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平成２９年第６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３月２３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 

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 

教育企画課課長    柳田 直記 

職員課長       田邊 哲朗 

学校教育課長     井上 秀清 

教育研究課長     井上 淑子 

青少年センター所長  柳田 覚 

教育支援課長     福本 徳子 

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 ６号 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   ○議案第 ７号 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   ○議案第 ８号 宝塚市教育委員会公文書取扱規程の一部を改正する規程の制定につ
いて   ○議案第 ９号 宝塚市幼稚園教育審議会規則の一部を改正する規則の制定について   ○議案第１０号 平成２９年３月３１日付け教育委員会所管職員の人事異動について
【 非公開案件 】   ○議案第１１号 平成２９年４月１日付け教育委員会所管職員の人事異動について 

【 非公開案件 】 

10 その他 

（報告事項） 平成２８年度実施 宝塚市学習理解度調査の結果について【 非公開案 

件 】
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会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３１分 ───────────── 

須貝教育長  皆さん、こんにちは。        それではただいまから、平成２９年度第６回宝塚市教育委員会の会議（定   

例会）を開催いたします。        傍聴者はありますでしょうか。 

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。        本日の署名委員は篠部委員、よろしくお願いします。        付議案件は、議決事項が６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。 

西本室長   本日の付議案件は、議決事項が６件、議決事項以外の案件が１件です。  議案第６号 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、議案第７号 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、議案第８号 宝塚市教育委員会公文書取
扱規程の一部を改正する規程の制定について、議案第９号 宝塚市幼稚園教
育審議会規則の一部を改正する規則の制定について、議案第１０号 平成２
９年３月３１日付教育委員会所管職員の人事異動について、議案第１１号 
平成２９年４月１日付教育委員会所管職員の人事異動について、報告事項と

いたしまして平成２８年度実施 宝塚市学習理解度調査の結果について、以
上でございます。  なお議案第１０号及び１１号につきましては、人事に関する案件というこ
とになりますので非公開でご審議をお願いいたします。  また理解度調査に関する報告につきましては、資料中に学校ごとの学力調
査の結果を含んでおります。非公開での報告とさせていただきます。  そのため、審議の順番といたしましては、議案第６号から第９号までを順
番にご審議いただいた後、非公開で理解度調査に関する報告をした後に、事

務局と説明員以外は退席をしていただいた上で、最後に非公開で議案第１０

号及び１１号についてご審議いただきたく思います。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

須貝教育長  ありがとうございました。  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。  まずは議案第６号、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、担当課のほうからよろしくお願いします。 

柳田課長   議案第６号 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、提案理由及び内容をご説明いたします。  本件は平成２９年４月１日から教育委員会事務局学校教育部学校教育室に、
新たに課組織として「幼児教育センター」を設置することに合わせ、幼児教

育センターに所長として課長級または副課長級の職員を置くこととし、学校

教育課及び幼児教育センターの事務分掌について整備するとともに、青少年
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センターの事務分掌について、従前から青少年センターが分掌しているスク

ールソーシャルワーカーに関する事務を加えるものです。  説明は以上です。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。この件について、何かご質問ございますでしょ
うか。幼児教育センターの事務分掌など、よろしいですか。特にないですか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは議案の第６号 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、原案どおり可決といたします。  続きまして、議案第７号、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、説明をよろしくお願いします。 

柳田課長   議案第７号 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、提案理由及び内容をご説明いたします。  本件は平成２９年４月１日から、教育委員会事務局学校教育部学校教育室
に新たに課組織として幼児教育センターを設置し、幼児教育センターに所長

として課長級または副課長級の職員を置くことに合わせ、副課長級の職員で

所長として配置された者について、宝塚市教育委員会事務局等職務権限規程

に定める課長と同等の権限を有するものとするものです。 

説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

須貝教育長  この件はいかがでしょうか。ございませんか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  では、議案第７号、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、原案どおり可決といたします。  では、議案第８号、宝塚市教育委員会公文書取扱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   議案第８号、宝塚市教育委員会公文書取扱規程の一部を改正する規程の制
定について、提案理由及び内容をご説明いたします。  本件は平成２９年４月１日から教育委員会事務局学校教育部学校教育室に
新たに幼児教育センターを設置することに合わせ、同課が作成する公文書に

付すべき文書記号を新たに規定しようとするものです。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

須貝教育長  ご意見などいかがでしょうか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  よろしいですか。では、議案第８号、宝塚市教育委員会公文書取扱規程の
一部を改正する規程の制定について、原案どおり可決といたします。  続きまして、議案第９号、宝塚市幼稚園教育審議会規則の一部を改正する
規則の制定について、担当課より、よろしくお願いします。 

谷川課長   議案第９号、宝塚市幼稚園教育審議会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。  本件は本年４月１日付で学校教育部学校教育室に新たに課組織として幼児
教育センターを設置することに伴い、教育委員会が所管する宝塚市幼稚園教
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育審議会の庶務について、従前は「学校教育課」が行うこととしていたもの

を、同審議会の所掌事務を踏まえ「幼児教育センター」が行うこととするも

のです。  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。この件はどうでしょうか。よろしいですか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、議案第９号、宝塚市幼稚園教育審議会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可決といたします。  続きまして、先ほど事務局からありましたように、次の報告は非公開での
報告といたします。  報告事項、平成２８年度実施宝塚市学習理解度調査の結果について、担当
課よりよろしくお願いします。 

 

【  非公開案件の報告あり  】 

 

須貝教育長  では、ありがとうございました。それではこれ、取り扱いだけ注意をお願
いしたいと思います。  それでは続きまして、次の２件の議案は、先ほどの事務局のほうからあり
ましたように非公開案件ということで、事務局の説明員以外の方は退室とい

うことでお願いしたいと思います。ではよろしいですか。 

【  関係職員以外退室  】 

須貝教育長  議案第１０号 平成２９年３月３１日付け教育委員会所管職員の人事異動
について、それから、議案第１１号 平成２９年４月１日付け教育委員会所
管職員の人事異動について、担当課のほうからお願いします。 

 

【  非公開案件の審議あり  】 

 

須貝教育長  ほかになにかありませんか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは議案１０号、平成２９年３月３１日付け教育委員会所管職員の人
事異動について、それから議案第１１号、平成２９年４月１日付け教育委員

会所管職員の人事異動について、原案どおり可決といたします。 

【  職員 入室  】 

須貝教育長  本日の予定案件は以上ですけども、ほかに何かご報告は。 

西本室長   ございます。  本年３月市議会定例会におきまして、その最終日の今月２１日、提出議案
の採決が行われました。そのうち教育委員会所管の提案事項でございました、

議案第３４号 宝塚市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定につい
て、議案第４１号 和解することについて、は原案どおり可決されました。
合わせまして、議案第４７号 宝塚市教育委員会委員の任命について合意を
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求めることについての採決が行われまして、川名紀美委員の再任が決定をい

たしました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

須貝教育長  では川名委員、４月以降もぜひよろしくお願いしたいと思います。 

それでは本日の教育委員会の会議は閉会といたします。どうもありがとう

ございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時１０分 ───────────── 

 


