
平成２９年第３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２月８日（水） 

２ 場 所      宝塚市役所  ２－４・５会議室 

３ 開会時間  午後１時３０分 

４ 閉会時間  午後２時１１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     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 教育企画課長     柳田 直記 

職員課長       田邊 哲朗 
施設課長       福田 芳巳 
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準備担当課長 谷川 妙美 
教育研究課係長    永井 孝美 
東公民館長      大西 章 

 

８ 会議の書記 

教育企画課事務職員  小松 謙太  
９ 議題   ○議案第４号 平成２８年度教育委員会所管一般会計補正予算（第５号）（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） 教職員の非違行為における処分結果について【 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  では、皆さん、こんにちは。  それではただいまから平成２９年第３回宝塚市教育委員会の会議（定例会）
を開催いたします。  まずは傍聴者はいかがですか。 

柳田課長   今のところ、ございません。 

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、篠部委員です。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。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４号 平成２８年度教育委員会所管一般会計補正予算（第５号）（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 教職員の非違行為
における処分結果について、以上です。  なお、報告事項については、個人に関する事項を含んでおりますので、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、お願いいたします。 

須貝教育長  それでは初めに、議案の第４号 平成２８年度教育委員会所管一般会計補
正予算（第５号）（案）の提出について意見を申し出ることについて、事務局

からよろしくお願いします。 

柳田課長   議案第４号 平成２８年度教育委員会所管一般会計補正予算（第５号）（案）
の提出について意見を申し出ることについて、内容をご説明申し上げます。  本件は、平成２８年度一般会計補正予算第５号（案）のうち、教育委員会
関係予算に関しまして、平成２９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あります。  平成２８年度教育委員会所管一般会計補正予算（第５号）（案）につきまし
ては、歳入予算は１億８，９９８万８，０００円を増額し、総額を３２億９，

９９２万７，０００円といたします。また歳出予算は４，３０７万２，００

０円を増額し、総額を５８億５，４０３万円といたします。  資料に基づきまして、概略をご説明させていただきます。  ３月補正につきましては、通常、年度の見込み等から不用額が出ないよう
な形で、事業費が確定したものを減額する、というのが主な内容ですが、今

回は、国の学校施設環境改善交付金の追加であったり、拡充があって増額を

されております。それに伴いまして、事業費ですとか財源を増額したという

こともありまして、規模としては増額の要求となっております。  増額しております内容について一欄をつけておりますので、そちらのほう
でまずご説明させていただきたいと思います。ページで言いますと、１２ペ

ージです。  一欄で左端に番号を振っておりますが、このうち一番下の２６番、それと
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次のページの２９番、３１番の小学校の施設整備事業及び中学校の施設整備

事業、それと長尾中学校の屋内運動場の改築事業ですが、こちらにつきまし

ては、平成２９年度実施予定の学校園施設整備事業で、国の補正予算で既に

１２月補正で事業費を計上して繰越明許費にしている分があるんですが、そ

の後さらに事業の追加及び対象額の増額がございました。この三つの分につ

きましては、美座小学校、高司小学校、それと安倉中のグラウンド改修工事

が追加で認められた部分と、それから長尾中学校の屋内運動場の改築工事、

こちらにつきましても増額となっておりますので、事業費を計上していると

いうようなことになります。  いずれにしましても、１２月補正と同様に年度内には執行ができませんの
で、平成２９年度に執行するということで、繰越明許費の設定も合わせて行

っているところでございます。長尾中学校の屋内運動場の改築工事につきま

しては、複数年にわたるということで、継続費も合わせて設定しているよう

な実情です。  続きまして、３９番です。これは学事課ですが、事業としては「ひょうご
多子世帯保育料軽減事業」という事業で、こちらは県の１００％の補助とし

て平成２０年度から多子世帯の負担軽減ということで、第３子以降の子ども

の多子世帯に対して、市立幼稚園の保育料の補助を実施してまいりました。  ２８年度、今年度からは、対象が第２子まで拡充されまして、その補助率
は従前は１００％の補助だったんですけども、第２子分につきましては、県

が５０％、市が５０％ということで拡充をされております。第３子以降につ

きましては県が１００％ということになります。これに伴いまして、対象拡

大分の事業費を計上するとともに、それに見合った歳入も見込んでいるとい

うことでございます。  続きまして４５番ですが、こちらは基金管理事業という形で事業名を振っ
ております。これは、学校給食費の公会計化を２８年度から実施しておりま

すが、従前、学校給食の食材調達を行っていました学校給食会、これは２７

年度末をもって解散いたしました。その時点で、給食費としての残余金がご

ざいましたので、これにつきましては、今後もこれまでと同様な形で食材費

に充てるということで基金を設置しておりますので、そちらの基金に積み立

てるというような形で、歳入と歳出同額で予算計上をしているものになって

ございます。  明細は以上ですが、議案書のほうに戻っていただきまして、継続費につい
てご説明させていただきます。ページで言うと９ページになります。  こちらはまず、継続費の追加、先ほどご説明いたしました長尾中学校の屋
内運動場の改築事業ですが、２８年度から３０年度の３カ年での事業という

ことで、総額を１２億２，３７７万１，０００円で年割額を設定しておりま

す。  続いて変更という形で、中央公民館の整備事業がございます。こちらにつ
きましては、事業の年割額を変更しているものでございます。 
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 次のページの第３表の繰越明許費の補正になります。こちらは既に繰越明
許費を設定しておりました１２月補正分までに加えて、今回新たにグラウン

ド整備の分で追加になる部分を増額して繰越明許費の額を変更しているもの

でございます。  以上で概要の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

須貝教育長  ありがとうございました。  今事務局から説明があったんですけども、ご質問なりありましたら。 

井上委員   ９ページなんですが、継続費の補正ですが、１０番の中央公民館事業整備
で、補正前と補正後を書いておりますが、これは間違っていませんか。総額

が年割になっていないね。 

柳田課長   失礼いたしました。正確には１０億４，６１３万５千円です。 

井上委員   それと、３ページのこの市立学校園トイレ清掃なんですが、これは月に何
回やっているんですか。子ども会とか、一応トイレ掃除はやっているはずな

んですけども、業者が入っているみたいですね。 

柳田課長   業者に委託するのは年に１回です。 

井上委員   学校施設管理委託料、これはどういう意味なのでしょうか。中学校施設開
放事業の中で。３ページの下から三つ目です。 

柳田課長   こちらは施設管理で、警備員を配置しております。そちらの契約額の確定
によって減額するもので、夜間の開放事業、放課後の開放事業について警備

員配置の委託事業になります。 

須貝教育長  ほかにないですか。 

髙田課長   実は一点ご説明しておかないといけないところがございます。私立幼稚園
補助事業なんですが、歳出、私立幼稚園補助事業で７１万５，０００円とい

う歳出予算を計上しております。  ４ページにあります私立幼稚園補助事業、７１万５，０００円の予算計上
なんですけども、この７１万５，０００円につきましては、今年度、２８年

に国の会計検査院から実地検査がございました。教育委員会のほうが対象に

なり、就園奨励費補助事業ほか、その検査の対象となって実地検査を受けた

んですけども、平成２６年度から事務はこども未来部のほうに移管はされた

んですが、平成２８年度の段階で過去５年にさかのぼって検査を受けるとい

うことから、学事課が所管していた時代も含めて検査を受けることになり、

当日説明をいたしました。  聞かれた内容というのは、補助対象項目、いわゆる保護者負担のこの部分
に対して補助が当たるのか、ということの質問に対して、本来であれば入園

料と保育料までだったんですが、今の取り扱いの中では施設使用料等も算定

基準に入れているという答えをしたことから、これは本来の補助対象ではな

いので、５年さかのぼって資料を出すようにという要求がありました。  幸いなことに、学事課が所管していた当時は補助対象費目は正確に処理は
されていたんですが、合わせて補助額が全額きちんと算出されているかどう

かも含めて全て洗い直すよう指示がございました。 
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 年間２，７００件ほどの事務をエクセルで処理をしていたということもあ
りまして、細かいミスが年間十数件見つかりました。それは本来補助すべき

でないところまで補助をしていたというところの金額間違いもございまして、

学事課が所管していた３年分と、あと、公立幼稚園につきましては今も学事

課のほうで所管しておりますので、公立幼稚園の５年分、合わせて７１万５，

０００円がその返還対象となったということでございます。以上ご報告です。 

須貝教育長  いいですか。ほかはございませんか。 

井上委員   ９ページの、この中央公民館整備事業なんですが、補正前と補正後、補正
後で減っているんですが、これで行けるんですね。 

立花部長   この補正の根拠というのは、入札によって２億円ほど落ちたんです。その
意味でそれを各年度に割り振って減額したということで、十分これで行ける

ということになります。 

井上委員   わかりました。 

須貝教育長  では、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４号、平成２８年度教育委員会所管一般会計補正予算（第
５号）（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。        では、続きまして、先ほど事務局からありましたように、次の報告事項は
非公開ということでお願いします。  報告事項、教職員の非違行為における処分結果について、担当課より説明
をお願いします。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 

 

須貝教育長  ほか、この件についてよろしいですか。いいですか。  本日予定案件は以上ですけども、このほかに何かありますか。 

柳田課長   ございません。 

須貝教育長  それでは本日の教育委員の会議は閉会といたします。  ─────────── 閉会 午後 ２時１１分 ───────────── 

 


