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平成３０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３０年６月２８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１時５５分 

５ 出席した委員の氏名   須貝 浩三教育長、井上 輝久委員、篠部 信一郎委員、川名 紀美委員  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 

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 
学教教育室長     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 教育企画課長     柳田 直記 

職員課長       田邊 哲朗 
施設課長       上治 秀臣 
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 
教育支援課長     福本 徳子 
青少年センター所長  伊藤 章 
社会教育課長     水野 寧 
施設課係長      北方 隆史 
施設課係長      平田 泰三 

 

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１８号 宝塚市立幼稚園規則の一部を改正する規則の制定について  ○報告事項 大阪府北部地震による被害状況について 
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   会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３０分 ───────────── 

須貝教育長  平成３０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。  傍聴希望の方はおられますか。 

西本室長   どなたもおられません。 

須貝教育長  本日の署名委員は、川名委員です。  本日の付議案件は、議決事項が１件、報告事項が１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、議決事項が１件、報告事項が１件です。        議案第１８号、宝塚市立幼稚園規則の一部を改正する規則の制定について        報告事項、大阪府北部地震による被害状況について 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

須貝教育長  それでは、議案第１８号、宝塚市立幼稚園規則の一部を改正する規則の制
定について、担当課より説明をお願いします。 

高田課長   議案第１８号 宝塚市立幼稚園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御説明申し上げます。 

主な改正内容につきましては、本規則第２条において定める園児の教育期

間について、本年度より長尾幼稚園及び仁川幼稚園の２園で新たに３年保育

を実施したことに合わせた改正を行うものです。当該規定については、本来

であれば昨年度末までに改正すべきであったところ、改正を失念していたた

め、平成３１年度の園児募集に先立って、今回改正しようとするものです。

なお、改正規則の施行期日につきましては、公布の日といたします。 

柳田課長   続きまして、議案第１８号、宝塚市立幼稚園規則の一部を改正する規則の       制定について、補足して御説明いたします。 

本件の主な改正内容については先ほど学事課長が御説明した通りですが、

私からは、文言の整理に関する部分について御説明いたします。 

今回の議案の中で、第５条、第６条、第９条及び第１０条において、「教育

長」を「教育委員会」に改めるという改正を行っています。これらの規定は

いずれも、書類の提出先や、入退園等の決定を誰が行うかを規定しているも

のです。法律によりますと、教育委員会における教育長はあくまで「教育委

員会を代表する」存在であり、例えば学校園への入学等に関することは「教

育長」ではなく「教育委員会」の職務権限とされています。この点、本市で

は、「教育委員会」に属する職務権限のうちの多くは職務権限規程等により

教育長以下事務局職員に下ろしており、事務処理等も事務局で行っています

が、本来的な権限としては「教育委員会」に属するものであることを踏まえ、

今回改正を行ったものです。なお、「教育長」と規定することが必ずしも誤

っているというわけではございませんが、こうしたケースの場合、多くの自

治体が「教育長」ではなく「教育委員会」と規定していることから、本件に

限らず、今後発生する例規の改正の際には、今回のような文言の整理を行う

予定としています。予めご了承くださいますよう、よろしくお願いいたしま
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す。 

補足説明は以上です。 

須貝教育長  何か御質問等ございますか。 

井上委員   第２条の教育期間についての質問ですが、改正前には市立西谷幼稚園は３
年とするとあります。改正案において、西谷幼稚園、仁川幼稚園、長尾幼稚

園と、それぞれの園名を入れる必要はないのでしょうか。 

髙田課長   当初の段階では、園名を入れることも検討をいたしました。幼稚園の統廃
合計画では、将来的に１２園を７園に統合しようと計画しています。７園中

３園が３年保育を実施していて、過半数に近い園が実施することになるので、

３園を特定するよりも全園で園児の教育機関は３年以内とするとして、その

他については、教育委員会が別に決めていこうと考えています。 

井上委員   保護者は、３年保育を希望しています。このような記載だと、次はどの園
がそうなるのかと思うようになります。次年度、３年保育は増える予定です

か。 

髙田課長   ３年保育の保護者のニーズが高いことは、事務局も認識しております。こ
の１２園から７園に統合していく過程で、残っていく幼稚園については、そ

こに園児が集約してきますので、保育スペースに余裕はないと考えています。

したがって、そのような状況でも保育スペースに余裕のある、仁川・長尾・

西谷の３園で３年保育を行います。 

井上委員   ということは、来年度は増えないということですね。 

髙田課長   はい。来年度に３年保育を実施するのは、従来からの西谷と、今年度から
実施している仁川・長尾の３園です。 

井上委員   早急に３年保育が拡大とならないのであれば、幼稚園名を記載しても良い
のではないですか。 

西本室長   基本的に今回の規則の改正というのは、従前に２年以内としていたのを、
３年保育を含めた３年以内と規則上整理したものです。 

井上委員   私たちは良くわかるのですが、保護者からしたら、３年保育が増えるので
はないかと思うのではないですか。 

髙田課長   基本的には、園児の募集については、毎年９月に広報紙・HP に掲載し、

各幼稚園でも広報して、募集要項を掲載します。その機会にどこの園で何年

保育をしているのか、募集定員は何人かなど、市民が誤解しないように広報

していきたいと考えています。 

須貝教育長  周知方法について検討しながら、進めていくということですね。        ほかに何か御質問等ございますか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、議案第１８号、宝塚市立幼稚園規則の一部を改正する規則の       制定について、原案通り可決といたします。        続きまして、報告事項、大阪府北部地震による被害状況について、担当課
より説明をお願いします。 

柳田課長   ６月１８日に大阪府北部を震源として発生した地震による市内の教育施設
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の被害状況について、ご報告いたします。        地震発生後の対応については、添付している市議会議員への配布資料に記
載しています。直後から建物・ライフライン等の破損や危険箇所の有無等の

緊急点検を実施して、安全性が確認できたことから、全学校での通常の学校

運営を行いました。幼稚園については、行事の振替による休園の２園と西谷

認定こども園を除く９園が臨時休園となっております。なお、学校での指定

避難所の開設については、ございませんでした。ブロック塀については、１

９日に全校園の緊急一斉調査を行い、建築基準法に抵触するブロック塀が４

校あることを確認いたしました。該当する４校については、対象ブロック塀

の周辺に児童・生徒が近づかないよう応急的に立ち入り禁止措置を行い、破

片の飛散防止の措置としてブルーシートで覆うとともに、塀の高さを低くす

るなどの対策に着手しています。通学路については、ブロック塀に面する箇

所を中心に地震発生当日から各学校で緊急点検を行い、倒壊などの危険と思

われる箇所があれば学校及び委員会事務局が対応に当たるようにしていま

す。各学校では、児童・生徒に対して、登下校中の危険箇所への接近を避け

るよう指導するとともに、教育委員会からも児童・生徒及び保護者へ向けの

文書を配布し、注意喚起をしています。        添付資料で一覧表を付けております。こちらは、市全体の被害状況をまと
めたものです。このうち、教育委員会で所管する施設としては、２３番から

４０番までの１８校園で被害が発生しています。        概要については以上になりますが、詳細等についての補足については、各
課から報告いたします。 

上治課長   修繕関係の一覧表の２３番から４０番ですが、職員が応急的に対応し、落
下物と安全確保を優先しています。モルタル等が落ちる箇所については、す

でに全部叩き落とした形で処理は終了しています。今後については、それの

本復旧に向けて、業者の手配等を進めています。応急的に４０番が終わって

おりますが、他も順次発注を進めている状況です。        続いて、ブロック塀については、立ち入り禁止措置は終わっており、破片
の飛散防止のためのブルーシートで覆う措置も終わっています。今は、各学

校と協議をして、安全な高さまで下げるという手だてをうっています。美

座・丸橋・末広・高司ですが、美座小学校においては昨日にブロック塀２段

完了しています。残りについては、今月末から来月頭で学校との調整を進め

ています。これは、元々目隠しフェンスとして設置しておりましたが、教育

委員会事務局としては人命優先としているため、今夏の目隠し機能は難しい

と考えています。まずは倒壊に関する人命優先ということで、転倒しない高

さまでに処置を進めているところです。今後については、国もブロック塀に

ついては危険だということで、補助金も視野に検討を開始するといわれてい

ますので、情報収集をしながら本復旧を進めてまいりたいと考えています。 

須貝教育長  今回の大阪北部の地震により、児童が亡くなるという、大変痛ましい事故
が起きました。すぐに全国的にも調査が始まりました。本市においても施設
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課を中心に、教育委員会全体で調査に取り掛かりました。        委員の皆様は、何か御質問等ございますか。 

森委員    ちょうど通学途中だったと思いますが、子どもの安全確保や学校・教育委
員会での適切な対応をしていただけて、宝塚市では混乱なく過ごせたことに

感謝いたします。ブロック塀の点検についても報告がありましたが、幼稚

園・学校の教室内でのテレビが倒れてくるなどの安全確認というのは学校で

再点検等は行われたのでしょうか。 

上治課長   地震当日に教育委員会から、児童・生徒の安全の確認と、建物の破損状況
を点検していただいて、連絡いただくようにＦＡＸを送信し、その回答をい

ただきました。それに基づき、こういう表が作成されているという状況です。 

森委員    教室内での危ない箇所は、なかったということですね。 

藤山課長   施設面については、全学校から報告を挙げていただいて、危険な箇所の指
摘はいただいております。 

須貝教育長  児童・生徒が教室内で、事故があったということはなかったのですか。 

藤山課長   はい、その報告はありませんでした。 

井上委員   今回の地震が発生した時間は、ちょうど登下校中でした。登下校中に地震
があった際にどのような対応をするか、子ども達に具体的に指導はされてい

ますか。 

藤山課長   防災訓練の際に、授業時間や休憩時間における対応の仕方は指導しており
ます。登下校においては、各地区児童会の指導となります。具体的に登下校

中の地震が発生した際の対応について細かく指導しているわけではありま

せんが、地震が発生した際の対応についての指導は各学校で行っています。 

井上委員   私が安全隊の見守りで出ているときに、地震がありました。落下物がある
かもしれないですが、車が通っているために子ども達を道路の真ん中に出す

わけにはいきませんでした。なので、背を低くしてランドセルなどで頭をカ

バーするよう伝えましたが、それが徹底されているのか。きちんと指導して、

子ども達自身で対応できるようにするのが必要かと思います。 

藤山課長   通学中ということで、ランドセルで頭を守ったり、身を低くしたり、建物
から離れるなど指導の中身をこれから充実させていく必要があるかと思い

ます。通学路の安全については、保護者も一緒に話をしていただくよう通知

しています。 

井上委員   登校時は、子ども達は通学路を通るのですが、下校になると好きな道を通
ります。下校時も通学路を通るように、指導していただけたらと思います。 

藤山課長   基本的には、下校時も通学路を通るように、指導しています。 

篠部委員   通学路や学校内の危険な箇所について調べていただいていますが、できれ
ば授業で子どもたちと一緒に考えるのも大事かなと思います。重たい物が上

にあって落ちてきそうで危ないなというのを知っておくと、いざという時に

そのような危ない場所には近づかないなど、教育の一環として皆で考えると

いう時間を作るのも検討してみてください。 

田上部長   安全点検日を月に一度設けており、教職員で確認しています。ただ、篠部
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委員がおっしゃられたように、子どもが意識して普段の学校生活で身近に感

じられるというのは、有効な取組かと思います。ぜひ、進めていきたいと考

えます。 

須貝教育長  ほかに何か御質問等ございますか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、本日予定の案件は以上ですが、他に何か御報告いただくことは
ございますか。 

西本室長     ございません。 

須貝教育長   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 １時５５分 ───────────── 

 

 


