを含む個人情報ですが、これの提供につい

て、本年７月中旬からの試行運用の開始が予定されていることを受けて、教
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育委員会が行う特定個人情報を利用する事務における適正な取り扱いを確保

するために、新たに規程を制定しようとするものです。        なお、本規程は、先に市が制定した、宝塚市特定個人情報等取扱規程を準
用することとしていますので、市と教育委員会で当該事務に関する取り扱い

に差異はありません。        次に、当該事務について簡潔にご説明いたします。情報提供ネットワーク
システムとは、マイナンバーと紐付けされた個人情報について関係機関がや

りとりするために、マイナンバー法の規定に基づき総務大臣が設置する情報

システムのことを指しまして、同法において、各機関は同システムを利用し

てその有する情報について照会し、または提供する旨が規定されています。        個人情報の取り扱いにつきましては、従前より条例や規則等において保護
措置を定めていますが、マイナンバー法においては、より厳格な保護措置を

定めていることを受け、本市においても執行機関ごとに、取り扱う事務の範

囲やその責任者、マイナンバー等の収集や利用に関する規程を制定し、適正

な取り扱いを確保しようとするものです。        なお、対象となる特定個人情報の種類や該当事務等についてはマイナンバ
ー法に規定されているところですが、現時点で市教育委員会において情報シ

ステムを利用する事務としましては、学事課の就学援助にかかる事務がござ

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。        説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

井上委員   市が一元管理するのであれば、第２条に同規程中の市長とあるのは、教育
委員会と読み替えるという必要性はないかと思いますがいかがですか。 

小松係長   今回の規程ですが、先ほどの管理の話とは別でお考えいただければと思い
ます。市長部局では、市長部局でこういった取り扱いの決まりをつくって、

教育委員会は教育委員会で、こういった取り扱いの決まりをつくるというこ

とになっております。元になるのは、市長部局の規程ですが、それを教育委

員会バージョンとして、読み替えていただく必要がある。ただ、内容として

は同じものですので、あくまで誰が行うかという実施主体の部分だけを読み

替えていただければ、読めるようにという組み立てになっています。        以上です。 

須貝教育長  ほか、いかがですか。ご質問等ありませんか。 

立花部長   文言のことで一つだけですが、２条で、頭に個人番号から入っていますが、
教育委員会におけるというのを入れたほうがよいかと思いますが、どうでし

ょうか。というのは、先ほど改正した教育委員会個人情報保護条例施行規則

でも、同様に教育委員会におけるとあるので、そのほうがよいかと思います。 

小松係長   第２条の頭に、「教育委員会における」と修正いたします。 

須貝教育長  ほか、ございませんか。よろしいですか。 

委員     （なし） 
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須貝教育長  それでは、議案第２３号 宝塚市教育委員会特定個人情報取扱規程の制定
については、先ほどの文言修正をふまえて可決といたします。        本日の予定の案件は以上ですけども、ほかに何かご報告ありますか。 

西本室長   本日、追加案件といたしまして議決事項１件、報告事項１件がございます。
本日、お手元のほうにお配りさせていただいているものになります。        そうしましたら、議案第２４号 宝塚市立幼稚園の統廃合計画の策定につ
いて、提案理由及びその内容についてご説明申し上げます。        本件は、昨年７月に策定した宝塚市立幼稚園の適正規模及び適正配置に関
する基本方針に基づき、市立幼稚園が適正な規模を維持し、適正に配置する

よう、宝塚市立幼稚園の統廃合計画を策定しようとするものです。        本計画では、統廃合計画として、第１次統廃合計画から第３次統廃合計画
まで段階的に統廃合を進めようとするものです。        まず、第１次統廃合計画では、既に小規模化が著しい園として、良元幼稚
園と中山五月台幼稚園を平成３２年度、２０２０年度末で廃園することとし、

第２次統廃合計画では、待機児童対策として復園した園として、長尾南幼稚

園を平成３４年度、２０２２年度末で廃園することとしています。        第３次統廃合計画では、園児数が適正規模を下回った状態が継続した園と
して、平成３２年、２０２０年に実施する平成３３年度、２０２１年度の入

園児募集から起算して、２年連続で４歳児が３０人以下となった場合に、廃

園とします。        このほか、幼児教育を充実するための取り組みとして、仁川幼稚園と長尾
幼稚園において、平成３０年度、２０１８年度からの３年保育の実施に向け

て取り組むこととしています。        本計画につきましては、今後、市のホームページに掲載するとともに、該
当園を中心に説明会を開催するなど、市民への周知に努めてまいります。        この統廃合計画につきましては、先の教育委員会の協議会におきまして、
統廃合計画案をお示しして、内容についてご説明をさせていただきましたが、

その後に政策や財政部局との最終的に詰めるにあたり、修正箇所がございま

す。その点について、ご説明をさせていただきます。        統廃合計画の３ページをお開きください。（４）番のところになります。協
議会のときに、中山五月台幼稚園と園を特定し、その廃園に伴う激変緩和措

置という形のタイトルで、ご説明をさせていただきました。ただ、小規模化

の著しい園として、良元幼稚園もあります。記述に当たり配慮が必要という

ことで、今後について追加しました。あわせて、中山台地域については、地

域固有の山麓地域、傾斜地が多いという状況から、徒歩や自転車で、ほかの

市立幼稚園への負担が大きいことをうたいました。そして、廃園に伴ってほ

かの市立幼稚園への通園が困難な中山台地域についてということで、特定す

るような形の記述にして、具体的な通園手段、方策、それから期間等につい

て、地域の意向や保護者ニーズを把握した上で、４歳児が休級する平成３２

年度末までに、対策が講じられるよう検討を進めるということ。そこで以前
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に協議会でご説明しました、しばらくの間というところや、非常に不透明な

記述ということと、交通手段の確保、補助等の措置を講じると言い切るよう

な形になっていったところにつきましては、（４）番のタイトルも変え、この

ような文言修正をして、計画としてとりまとめていく考えでございます。        前回から大きく変わったところにつきましては、以上になります。 

須貝教育長  ありがとうございました。        今、説明がありましたけども、質問はございますか。 

井上委員   この統廃合によって、各園とも単学級を解消できるのですか。 

高田課長   廃園した幼稚園から、近隣の公立幼稚園へうまく移行していただければ可
能であると思いますが、私立幼稚園へ流れるケースがございます。そのため、

必ずしも将来にわたって、複数学級を確保できるかどうかわからないですが、

残った園がしっかりと保育内容をＰＲして、廃園した地域の子供たちに、入

ってもらえるような、そういった広報活動も今後必要かと思います。        今回、廃園に伴って地域でそれぞれ説明会がございます。そのときにはこ
の廃園後についての、就園できるような幼稚園をしっかりとお知らせできる

よう、しっかりと説明していこうと予定しております。        以上でございます。 

井上委員   広報活動といわれますが、保護者や地域の皆さん方が、現に要望されてい
る３年保育や給食に関して、まったく記載がありません。そういうことをし

ない限り、私は無理かと思います。その辺、どのように考えておられますか。 

高田課長   この計画には、第２章に３年保育の実施ということで、仁川幼稚園と長尾
幼稚園、具体的には来年度から３年保育を実施すると記載されています。施

設設備が既に整っている園ということで、この２園に限定はされます。小さ

なスタートかしれませんが、公立幼稚園での３年保育を確実にスタートさせ

ていきたいと考えております。        給食ですが、これは施設的に給食室を設置できないというような状況もあ
り、実現には至っておりません。隣接する学校から運ぶ、あるいは学校へ来

てもらうというようなことも検討いたしました。今は年に数回、５歳児が小

学校への連携ということも含めて、小学校の空いている教室へ行って、給食

を経験しています。給食を常時出すというのは難しいのですが、そういった

回数を増やしていって、小学校との触れ合いという視点での給食サービスで

はないですが、小学校との連携を深めていきたいと考えております。 

井上委員   そうして徐々に増やしていただいたら、保護者も納得すると思います。い
ずれは、園でも給食というものを考えていただかないと、保護者の負担を考

えたときに大変なことになります。統廃合されて遠い園へ行くため、保護者

が起きる時間を早くしてお弁当をつくる必要があるなど、保護者の負担も大

きくなります。そうなると、統廃合して、新しい公立の幼稚園に行くかとい

うと、私は疑問です。近くの保育園なり、私立の園のほうに行くのではない

かと、私は思います。複数学級が妥当というのは当たり前のことなのですが、

これからできるのかと私は心配します。 
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高田課長   これも、随分前からいろいろとご指摘を受けている課題でございますので、
引き続き他市の先進事例をよく調べまして、研究してまいりたいと考えます。 

西本室長   今後のスケジュールを説明するのを忘れておりまして、前回の協議会の際
にお配りした資料、同じものを統廃合計画の後ろに載せております。別紙資

料№２の左端の下に６月２２日、本日ですが、教育委員会の会議において、

議決いただいた後、来週月曜日の都市経営会議に重要事項の説明という形で

させていただきます。その後、議会での説明に持っていくという予定をして

おります。申しわけございません。        以上です。 

森委員    この５年間の園児数の推移というのが書いてありますが、本当に先が読め
ない状態になっていると思います。私がいつも言っているのですが、宝塚市

はどこの幼稚園へ入れても同じ教育レベルで教育をしてもらえるという、そ

れが宝塚市の幼稚園の一番の強みだと思っています。ただ、こういう推移で

行くと、このレベルを保っていくためには、やっぱり若手の先生たちの教育

というか、資質向上というのがすごく大切になってくると思います。今、こ

ういう政策をしている中で、正規の人を雇用できなくて、そこに臨時の先生

をあてていくとかという形になっていくのかどうか。現在、正規の先生が何

人で、臨時の先生が何人、その辺の割合とかどうですか。私は、その辺がと

ても心配です。小学校、中学校もすごく心配なのですが。教育レベルの質を

保つということは、結局先生の質を高めるということに尽きると思います。

その辺のところは、どのように計画をされて、どのように考えておられるの

か、お聞きしたいのですが。 

高田課長   市立幼稚園の教員の配置状況ですけども、正規職員は、これは再任用職員
も嘱託職員も含む人数ですけど、６０人おります。これは、園長、副園長も

含めた人数で、学級担任は、全学級数の中で、３人が担任として臨時で入っ

ております。それ以外は、正規職員です。        年齢構成は、ちょっと詳しい資料が手元にないのですが、学級担任は、４
０代以下で、２０代も相当数最近採用している様子がありますので、年齢層

的には、統廃合計画を立てる中で見ていたのですが、バランスがとれた教員

の配置になっているのかなと思います。最近、２０代を多く採用しておりま

すので、そういった状況にあります。        それ以外に、臨時職員を多く配置しております。配慮の必要なお子様には、
学級担任以外に教員をつけており、その教員が、２０人です。それと介助員

が、確か１３人か１４人だったと思います。担任が臨時職員３人、担任以外

につけている先生が２０人、それと介助員が１３人か１４人だったと記憶し

ております。そういった職員の配置構成でございます。        以上です。 

須貝教育長  内訳はそのような人数なんですけども、教職員の質の維持というか、質の
向上といった点は、今のところどうですか。 

谷川次長   教員の質ですが、公立幼稚園については、それぞれの幼稚園で、研究体制
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をしっかりとつくって、研究を進めています。また、教育委員会主催で、研

修会を定期的に、経験年数に応じて、ふさわしい研修テーマを設けて、質の

向上に常に取り組んでいます。 

森委員    幼稚園の先生たちがよく研修されているというのは、よくわかっています。
ただ先ほども言いましたように、このような変動の中で、２０代の正規の若

い先生が雇用されないとなると、活性化されないという問題も出てきます。

正規の方が大体何人で、臨時の方が何人でということで、臨時の方が多いの

かどうか、その辺の状況も知りたかったので、質問させていただきました。 

高田課長   申しわけありません。今、資料が出てきまして、人数について訂正させて
ください。加配教員は、臨時職員で２０人、これは間違いございません。私、

介助員と養護教諭を足しておりまして、介助員は今年度では６人です。養護

教諭、これは助教諭ですので臨時職員であり、全園にまだ配置できていない

ですが、１１人が養護教諭として配置されている状況です。        以上です。 

須貝教育長  この件について、ほか、ご意見、ご質問ございませんか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  では、議案第２４号 宝塚市立幼稚園の統廃合計画の策定については原案通
り可決といたします。        続きまして、報告事項 宝塚市立幼稚園３歳児募集にかかる意見・要望に
ついて担当課より説明お願いします。 

高田課長   ６月２０日に、意見・要望の集約として、要望書をいただきました。        これは、６月１４日に、私立幼稚園の園長会のほうに、私ども教育委員会
事務局がお伺いして、今回の統廃合計画の案の考え方と、３年保育について

ご説明をさせていただいたことに端を発して、私立幼稚園長会として、意見

を集約して提出したいということで、今回、ご提出いただいたものです。        そこで、３年保育は、仁川幼稚園と長尾幼稚園を考えておりまして、学級
数は最大値として、仁川幼稚園が最大で２０人、長尾幼稚園であれば４０人

の受け入れができるというご説明をさせていただきました。        そのことを受けて、長尾地区で４０人募集、公立幼稚園に流れてしまうと、
私立幼稚園の園児が減ってしまうことが危惧される。すなわち、私立幼稚園

の経営にも大きな影響が出るので、そこは私立幼稚園の３年保育がまだ受け

入れが十分にできる園の体制であることから、公立幼稚園ではあまり広げず

に、その辺の様子を見ながら定員を決定してほしい。言いかえれば、仁川幼

稚園の２０人について、これは最低規模ですので理解できます。ただ長尾幼

稚園については、４０人とはいわずに、２０人から始めて、その様子を見な

がら４０人と拡充していただきたいという内容でございます。        この定員に関してですが、今回の統廃合計画につきましては、３年保育を
実施しますといった内容になっております。具体的な定員につきましては、

今後の教育委員会会議で、毎年、図っていることであり、各幼稚園の定員を

決める中で、あわせてこの３年保育の定員も決定したいと思います。 
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       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。        この件、ご質問、ご意見はございますか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  では、本日の予定の案件は以上です。ほかに何かご報告ありますか。 

西本室長   以上です。 

須貝教育長  それでは、本日の教育委員会の会議を閉会といたします。        どうもありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時１０分 ───────────── 


