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平成３０年第２１回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 

 

１ 開催日   平成３０年１０月３０日（火） 

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１２分 

５ 出席した委員の氏名   森 恵実子教育長、篠部 信一郎委員、川名 紀美委員、木野 達夫委員  及び望月 昭委員 

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 
管理室長       西本 学 
学校教育室長     羽田 正樹 
教育支援室長     川戸 義弘 
学校教育部次長    谷川 妙美 
生涯学習室長     公手 勤 学事課長       高田 輝夫 

学校教育課長     藤山 昌生 
特別支援教育担当課長 今北 眞奈美 
青少年センター所長  伊藤 章 
学事課係員      中西 史之 
学事課係員      岩佐 豪 

 

８ 会議の書記   教育企画課長     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２７号 中山桜台小学校・中山五月台小学校学校統合計画の策定について 

〇議案第２８号 宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例及び宝塚市立西谷認定こども園条例の
一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 

〇議案第２９号 平成３１年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の変更について 
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                     会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３０分 ───────────── 

森教育長   平成３０年第２１回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催いたします。  傍聴者の希望の方はいらっしゃいますか。 

西本室長   どなたもおられません。 

森教育長   本日の署名委員は川名委員です。よろしくお願いします。  本日の付議案件は、議決事項３件です。進行について事務局より、お願い
します。 

西本室長   本日の付議案件は、議決事項３件です。 

議案第２７号、中山桜台小学校・中山五月台小学校学校統合計画の策定に

ついて 

議案第２８号、宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例及び宝塚市立西谷認定こ

ども園条例の一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、平成３１年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の変更について        以上です。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

森教育長   それでは、議案第２７号、中山桜台小学校・中山五月台小学校学校統合計
画の策定について、担当課より説明お願いします。 

髙田課長   議案第２７号、中山桜台小学校・中山五月台小学校学校統合計画の策定に
ついて、提案理由及び内容を御説明申し上げます。 

本件は、平成２８年３月に策定した宝塚市立小学校及び中学校の適正規模

及び適正配置に関する基本方針に基づき、同年１０月に設置した中山台地区

教育環境適正化検討委員会から、本年４月に中山台地区における学校園規模

の適正化についてとして、小学校の適正化については中山桜台小学校と中山

五月台小学校を統合することにより一定の学校規模を維持する方向で意見が

一致したとの意見を取りまとめ、早期に実現を求める意見書が教育委員会に

提出されました。この意見書に基づき中山台地区の児童のより一層の教育環

境の充実を図るため、中山桜台小学校・中山五月台小学校学校統合計画を策

定するものです。 

資料の１ページ目には、今御説明した経過を記載しております。 

具体的な計画は、２ページ目に記載しています。 

最初に、学校統合です。中山桜台小学校ですが、現在は児童数が４００人

を超え、本年度は１５学級で適正な範囲内ですが、将来的には小規模化が進

行するため、既に小規模化が著しい中山五月台小学校と統合することにより、

適正な学校規模を維持しようとするものです。 

（２）の統合後に使用する学校ですが、両校の立地、あるいは通学距離等

の教育的な環境から、中山桜台小学校に統合することといたします。 

３点目、目標年度、統合の時期ということですが、平成３３年、２０２１

年の４月１日を目標年度といたします。 

次に大きな３の統合計画の進め方ですが、第一に大切にしたいことが市民
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との協働であり、協働の上で取り組みを進めていこうとするものです。 

次に３ページの具体的にはということですが、学校統合準備会という組織

を設置して、必要な検討・準備・調整を行っていきます。 

４ページをご覧ください。統合準備会の構成例ですが、全部で５つの部会

を想定しています。それぞれの分野・単位で準備会を立ち上げ、関係者で協

議をしていこうとするものです。総務部会、教務部会、事務部会、地域・Ｐ

ＴＡ部会、それと児童育成部会、それにプラスしてその他必要に応じて設置

する部会ということで、基本的には５つの部会を想定しています。この準備

会には、保護者・地域・学校関係者が入って、協働で進めていきます。 

再度３ページの、４、関連事項です。１つ目は、地域児童育成会です。こ

れは、市長部局の子ども未来部が所管しておりますが、学校統合に伴い学校

単位で設置されている児童育成会も統合となります。 

次に、統合後の中山五月台小学校の跡地利用についてです。本年２月に開

催した地域説明会の際に、地域から学校統合後も引き続き社会体育団体が使

用できるようと強い要望がありましたが、統合後は教育施設ではなくなりま

す。どのような施設の性格になるかを整理しなければ具体的な管理方法も出

てきませんが、この整理を待っていては学校統合の方向性を決めること自体

が遅れてきます。実際、統合後の施設利用については、直接教育環境には影

響ないことから、これは統合までの間に詰めていくこととします。当然、市

の貴重な公有財産として、宝塚市公共施設マネジメント基本方針に基づき、

市長部局とも連携をとりながら検討を進めることとして、児童育成会と合わ

せて関連事項に取りまとめしております。 

最後に、３ページの一番下５のその他ですが、本計画は進捗状況に応じて

適宜見直しを行うとしております。本市では学校統合というのは初めての経

験ですので、今後具体的な準備委員会等で検討を進めていく中で、進路調整

等必要が生じた場合には、適宜見直しを行っていく旨の規定をしています。 

４ページ以後については、学校規模とか施設面積とか配置図等を添付資料

としてお付けしております。 

御説明は以上です。 

森教育長   それでは、まずは学校を１つに統合するということ。それから、統合計画
の目標年度を２０２１年４月１日とすること。３つ目が学校統合準備会、４

つ目が児童育成会、５つ目が中山五月台小学校の跡地利用について、それか

ら６つ目が学校統合準備会という大きく６つに分けられると思います。先に

全部を含めて質問をいただくか、質問と意見を一緒にして一つずつ押さえて

いくか。どちらがよろしいですか。 

髙田課長   御質問と御意見を一緒にいただければと思います。 

森教育長   それでは、１つ目と２つ目の学校を一つに統合するということと、それか
ら目標年度を２０２１年４月１日とするということについて、御意見と御質

問をいただきたいと思います。 

篠部委員   あとの総務部会の部分と絡むのですが、これは吸収統合ではなくて学校を
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一つに統合ということですよね。学校の名称はどうされるのですか。新設校

という形をとるのですか。 

髙田課長   後の総務部会の所掌事務例として、統合後の学校名称、校章、校旗、校訓、
校歌に関することを規定していますが、これはあくまで準備会の中で２校を

廃校にして１校新設する方がいいという結論になった場合です。地域として

桜台小学校が元々あった学校で、そこから分離したのが五月台小学校なので、

元に戻るだけという御意見もありました。その視点に立てば桜台小学校の名

前を継続することになり、校歌、校旗等も現状のものを引き継いでいくこと

になるかと思います。しっかり地域と協働して、一緒に考えてまいります。 

森教育長   このことについては、総務部会で話し合うということですか。 

髙田課長   基本的な部分は、総務部会で話し合いを行います。その後、地域の方、保
護者、地域の関係団体等で構成している適正化検討委員会に報告して調整し

ながら最終的に決めてまいります。 

森教育長   この準備会には、教育委員会の事務局は入るのですか。 

髙田課長   この部会、検討委員会の全てに、事務局は入ります。 

森教育長   それでは、１番と２番については、了承ということで進めていきます。 

先ほどから出ている学校統合準備会についてですが、相当地域の方、保護

者の方、それから先生方が入るということで、ほかの学校よりも先生方にと

ったら会議が多くなるということでしょうか。その辺はどういう位置づけで

進めていく考えを持っておりますか。 

髙田課長   ここで言う教職員というのは、中山桜台小学校と中山五月台小学校の先生
方を想定しております。今ある学校のお仕事に加えて、新たに発生すること

になりますので、先生方の負担は多くなることは事実です。地域の方、保護

者についても、自治会長やコミュニティの役員、あるいはＰＴＡの役員の方

が代表として出てこられると思いますので、現在のお仕事に加えて業務が増

えるかと思います。ただ、そこは負担にならないように、事務局も既に統合

されている自治体を勉強して、事前整備できるところは整備をして、要点を

絞って極力会議の回数が増えない形で進めていきたいと考えております。 

望月委員   統合スケジュールですが、現４年生以上は卒業するので、関係してくるの
はこれから入ってくる児童かと思います。これを公表した時点で、例えば五

月台に入学予定の子どもが、どうせ桜台に行くことになるのなら、桜台に通

わせたいという意見が出る可能性もあると思いますが、その場合はどのよう

に対処されるのですか。臨機応変にという形か、あくまでも五月台がある間

は、五月台に通ってという形になるのですか。 

髙田課長   五月台小学校は現在１００人ほどの規模ですので、もし希望者が桜台小学
校にとなると、統合までの間もより学校環境が厳しくなります。そのため、

統合までの間は五月台小学校に通っていただく想定です。ただ、特別配慮の

必要な子ども、あるいは特別支援学級に在籍する子どもにつきましては、転

校することが非常に負担になりますので、特段配慮ができるよう準備会も含

めて今後検討していきたいと考えております。 
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木野委員   準備会が５つありますが、それぞれ地域、保護者、教職員と入っていまし
て、地域の方、保護者の方は別の方を御予定しているのか、兼任もあり得る

のですか。 

髙田課長   基本的には、今後ＰＴＡを中心に選任の御依頼をします。この場合、選任
方法、どの部会に任命していただくのか、推薦していただくのかについては、

基本的に各ＰＴＡにお任せいたしますが、やはり負担にならないということ

だけは十分にこちらからお願いし選任していただきます。 

森教育長   この地域の方というのは、適正化検討委員会に入っている方も入るのです
か。委員会の方と統合準備会で重複することはあるのですか。 

髙田課長   基本的には、コミュニティに依頼をいたしますが、適正化検討委員会の委
員が指名されれば、その方をそれぞれの部会に委員として任命いたします。

例えば（４）の地域・ＰＴＡ部会ですが、これには通学路の問題があります。

通学路の見守りは別の団体等があり、その団体から出てきていただくことに

なるので、必ずしも今の適正化検討委員会の委員だけではなく、別の委員の

方を任命する形になろうかと思います。あくまでもコミュニティに、あるい

は自治会に依頼する形になりますので、できる限りこちらの趣旨を申し上げ

て、それにふさわしい方の任命をしていただこうと思います。 

森教育長   この準備会がいつから発足するかということは、あとで説明していただい
たらいいのですが、これはとても大事な会になります。これが失敗したら、

今までせっかく丁寧に進めてきた統合の話が、崩れてしまう可能性もありま

す。なので、５つの準備会を、本当に子どもたちのための統合に向けて前向

きに話し合って決めていくという、そういう準備会にしなければいけません。

そのリーダーシップをとるのは、やはり事務局だと思います。そういう面で、

ほかに御意見や御質問等ございませんか。 

川名委員   地域の方ともこれまで数年かけてコミュニケーションをとり、大きな反対
もないので大丈夫だと思っておりますが、実際にスタートしたら予期せぬこ

とが起こるかもしれません。その都度きちんと対応していくため、スケジュ

ールもこのような感じで良いかと思います。また、統合について、どこかで

子どもたちの意見も聞けるといいなと思います。途中経過の報告でもいいで

すが、子どもたちに情報提供しながら進めていただけると、不安も減少する

かと思いますので、その点について考えていただけたらと思います。 

立花部長   ２ページ目に地域コミュニティとありますが、地域コミュニティという表
現は概念的には非常に曖昧です。おそらく、まちづくり協議会かと思います

が、まち協のことなのか自治会のことを言っているのか。また、学校統合準

備会というのは、大事なことを決める会合です。大事なことを決めるのに、

任意の団体や地域の一部の人で決めているのではないかという意見をよく

聞きます。なので、設置根拠をしっかりと決めておく必要があるかと思いま

すが、どのように考えられておりますか。 

森教育長   川名委員の子どもに対しての意見を含め、３点答えてください。 

髙田課長   まず、準備会がいつからかということですが、この計画書ができた段階で
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それぞれのＰＴＡやコミュニティに説明に行き、その後にＰＴＡ等の会合の

中で委員を選出していただくとなると、どうしても月に１回しか集まりませ

んので、委員の選任に１２月中はかかってしまいます。ただ、その後は速や

かに取り組んでいきたいと思います。児童育成会部会は子ども未来部が所管

することになりますが、教育委員会が所管する４つの部会については年明け

の１月から取り組んでいきたいと考えております。 

次に、子どもに対しての配慮という点ですが、４ページの表の教務部会の

一番上、学校統合に関して児童及び保護者への配慮に関することにおいて、

両校の先生方に何度かお話に伺い、子どもや保護者への聞き取りや配慮も重

要なので早くしていきたいという要望も聞いております。この項目でもって、

しっかりと子どもたちに寄り添って意見を聞くなどの対応をしながら、具体

的な計画に反映していきたいと考えております。 

２ページの地域コミュニティですが、これは中山台コミュニティのことで

す。なので、表現を変更させていただきます。 

また、学校統合準備会ですが、要綱でもって設置する予定です。 

森教育長   では、要綱について、教育委員会で報告ということでよろしいですか。 

髙田課長   教育委員会で、御報告させていただきます。 

森教育長   それでは、２番の学校統合について、この案で承認ということで、次に移
らせていただきます。 

児童育成会について、２つの学校を統合して直営で行うということですか。 

髙田課長   その運営主体については、まだ子ども未来部で検討中です。 

森教育長   それでしたら、児童育成会のことについては以上とします。        では、五月台小学校の跡地利用について御意見、御質問いかがですか。 

篠部委員   西谷の自然の家が、現在使用できません。先日小学校を見学させていただ
きましたが、里山などの環境が大変良く、その代わりとして使うことができ

たらと思いますが、そのような計画はありますか。 

髙田課長   学校教育施設のその後の利用については、企画経営部の公共施設マネジメ
ントを担当している施設マネジメント課と協議して決定していくことにな

ります。なので、具体的に跡地利用が決定したということはございません。

ただ、２月に実施した説明会の中で、中山五月台小学校のスポーツクラブ２

１の社会体育団体が地域から７つほど登録されていますが、今まで使えてい

た活動拠点が無くなるということで、しばらくの間は維持してほしいという

要望がありました。これは具体的に適正化検討委員会でも要望していこうと

いうことで、４月にいただいた意見書の中でもしっかり地域と協議をして決

めていってほしいという項目があり、まずは施設マネジメント課が中心にな

って社会体育団体等との協議が始まっていくのではないかと思います。 

森教育長   そうすると、この公共施設マネジメント基本方針に基づいて検討を進める
ということでよろしいですか。 

髙田課長   はい、そのように進めてまいります。 

森教育長   それでは、全体を通して御意見、御質問ございますか。 
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委員     （なし） 

森教育長   それでは、議案第２７号、中山桜台小学校・中山五月台小学校学校統合計
画の策定については、文言の修正を行うこととして可決いたします。        次に、議案第２８号、宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例及び宝塚市立西谷
認定こども園条例の一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。 

髙田課長   議案第２８号、宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例及び宝塚市立西谷認定こ
ども園条例の一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御説明申し上げます。        本件は、これらの条例において参照している関係法令に改正があったこと
等を受けて、条例を改正しようとするものです。主な改正の内容としては、

市立幼稚園及び認定こども園における保育料決定について、現在は市町村民

税所得割課税額に応じて認定した階層をもとに金額を決定していますが、子

ども・子育て支援法施行令及び同法施行規則の改正により、寡婦控除の適用

外となる未婚のひとり親についても寡婦控除を受けることができるように

なったため条例を改正するものです。寡婦控除により、夫婦が死別もしくは

夫婦が離婚し、その後婚姻をしていない、または夫婦のどちらかの生死が明

らかでないもので、後に婚姻していない人を寡婦（夫）の場合、税制上措置

されているのですが、婚姻関係のないひとり親については、そういった税制

上の措置がありませんでした。そのため、子ども・子育て支援法が改正され

たことによって、未婚のひとり親世帯についても寡婦と同じ取り扱いをして

いこうとするものです。なお、改正条例の施行期日は、条例公布の日としま

す。ただし、本規定については経過措置を定め、本年９月以降の保育料の決

定から適応することといたします。        説明は以上です。 

森教育長   何か御質問、御意見等ございますか。 

委員     （なし） 

森教育長   それでは、議案第２８号、宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例及び宝塚市立
西谷認定こども園条例の一部を改正する条例の制定について意見を申し出

ることについては、先ほどの点は修正するとして可決といたします。 

それでは次に、議案第２９号、平成３１年度宝塚市立幼稚園の園児の定員

の変更について、担当課より説明をお願いします。 

髙田課長   議案第２９号、平成３１年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の変更について、
提案理由及びその内容を御説明申し上げます。 

本件は、本年７月２６日開催の第１５回宝塚市教育委員会において決定し

た、平成３１年度の宝塚市立幼稚園の園児の定員のうち、良元幼稚園、小浜

幼稚園、宝塚幼稚園、仁川幼稚園、西山幼稚園、中山五月台幼稚園、丸橋幼

稚園、長尾南幼稚園の８園における２年保育の定員をそれぞれ１学級３０人

に変更するものです。この８園については、平成３１年度の園児の定員をそ

れぞれ２学級６０人定員としていましたが、１０月２日から４日まで実施し
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た市立幼稚園の園児募集において、いずれの園も申込者が３０人を下回りま

した。この園児募集の結果を受け、当該８園については１学級３０人に定員

を変更いたします。この変更により、平成３１年度の宝塚市立幼稚園の２年

保育の定員は、１５学級４５０人の定員となります。なお、１２月に園児の

追加募集を行い、その後は定員に達するまで随時募集を行います。 

議案書の１０ページ、１１ページに、関連の資料を掲載しております。１

１ページの一番上の表が、３年保育です。６０人定員に対し、７０人の応募

がありました。１０月５日時点では辞退者数はゼロですが、本日時点におい

て長尾幼稚園で２人、仁川幼稚園で１人が辞退となっております。ですから、

入園者そのものは長尾２０人、西谷２人、仁川２０人で変更はありませんが、

補欠が長尾で１７人となっているのが今は１５人、西谷は０人ですが、仁川

は９人となっているのが、今は８人という状況です。 

下の表が４歳児です。２３学級６９０人で募集をし、２３７人の応募があ

りました。３年保育からの進級児見込みが４３人ですので、今の状況でいく

と来年度は２８０人の園児となる予定です。今年度と来年度見込みを比較す

ると、現在は３４２人園児がいますが、来年は２８０人ですから約６０人の

園児が減る見込みです。 

一番下の表が５歳児です。５歳児はいつも応募者数が少なく、例年１５人

から２０人程度の応募です。３４５人の４歳児の進級を入れると、３６５人

が５歳児の新しい体制の見込みです。一番右側、平成３０年５月１日に４１

６人いる園児が、３６５人に減る見込みとなります。ここでもやはり５０人

ほど減りますので、来年度は今年度と比較すると園児が１００人ほど減る見

込みです。 

学級数ですが、４歳児で１減、５歳児で１減の見込みです。 

１２ページから１５ページは、追加募集の募集要項です。 

説明は以上です。 

森教育長   この幼稚園の募集人数については、経過の報告をしておりますが、８つの
幼稚園の２年保育が結局１クラスになるということですね。 

何か御意見、御質問等ございますか。 

川名委員   長期的にどうしても子どもの絶対数が減ったり、労働力が足りないため共
働き家庭がどんどん増えたりということを考えると、その傾向は加速するこ

とはあっても止まることはないので、市立幼稚園のあり方というのを長期的

にどうしていくのかというのを考えていく必要があります。保育園やこども

園や幼稚園など全体で、幼児教育をどうしていくかというのは、関係の部署

ともいろいろやっていただいていると思いますが、改めてやっていかないと

いけないかと思います。これを見ていると、毎年このくらいの規模で減って

いくということなので、どうしたらいいのでしょうか。小学校において子ど

もの数が減ると、やはり切磋琢磨とかいろいろなことで教育的効果がどうか

という話をして、一方で少ない人数でいいこともあるけど、それは本当にい

いのかどうかとか考えないといけないと思います。１０年先、２０年先を見
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据えてどうしていくかということをやっていただければと思います。 

森教育長   少しずつ計画はしていますが、やはり委員会でも、保護者・市民の方にも、
川名委員が言われたように、宝塚の幼児教育をどうしていくかという方向性

を提供していかなければいけないと思います。その中で、公立幼稚園につい

てはどういう計画を進めていくかという、今後の見立てを示していかないと、

ただただクラスを減らしていく、自分の地域の幼稚園がなくなっていくだけ

では、やはり不安だと思います。そういう長期的な幼児教育について、どう

していくかというようなことは大事なことだろうと思います。        そのことについて、説明していただけますか。 

谷川次長   公立幼稚園の就園児数が減ってきているということについては、私たちや
市立幼稚園の園長たちも非常に危機感を持っております。一定の研修・研究

を積んで、教職員もある程度キャリアを積んだ教職員が保育に携わっており

ますので、その辺の力もどういう形で宝塚市の幼児教育全体に還元できるの

かというようなことも踏まえて、一公立幼稚園のことだけではなくて、全体

に公立幼稚園の幼児教育全体の中で、公立幼稚園がどんな役割を果たしてい

くのかということを園長会も含めて教育委員会と一緒に考えていこうとい

うことで、定期的に協議の場を設けていこうかと思っております。ただ、そ

れは園長会中心になっていますので、全体を考えるとやっぱり保育所に関係

する子ども未来部等の関係部署との協議も必要かなと思っておりますので、

そのあたりを全体に広げながら考えていきたいと思っております。 

森教育長   ほかに御質問等ございますか。 

委員     （なし） 

森教育長   それでは、議案第２９号、平成３１年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の変
更については、原案どおり可決といたします。        本日の予定の案件は以上ですが、ほかに何か御報告いただくことはござい
ませんか。 

西本室長   ございません。 

森教育長   それでは、本日の教育委員会を閉会いたします。        どうもありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時１２分 ───────────── 

 

 


