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平成２９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２９年８月１０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０５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 

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 学校教育課長      藤山 昌生 

社会教育課長      水野 寧 
中央公民館整備担当参与 山下 富司 
西公民館館長      高野 進 
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２８号 宝塚市立公民館設置管理条例の全部を改正する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２９号 宝塚市社会教育委員の会議への諮問について 
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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。  それでは、平成２９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。  初めに、傍聴者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。  本日、森委員の欠席の通知を受けております。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項の規定により、
過半数の議員の出席がありますので、本会が成立することをご報告いたしま

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件でございます。進行について事務局、よろし
くお願いします。 

西本室長   初めに、招集告示ですが、開催回数を６回という形でご案内しておりまし
たが、正しくは１５回です。間違っており、大変申し訳ございません。訂正

をよろしくお願いいたします。        本日の付議案件は、議決事項が２件です。 

議案第２８号 宝塚市立公民館設置管理条例の全部を改正する条例の制 

定について意見を申し出ることについて。 

議案第２９号 宝塚市社会教育委員の会議への諮問について。        以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

須貝教育長  それでは、議案第２８号 宝塚市立公民館設置管理条例の全部を改正する
条例の制定について意見を申し出ることについて、担当課より説明をお願い

します。 

山下参与   では、議案第２８号 宝塚市立公民館設置管理条例の全部を改正する条例
の制定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、宝塚市立公民館設置管理条例の全部を改正する条例の制定につい
て意見を申し出ることについて、平成２９年９月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、

市長に意見を申し出るものでございます。        条例の主な内容につきましては、市立公民館３館につきまして平成３１年
４月から指定管理者制度の導入に伴い、必要な事項を定めるため、当該条例

の全部を改正するとともに、宝塚市指定管理者選定委員会条例の一部を改正

しようとするものです。        この条例では、公民館の管理は指定管理者に行わせることとする規定や利
用許可及び利用料金に係る事項、その他施設の管理に係る基準のほか、指定

管理者の指定に関する事項及び指定管理者が行う業務の範囲などを定めてい



平成 29年第 15回会議録 

 

 

－ 3 － 

 

ます。        また、附則において宝塚市立指定管理者選定委員会条例の一部改正につい
て定め、指定管理者の選定に関する事項を調査審議させるため、新たな宝塚

市立公民館指定管理者選定委員会を設置することとしています。        お手元に現行の公民館設置管理条例をお配りしていますが、これは先般の
６月市議会で地方公民館の設置及び使用料の規定等について、改正案が可決

されたものです。        今回の全部改正は、この条例をさらに改正強化するもので、指定管理者制
度導入に係る大きな変更点としましては、使用料金制から利用料金制に変わ

ることが上げられます。        これまで公民館の利用の際は、条例で定められた使用料を徴収していまし
たが、条例改正後は指定管理者が利用料金を市長の承認を得てから定めるこ

ととなっており、条例上は１日１室当たりの上限額を定めています。        議案の６ページをご覧ください。別表の中央公民館のホールの利用料金は、
２万８，６００円となっています。        次に、現行条例の３ページの別表をご覧ください。中央公民館のホールの
欄をご覧ください。この午前、午後１、午後２、夜間の４区分を足した利用

料が１万４，３００円。これが、ホールを１日通して利用した金額となって

おります。この額を２倍すると２万８，６００円となります。２倍する理由

ですが、現行条例第７条において、公民館事業に類し公益性のある活動以外

で利用する場合は、２倍の額を徴収するという規定があるためです。 

このように、利用料金制に移行するに当たり、１日１室当たりの上限額を

定め、その範囲内で指定管理者が利用料金を設定する仕組みとなります。市

としましては、現行の使用料体系が継承されると考えており、上限額も規定

しているので、値上げにはならないと考えております。        最後に、施行日についてご説明申し上げます。公民館の設置管理条例の全
部改正については、平成３１年４月１日としております。これは、指定管理

者制度の導入開始に合わせるもので、指定管理者選定委員会条例の一部改正

につきましては、選定事務の開始に合わせ、平成３０年４月１日としており

ます。        なお、本日ご審議をいただく条例案につきましては、市議会への提出まで
に文言の整理など修正されることがありますので、ご了承の上、ご承認いた

だきますようにお願いいたします。        説明が長くなりましたが、以上です。 

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が、この条例、指定管理者に関する管理や開館時間、
料金など何かご質問はございますか。 

井上委員   この指定管理者と現在の館長との関係はどうなりますか。 

立花部長   指定管理者制度になりますと、基本的にはその指定管理者が館長を改めて
決定します。ですから、現在は直営ですので市の教育委員会から２名、館長
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が執り行っていますが、移行後は市選任の館長は存在せず、指定管理者が選

任した館長が館長の任を担います。 

川名委員   流れとしては様々な施設、スポーツ施設、指定管理者制度に移っていて、
公民館もそうしようとしている。メリットが、お金以外に何かありますか。 

山下参与   指定管理者制度にすることで、民間企業ですので、様々な専門的な知識で
あるとか、情報発信力であるとか、いろいろなメリットが上げられます。 

川名委員   公民館というのは市民が学習して力をつけていく場ですので、単にたくさ
ん造ればいいというものでもなく、選び方が大事だと思います。 

井上委員   私も川名委員と一緒で、公民館は社会教育の一環だと思います。指定管理
者でやるのであれば、公民館の運用などに教育委員会はどこまで立ち入るこ

とができるのですか。 

島廣室長   指定管理者の募集に当たりまして、どのような事業を展開するかというこ
とを、第一に考えています。社会教育施設ですので、今までやってきている

ような学習活動、それから講座といったものは踏襲してもらう。それよりも、

今できていない部分、特に現代的課題とか地域的な課題の解決に当たって、

今の職員では対応できていない部分、この部分をより専門的な知識をもとに

やってもらえるような団体を募集していこうと考えています。 

井上委員   でも運営するということは、やはり利益追求になっていきませんか。 

立花部長   公民館はそもそも営利を目的とした活用については、社会教育法上禁止さ
れていますので、公民館の指定管理者はそれぞれの事業を行いながら利益を

追求することはできません。むしろ、公民館の目的に沿ってどういった運営

を目指すかというところを市の方針に基づいて、利益ではなくて指定管理料、

あるいはその利用料金の中で、その枠内の中でみずから公益目的を目指すと

いう形になりますので、そのほかの公の施設で貸し館みたいなレベルでいろ

いろな事業でもうけをうつというような形、例えば、スポーツセンターみた

いに小売りを売ってお金をもうけようとか、そういったことはできないこと

になっています。        また、教育委員会の関与の話ですが、昨年度社会教育委員の会議の中で、
公民館の運営について、公民館の指定管理者制度についての意見をいただい

ております。その意見の中では、やはり今ご指摘いただいた懸念という部分

があった中で、その上で、例えば今後の運営についてどういうチェック体制

を敷いていくのかなど、非常に細かな条件を７項目つけております。それに

基づいて運用をチェックしていくと。なおかつ、社会教育課でそういった事

業の管理も行う、職員を設置した上で管理も行う、なおかつモニタリングの

中では基本的には社会教育委員の会議の委員さん自体にその中に入ってチェ

ックを行うと。その上で、改めるべきは改めていくというように指摘も受け

ておりますので、それに沿ったことを十分に徹底することで、教育委員会の

意向も反映していけると考えております。 

島廣室長   本日の次の議題で、社会教育委員の会議への諮問があります。この中で、
公民館が指定管理に移行する中で、現在の公民館がやっている内容をどうい
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う方向に向ければいいのかという点を、より具体的にどういうやり方でやれ

ばいいのかというところを出していただこうと思っています。指定管理者に

対してこういうやり方で市は考えているので、基準となるものを示してくだ

さいということを行おうと思っております。 

川名委員   民間の力を使うことに全然反対ではありません。それで活性化すればいい
と思いますが、各地の女性センター・男女共同参画センターなどに頼んでい

ますが、手を挙げる団体はそんなに多くない気がしています。同じようなと

ころになって、スポーツなどに比べると、結構少なくなりますか。 

立花部長   ご指摘のとおり、初期の指定管理者制度が導入された際に、公民館の指定
管理を導入していった団体は少ないです。そのときは大体ＮＰＯと三セクを

つくり、受け皿をつくった上で、そういった制度を導入していったという経

緯がございました。ただ、昨今の導入している状況を見ますと、全体として

そういった社会教育の法律の趣旨を十分理解した上で、例えば小学館とか、

そういったプログラムをたくさん持っているところがあります。いろいろ公

民館事業に即した指定管理者が特に関東で多く出てきております。そういっ

たところをしっかりと見定めた上で、選定していきたいと考えます。        あと、先ほど言いました社会教育委員の会議からの指定管理の意見書の中
にも、指定管理者の選定が一番の課題だという指摘を受けております。その

選定に際して、社会教育委員の会議の委員も参加して、その上で見定めてい

く仕組みをつくってくださいという指摘も受けておりますので、しっかりし

た指定管理者の選定を行っていきます。 

井上委員   活性化はよくわかりますが、やはり公民館ですので、その個人的あるいは
サークル的な学習活動の場という部分を、最重要点として、しっかりと取り

組んでいただきたいです。ぜひ、その学習活動の場という部分を忘れないで

ほしいと思っております。        それと、他市はどうなのですか。このような形で取り組んでいるのですか。 

立花部長   阪神間では、今その取り組みをしているところはありません。近隣ではな
いのですが、大阪狭山市や門真市、あと寝屋川市などが先進的となっていま

す。また、最近は公民館の指定管理者制度の導入が、増えている傾向にあり

ます。その理由として、関東を中心に民間も含めた受け皿ができてきて、今

まで公民館で行っていた事業が民間でもできるところが最近出てきました。 

井上委員   問題点はなかったですか。問い合わせはされましたか。 

立花部長   社会教育委員の会議でも、視察をしております。また、問い合わせも個別
にしております。その中で問題点としてあったのは、先ほども言いましたよ

うに、指定管理者の選定というのが非常に重要であって、具体的にダメなパ

ターンとして、単純に管理するだけでコスト削減を目指す会社がありました。

そのような会社を選ぶと、全く社会教育的な活動が期待できないことがはっ

きりしましたので、そのような会社を選ばないような構築をしていくことが

課題として上げられております。 

川名委員   もう一点気になることですが、原発・反原発の学習会等の政治的に対立す
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るようなテーマがあるかと思います。その際に、時々使用を断るとか起こり

ますよね。そういうときの判断というのは、指定管理者の人たちが全部する

のですか。政治色を打ったものなど、利用について大変微妙なときは、どう

するのですか。 

立花部長   社会教育法の２３条で政治的利用の制限、営利を求めるような活動は認め
ない、あと宗教的な活動は認めないと三つあります。この中の宗教について

は、宗教団体の利用はほとんどお断りしているので、これについて判断の間

違いはないと思います。営利と政治的活動という部分は、非常に微妙な判断

が必要になってくると思いますので、今までの判断基準を示した上で、なお

かつ具体的な協議を行いながら、実際に対応していきたいと思っております。        先ほどの原発の話であれば、一般の登録団体が原発のことを勉強したいと
いう場合、何もそれを使うことで政治的な不公平が生じるものでもないので、

政治的マターによって認めるとか認めないというのはなく、当然これは認め

られてしかるべき話です。例えば公民館ではなく、社会教育課で講演をする

ときがあります。そうような場合、どちらかに与みするようなことになるの

で、そのような講演について、好ましくないという判断があります。ですか

ら、社会教育課での講演などの基準は別にして、公民館としてはそういった

ものでも認めていくという基準にしながら、個別の細かい話についてはまた

相談させていただこうと考えます。        一つ例として、慰安婦問題の非常に有名な方が団体の人を連れて、講演会
を開くことがありました。西公民館だったのですが、それは過去に認めてお

ります。これは、研究が目的ということで認めました。 

川名委員   その慰安婦のときは、多くのガードマンが必要だったし、言論の自由を保
障しますという基盤の上で、行うことができたと思います。民間に委託する

となると、そういうややこしいもの、あるいは人が多く押し寄せるものはや

めとこうみたいになり、利用が狭まっていくのではという心配もあります。

直営ですと、法に則ってやるため、警備の方も多く出して行ってきたわけで

すが、民間でそこまでできるのかなとか、そのようなことはやめようとなっ

ていくような心配もあります。 

井上委員   ある程度、教育委員会も介入できるようにしておかないといけないですね。 
立花部長   要は、指定管理者が選定されたときに、指定管理者と協定等を結びますが、

その中でも２３条関係、政治、営利、宗教関係については、十分に教育委員

会と協議を行うという、きっちりした押さえが必要だと思っています。        それと、いろいろ視察する中で、ビル管理会社のような完全に管理を主体
とする会社ですと、おっしゃられたような傾向は高いです。        ところが、最近に社会教育的な指定管理を受けている企業にお聞きします
と、そのような問題点を理解しており、非常に高いレベルでの協議ができる

ということを聞きました。そういったところを生かしながら、本市でも導入

したいと思っています。 

島廣室長   スポーツセンターでもいろいろな利用の仕方がありますが、この利用をさ
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せても良いかとか、料金を高くするのかどうかなど、指定管理者から市に、

確認が来ます。それに対して市の判断、見解を出していっていますので、同

じようなことになるのかなと思っています。 

立花部長   教育委員会所管ですが、非常に問題点の多いような利用については、個々
に報告などさせていただこうと思います。実際の許可権限の内容については、

教育長の委任を受けた上で、事務局内での決裁権限で処理させていただくと

いうことになりますので、しっかりとした基準をつくった上で、運営させて

いただきたいと思っております。 

上江洲理事  民間に任せますが、一定の裁量の範囲内ですから、丸投げではありません。
ですから、必ず教育委員会のガバナンスが働きます。今おっしゃられたよう

な懸念については、一定のモニタリングもして、指導もしていきますから、

その辺はうまくいくと思います。 

須貝教育長  ほかに何かございますか。 

井上委員   利用料金は、妥当な値段ですか。何を基準につくられたのですか。 

山下参与   この利用料金については、現行の条例の使用料金をもとにしております。
考え方として、利用料金の基礎となる使用料金については、それぞれ公民館

の管理運営費の基礎として算出したものです。 

島廣室長   既に、現条例で使用料を規定しています。その使用料をもとにして、１日
フルの時間帯であればいくらになるのか、というのを決めています。それを

上限として、現条例の７条で、前後に掲げる場合以外は２倍にするという、

それを２倍にした金額をこの利用料金の表の中に入れています。        指定管理者はこの２倍のところまでフルにとるのか、もう少し考えて安く
するのか、これは指定管理者になってまいります。 

立花部長   現在ご利用いただいている料金のまま、指定管理者制度の導入後も同じ金
額で利用していただけるよう考えております。 

井上委員   この利用料金が決まっていて、これ以上だめですよとしたら、その指定管
理者がもう少し高くしたいなと思ったときに、だめではないですか。 

島廣室長   現状、夜間帯の利用は少なくなっています。６時以降９時までの時間帯は、
他が５割、６割の利用率があるのに比べ、２割、３割しかないので、逆に指

定管理者としてはそういう時間帯が空いているので、いろいろな活動に使え

ると思っていますし、料金を下げることによって利用率をアップさせるとい

うような取り組みも図れるのかなと思っております。 

立花部長   室長が申したとおりですが、今の公民館の利用率は約５０％です。 

井上委員   そんな低いのですか。 

立花部長   低いですが、近隣で比べますと高い状況です。ただ、あと５０％空いてい
ます。これをもっと市民の人に利用していただきたいし、その仕組みをどん

どん考えていかないといけません。それを行政がやりますと、今日お配りま

したこの使用料表を見ていただいたらわかりますが、ガチガチに決まってお

ります。同じ基準でこれしか書いてない。逆に、こういった金額的なお客様

を集める誘引として、例えばこの時間帯は安いというようなこともこの利用
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料金制度では設定可能になります。 

川名委員   そこに裁量が来るので、すごくいいと思いました。西宮市の芸術文化セン
ターも空けておくよりは５００円でやろうという、ワンコインコンサートは

チケットが取れないぐらい人気です。同じ開けておいても空調も人もかかる

から、安くして使ってもらい、お客も満杯になるし、若い新人の方も三千人

の前で演奏できますし、そのようなことを考えてもらって利用繁栄に繋げて

いただきたい。 

島廣室長   井上委員がおっしゃったように、あくまでも社会教育施設としての今後も
守って、社会教育の登録団体が社会教育活動をできるという、まずはそれを

しっかりと優先的に押さえた上で、なおかつその空いている部分について柔

軟な対応ができるように、そういった運営を考えていこうと思っています。 

須貝教育長  いろいろとご意見出ましたけれども、ほかよろしいですか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、議案の第２８号 宝塚市立公民館設置管理条例の全部を改正す
る条例の制定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、議案の２９号 宝塚市社会教育委員の会議への諮問について、
担当課よろしくお願いします。 

水野課長   議案第２９号 宝塚市社会教育委員の会議への諮問について、提案理由及
び内容をご説明申し上げます。        本件は、地域課題解決のための公民館学習及び社会教育のあり方について、
社会教育法第１７条第１項第２号の規定に基づき、宝塚市社会教育委員の会

議に諮問しようとするものです。        宝塚市社会教育委員の会議から、平成２７年５月に受けました答申書「市
民が学習効果を生かし合う地域社会づくりのための社会教育施設（公民館の

あり方）」において、現状の公民館の役割が「個人的・サークル的な学習活動

等の場の提供」にとどまっていることを課題と捉え、公民館が持続可能な社

会づくりのための学習機関として、「地域課題を発見・解決することを目指し

た参加型の学習を進めていくこと」が重要であるとの意見を受けております。        また、平成２９年４月には、同じ社会教育委員の会議により提出されまし
た意見書では、「公民館と指定管理者制度のあり方」では、上記答申書の内容

を市の直営以外の運営方法で実現する場合の留意点といたしまして、七つの

条件などの提示を受けております。        今後、地域課題解決のための学習の場としての公民館を実現するためには、
運営方法にかかわらず、公民館が実践すべき具体的な学習方法を確立する必

要があると考えております。        つきましては、公民館における地域課題解決のための学習及び今後の本市
の社会教育のあり方について、諮問を行うものでございます。        説明は以上です。 

須貝教育長  ありがとうございました。 
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       何かこの件でご質問ございませんか。 

川名委員   住民力を生かすために、やっぱり学んだことを生かしてもらえたら一番い
いですね。 

島廣室長   先の評価の会議でも私が少しお伺いしたのですが、社会教育課の本来の活
動、こういったものがどうあるべきなのかということが、今の施策の中でも

少なくなってきておりますので、今回このような諮問をさせていただいて、

ご意見いただこうと考えています。 

須貝教育長  ほかにご質問などよろしいですか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、議案の第２９号宝塚市社会教育委員の会議への諮問について、
原案通り可決といたします。        本日の会議は、ほかに何かございますか。 

西本室長   ございません。以上です。 

須貝教育長  それでは、本日の教育委員会の会議はこれで閉会といたします。        ありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時０５分 ───────────── 

 


