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平成２９年第１３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７月１３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３時００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     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 

職員課長      田邊 哲朗 
学校教育課長    藤山 昌生 
社会教育課長    水野 寧 

 

８ 会議の書記 

教育企画課係長    小松 謙太 
教育企画課事務職員  猪井 繁哲  

９ 議題   ○議案第２５号 宝塚市立宝塚自然の家に係る休所中の利用に関する規則の制定につ
いて 

 

10 その他 

（報告事項） 平成２８年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果ついて【 非
公開案件 】 

（報告事項） 平成２９年（2017年）４・５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 】 

（報告事項） 教職員の非違行為について【 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  それでは皆さん、こんにちは。        それでは平成２９年第１３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、傍聴の方はおられますか。 

西本室長   お一人おられますので、入っていただいてよろしいでしょうか。 

須貝教育長  はい、お願いします。 

【 傍聴者入室 】 

須貝教育長  それでは、本日の会議を始めます。        本日の署名委員は川名委員、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３件です。進
行について事務局からお願いします。 

西本室長   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３件です。        議案第２５号 宝塚市立宝塚自然の家に係る休所中の利用に関する規則の
制定について。 

報告事項 平成２８年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果につい
て。 

報告事項 平成２９年（２０１７年）４月・５月における宝塚市立学校の
「いじめ事案」について。 

報告事項 教職員の非違行為について。        なお、全国体力・運動能力・運動習慣等調査結果については、非公開での
ご報告とさせていただきます。また、いじめ事案の報告、そして教職員の非

違行為につきましても、個人に関する事項を含んでおります。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、議案第２５号 宝塚市立宝塚自然の家に係る休所中の利用に関
する規則の制定について、担当課よろしくお願いします。 

水野課長   議案第２５号 宝塚市立宝塚自然の家に係る休所中の利用に関する規則の
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、休所中の宝塚市立宝塚自然の家の利用方法等について、新たに規
則を定めるものです。        宝塚自然の家につきましては、平成２８年４月１日から休所しておりまし
て、ハードとソフトの両面からリニューアルする方向で検討を進めてまいり

ました。当初は、老朽化した施設の建て替えなども検討しましたが、市の財

政状況が厳しいことから、建て替えなどの新たな整備が困難であり、休所期

間も当初の予定よりも長くなる見込みとなっております。また、西谷地域の

方々からは、新たに施設を整備するのではなく、現在の施設を利用して再オ

ープンにつなげていけないのか、などのご意見もいただいております。        このようなご意見を受けて、施設の暫定利用として、本年度の７月１５
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日から１１月２６日までの土曜、日曜、祝日に限り、宝塚自然の家の一部を

一般開放し、施設を利用しながら、修繕・改修が急がれるところを今後見き

わめ、計画的に対応していきたいと考えております。        一般開放に際しましては、地元や市民団体と協力して、事業プログラムを
試行することで、管理運営方法を含めた今後の施設のあり方についても、検

討を進めてまいりたいと思っております。        また随時利用として、西谷地域の住民の皆さんの組織、住民組織や、宝塚
自然の家にかかわりのある市民団体等につきまして、一般開放の期間に限ら

ず、地域のさまざまな行事や事業プログラムなどを開催して利用していただ

くことで、地域の活性化や市民への学習機会の提供を図ってまいりたいと考

えております。本規則は、これら暫定利用及び随時利用の運用について、必

要な事項を定めるものです。なお、本規則は、公布の日から施行することと

いたします。        説明は以上でございますが、この暫定的な利用で土、日、祝日に一般の方
のお力をお借りすることになります。当初の段階は基本的には公園的な利用

というようなところで、主に園路、広場、それから中にあります松尾湿原、

あるいは歴史民俗資料館等を少し見ていただく、あるいは広場で少し自由に

遊んでいただくというような形で、まずは一般利用をしていきたいと、開放

していきたいというふうに考えております。        アスレチック等については整備や日常的な管理、メンテナンスも重要なの
で、その整備をするまでは利用いただけません。バーベキューにつきまして

も、地元の方と調整しながら、今後利用をするために、どういったところを

整備していかないといけないかなどを地元の方と協議をしながら検討をして

いきたいと考えております。        一般の方の利用に当たりまして、地元の方あるいは関係団体の方と合わせ
て、この土・日を中心に４月１５日はハッチョウトンボの観察会であるとか、

夏には今の子ども向けのクラフト遊び、あるいはサギソウの観察会などを実

施することで、一般に来られた方でも少しでも楽しんでいただけるよう開放

をしていきたいと考えております。        以上でございます。 

須貝教育長  ありがとうございました。        この件、何かご質問ございますか。 

井上委員   この一般開放について、市民に周知徹底されているのでしょうか。 

水野課長   市の広報としましては、この開放にかかります予算の議会での承認が７月
に入ってからでしたので、８月に広報を予定しています。        市のホームページにつきましては、こちらのほうで作成していきますので、
これも早急にこの開放についてホームページでの周知を図っていきたいと考

えております。あと、地元の西谷の自治会等についても、できればこの回覧

をしていきたいと考えております。ここはまた調整して進めていきたいと考

えております。 
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井上委員   ありがとうございます。そして、この開放期間中の管理はどなたがされる
のですか。 

水野課長   休所中ですので、管理責任者としては市になります。ただ土日に、人に立
っていただかないといけません。その分については地元のほうに委託をしよ

うとしています。 

井上委員   活用できるようになって非常にいいですけども、私がちょっと不満な点は、
せっかくこの宝塚自然の家ですけども、やはり星空がきれいなので、夜まで

開放していただきたいなと思います。５時にはもう閉まってしまうので。 

立花部長   この一般開放についてはおっしゃるとおりですけども、一応こういう一般
開放の土日祝の開放に合わせて、先ほど言いました特殊なプログラムという、

イベントを複数絡み合わせながら運営をするというのが一つの目的です。そ

の中に親子で星空観察というのを定期的に入れておりまして、そういったも

のも含めて人にいっぱい集まってもらって、それは事前予約になりますから、

合わせてそういったものに参加いただくというような形で進めていきたいな

と思っています。 

井上委員   それは、どこで見たらわかりますか。広報を見ないとわからないのですか。 

水野課長   今後、基本的には広報と市のホームページの中でお知らせをさせていただ
きます。やはり地元の方と関係団体さんの調整の中でやっておりますので、

場合によってはその広報が間に合わずに、市のホームページだけというよう

な形になることもありますけれども、極力広報を使って、ホームページと両

方で進めていきたいと考えております。 

井上委員   ぜひ宝塚の子どもたちに見せてやりたいので。星空がきれいだから。 

立花部長   基本的にこれは今回から始めるという取り組みではなくて、以前から、こ
ういう特殊なイベントを年に四、五回予定しております。事前予約制でやっ

てきたのですが、それを今年もしっかり広報をしながら、もう少し多くの人

にご参加いただきたいということで取り組んでおります。 

井上委員   これは小学校の学年単位とかで見にいけないのですか。 

立花部長   このハレーロボという天文台ですが、狭くて一度にあまりたくさん入れま
せん。そういった意味で人数を制限しないといけないのですが、もう少し何

とか拡張をして、天文台から見える景色を別のところに映し出すとか、そう

いった仕組みがあるともっとたくさんの人に見ていただけるかと考えます。

ただ、それも予算がかかることなので、今現在としては十数人ぐらいの参加

しか見込めないということになっています。以上です。 

井上委員   ありがとうございます。 

須貝教育長  よろしいですか。  広報では８月ということで、暫定利用が７月１５日からになっていて、も
う７月に入っているけども、この間に出ているのはホームページだけと、お

知らせを徹底するには少し足りないですね。 

水野課長   どうしても予算の最終的な審議が７月の議会最終日になるため、先行で広
報を出すという形が困難です。そのところをホームページや地元の方に関わ
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っていただいていますので、そちらと調整していきたいと思っています。 

須貝教育長  ほか、よろしいですか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは議案第２５号 宝塚市立宝塚自然の家に係る休所中の利用に関す
る規則の制定について、原案どおり可決といたします。 

西本室長   傍聴された方ですね、もしよろしかったらこのタイミングで退席すること
が可能ですが、いかがでしょうか。 

須貝教育長  よろしいですか。退席されますか。 

西本室長   退席されます。 

 

【 傍聴者退室 】 

 

須貝教育長  それでは続きまして、先ほど事務局からありましたように、ここからの報
告はすべて非公開でお願いします。        では報告事項 平成２８年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果に
ついて、担当課より説明をお願いします。 

藤山課長   それでは平成２８年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について
ご報告をいたします。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 

 

須貝教育長  ほか、委員さんよろしいですか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは続きまして、平成２９年４月・５月における宝塚市立学校の「い
じめ事案」について、よろしくお願いします。 

藤山課長   それでは平成２９年（２０１７年）４月・５月における宝塚市立学校の「い
じめ事案」について、ご報告いたします。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 

 

須貝教育長  ほか、よろしいですか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、このいじめの件については、これで終わります。        続きまして、報告事項の、教職員の非違行為について、担当課よりお願い
します。 

田邊課長   それでは、平成２９年５月２４日（水曜日）に発覚しました教職員の非違
行為についてご報告いたします。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 
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須貝教育長  そうしたら、この件に関してほかはよろしいですか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  では本日の予定の案件は以上ですけど、ほかに何かありましたら。 

西本室長   ございません。以上です。 

須貝教育長  それでは、今日の教育委員会の会議、定例会を閉会させていただきます。
ありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ３時００分 ───────────── 


