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平成３０年第１６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８月９日（木） 

２ 場 所      宝塚市役所  ２－４・５会議室 

３ 開会時間  午後３時００分 

４ 閉会時間  午後４時３５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 紀美委員及び木野 達夫委員 

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 
社会教育部長     立花 誠 
管理室長       西本 学 
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 
社会教育課長     水野 寧 
スポーツ振興課課長  細谷 英生 
中央公民館参与    山下 富司 
中央図書館館長    田野 一哉 
西図書館館長     西田 薫 
スポーツ振興課係長  中村 仁 
中央公民館係長    鈴木 陽子 
中央図書館係長    永尾 理恵子 

 

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２２号 公の施設（宝塚市立スポーツセンター及び末広体育館、宝塚市立高司
グラウンド及び宝塚市立売布北グラウンド）の指定管理者の指定につい

て意見を申し出ることについて（可決） 

○議案第２３号 公の施設（宝塚市立中央公民館、宝塚市立東公民館及び宝塚市立西公
民館）の指定管理者の指定について意見を申し出ることについて（可決） 

○報告事項 平成２９年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について【 非公
開案件 】 

○報告事項 宝塚市立スポーツ施設の指定管理者の候補者選定について（答申） 

○報告事項 宝塚市立公民館の指定管理者の候補者選定について（答申） 

○報告事項 「宝塚市子どもの読書活動推進計画（第３期）案に対するパブリック・コ
メントの実施結果」について 
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      会議の概要 

─────────── 開会 午後 ３時００分 ───────────── 

森教育長   平成３０年第１６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   それでは、本日の会議を始めます。  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２件と、議決事項以外の案件４件です。  進行について、事務局からお願いいたします。 

西本室長   本日の付議案件は、議決事項２件、議決事項以外の案件が４件です。  議案第２２号、公の施設（宝塚市立スポーツセンター及び末広体育館、宝
塚市立高司グラウンド及び宝塚市立売布北グラウンド）の指定管理者の指定

について意見を申し出ることについて  議案第２３号、公の施設（宝塚市立中央公民館、宝塚市立東公民館及び宝
塚市立西公民館）の指定管理者の指定について意見を申し出ることについて  報告事項、平成２９年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果につい
て  報告事項、宝塚市立スポーツ施設の指定管理者の候補者選定について（答
申）  報告事項、宝塚市立公民館の指定管理者の候補者選定について（答申）  報告事項、「宝塚市子どもの読書活動推進計画（第３期）案に対するパブリ
ック・コメントの実施結果」について  議案第２２号及びこれに関連する答申の報告に当たりましては、一括での
審議をお願いいたします。また、議案第２３号及びこれに関する答申の報告

につきましても、一括での審議をお願いいたします。そして、体力調査等の

結果報告につきましては、結果の数値が記載をされています。非公開での報

告とさせていただきます。  したがいまして、審議の順番としましては、初めに議案第２２号及びこれ
に関連する答申の報告を一括で御審議いただいたのち、議案第２３号、及び

これに関する答申の報告を一括で御審議いただき、読書活動推進計画案に対

するパブリック・コメントの実施結果について報告して、最後に体力等調査

の結果報告についての報告を行います。  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２２号、公の施設（宝塚市立スポーツセンター及び末広
体育館、宝塚市立高司グラウンド及び宝塚市立売北グラウンド）の指定管理

者の指定についての意見を申し出ることについて、及び報告事項、宝塚市立

スポーツ施設の指定管理者候補者選定について（答申）、担当課より一括し

て説明をお願いいたします。 

公手室長   それでは、宝塚市立スポーツ施設の指定管理者の候補者選定について、提
案理由及び答申の内容を一括して御説明申し上げます。 
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 本件は、宝塚市立スポーツセンター及び末広体育館、宝塚市立高司グラウ
ンド、売布北グラウンドにおける平成３１年４月１日から平成３６年３月３

１日までの間の指定管理者の指定について、市長に意見を申し出るものです。  また、平成３０年（２０１８年）８月２日付けで、指定管理者選定委員会
から答申をいただいております。  指定管理者の選定に当たりましては、答申の選定委員会委員及び（２）選
定の経緯のとおり、知識経験者３名、スポーツ団体の代表者１名、公募によ

る市民１名で構成される宝塚市立スポーツ施設指定管理者選定委員会を設置

し、二度の開催を経て審査を行っていただきました。  ５月２４日に開催しました選定委員会において、募集要項、業務仕様書、
選定基準などを決定し、これらに基づき、６月４日から６月２８日までの間

で募集を行い、施設ごとに「宝塚市立スポーツセンター及び末広体育館（非

公募）」で１者、「高司グラウンド」は２者、「売布北グラウンド」は３者から

応募がありました。  続いて、８月１日に開催しました選定委員会において、書類審査及びプレ
ゼンテーション審査を実施し、「対象者の平等な利用を確保できるものである

こと」、「事業計画書等の内容が各スポーツ施設の効用を最大限に発揮すると

ともに、管理経費の縮減が図れるものであること」、「スポーツ施設の管理運

営を安定して行う能力を有していること」等を基準として、審査を行いまし

た。  審査方法としましては、答申書の２ページにありますが、委員１人当たり
の配点を１２０点満点として、１７の審査項目を５段階で評価し、「宝塚市立

スポーツセンター及び末広体育館（非公募）」につきましては、委員５人の評

価点を合計して６００点満点とし、３６０点（６０％）を必要最低点数と定

め、この点数に満たない者は候補者に選定されないこととしました。「高司グ

ラウンド」並びに「売布北グラウンド」におきましては、委員ごとの評価点

合計が１位の判定が最も多い団体を指定管理者の候補者として決定すること

としました。  選定結果につきましては、答申書２ページ、３－１になります。  「宝塚市立スポーツセンター及び末広体育館（非公募）」は、公益財団法人
宝塚市スポーツ振興公社の総評価点が、委員５人の評価点合計６００点中４

１９点（６９．８％）で、必要最低点数３６０点（６０％）を上回っており、

公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社が指定管理者の候補者として選定され

ました。  次に、「高司グラウンド」並びに「売布北グラウンド」につきましては、答
申書の３ページ、イ・ウです。これら２施設につきましては、グラウンドご

とに審査し、両グラウンドともに宝塚ウエルネスライフグループが、「高司グ

ラウンド」では委員４人、「売布北グラウンド」では委員５人が１位の判定を

しました。また、同者の評価点は、「高司グラウンド」では委員５人の評価点

６００点中４２９点（７１．５％）、「売布北グラウンド」では委員５人の評
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価点６００点中４３５点（７２．５％）で、必要最低点数３６０点（６０％）

を上回っており、宝塚ウエルネスライフグループが指定管理者の候補者とし

て選定されました。  委員による点数の内訳は、参考資料７から９ページのとおりです。  選定に当たり、特に評価された点としましては、答申の４ページ、３の（２）
選定理由をご覧ください。  まず、スポーツセンター及び末広体育館においては、公益財団法人宝塚市
スポーツ振興公社における当施設の長年の管理実績をもとに、市のスポーツ

振興の基幹施設として、引き続き、安心・安全な施設管理を行える団体とし

て評価されました。あわせて災害時における活動支援の拠点施設として、緊

急時の危機管理体制が確立しており、また、阪神淡路大震災の災害対応を経

験した職員も在職し、災害対応のノウハウが活用できる点、そして、障がい

のある方へのきめ細かい対応を実施し、市民サービスの向上に努めている点

が評価されました。  次に、高司グラウンド及び売布北グラウンドにおいては、宝塚ウエルネス
ライフグループにおける、利用者ニーズや地域住民のニーズを把握した上で、

自主事業の計画を進め、さらに各グラウンドの立地環境を考慮した地域住民

や企業等を巻き込んだ事業展開が期待され、選定にいたりました。  選定委員会から頂いた意見について、４ページに記載しています。宝塚市
立スポーツセンター及び末広体育館では、接客業であることを個々の職員が

意識をもって行動すること。常にコスト意識をもち、民間ノウハウを取り入

れた適正な施設管理運営を行うこと。また、宝塚市立高司グラウンド並びに、

売布北グラウンドにおきましては、紙媒体だけではなく、ＳＮＳ等を活用し

た情報発信を積極的に行い、稼働率を上げることで地域の活性化に取り組む

こと。利用者のニーズ、地域のニーズを把握することで自主事業を充実させ、

スポーツを通じて市民サービスの向上に努めることといった意見をいただい

ております。  説明は以上です。 

森教育長   選定に当たり、選定委員の御意見を記載いただいていますが、担当課とし
て注目すべき点や検討していかなければならない点はございますか。 

公手室長   候補者の選定に当たり、いくつか意見をいただいております。スポーツセ
ンター及び末広体育館につきましては、長い間本市からの委託、並びに指定

管理としてスポーツセンターや末広体育館を運営していますが、接遇に対す

る御意見、また民間にあるコスト意識が少し薄れているのではないかという

御指摘をいただきました。これらの意見について、公社に伝えてまいります。  高司グラウンド、売布北グラウンドにつきましては、これまで公社が指定
管理を受けておりましたが、新たに宝塚ウエルネスライフグループが管理を

することとなります。平日の昼間の稼働率が低いという点を指摘されており、

今後も紙媒体やＳＮＳ世代にあわせた情報発信を取り組むようにという意見

をいただきました。 
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 あと、利用者のニーズ並びに地域ニーズについて、地域に根差した施設と
しての主事業をどんどん展開し、近隣住民との連携した市民サービスの向上

に努めてくださいという意見をいただいております。こちらについては、宝

塚ウエルネスライフグループに伝えてまいります。 

森教育長   この件について、何か御意見等ございますか。 

篠部委員   この宝塚ウエルネスライフグループは、ほかにも同様の指定管理の仕事を
されているのですか。 

立花部長   このグループは２社の共同企業体でして、ウエルネスサプライと国際ライ
フパートナーがタッグを組んで行います。その国際ライフパートナーという

のは、こちらも共同企業体ですが花屋敷グラウンドの指定管理者をされてい

ます。その国際ライフパートナーにつきましては、兵庫県内で一番指定管理

をしている数が多く、実績もスポーツ施設についてはかなりの数をされてい

ます。また、公民館や美術館などの社会教育施設についても管理をされてい

る実績もあります。こういった社会教育関係の施設について、かなりのノウ

ハウを持っているチームであると評価できると思います。 

木野委員   あまり背景がわかっておらず申し訳ありませんが、スポーツセンターと末
広体育館は非公募で、高司グラウンドと売布北グラウンドが公募になってい

るのはなぜですか。 

立花部長   今までの経緯について、少し説明をさせていただきます。スポーツ振興公
社自体は、今年で設立から３１年目になります。スポーツ施設の管理を全て

させるために、設立いたしました。当初は指定管理者制度もなかったため、

管理を委託していた形になります。平成１５年に指定管理者制度が導入され

てから、この施設を運営するために設立した団体であるということから、ず

っと非公募でスポーツ施設全体を指定管理者として任せてきました。今回に

ついても、原則は公募であるため、議会から非公募ということに対してきち

んとした説明が必要ということで、手続を進める前に教育委員会においても、

このスポーツ施設の指定管理者選定の方針についてということで説明をい

たしました。その理由としては、やはり３０年間の十分な実績がある。そし

て施設が３０年経っているため、施設の故障箇所、修繕箇所が非常に多くな

っています。それに対して修繕計画を独自に持っており、緻密な修繕が行え

るということ。あと、スポーツ行政の振興について、行政だけでは到底回り

きらない部分があります。これを公社も含め、役割分担をしながらスポーツ

の振興をしている実態があります。そして、スポーツ振興公社が地域のスポ

ーツ関連団体との連携にもかなりの実績がある点を踏まえ、拠点施設である

本館施設について非公募といたしました。やはりスポーツセンターというの

はスポーツ振興の拠点施設であり、グラウンドについては貸しグラウンド的

な位置づけがあります。スポーツ振興という位置づけからすると、市と連携

をしながら地域の団体を育成していくという面もあります。そういった点を

踏まえ、非公募での取り扱いを継続するというところで、教育委員会でも了

解を得まして、そして宝塚市の最高決定機関である都市経営会議においても
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非公募という決定をさせていただきました。 

川名委員   以前に何でスポーツセンターと末広体育館だけ、非公募なのかとお尋ねし
た気がします。実際やっていただかないと、この点数だけではなかなかわか

らないですが、専門の方が色々な視点で見て点数をつけてくださっているの

で、まずはやっていただいて具合が悪かったら直すというやり方が良いかと

思います。 

立花部長   ある意味そのとおりでして、大きく区分すると、この本体施設であるスポ
ーツセンターと末広体育館は拠点施設です。それに高司グラウンド、売布北

グラウンド、花屋敷グラウンドの３つと、合計で４つの区分があります。今

回の選定作業によって、公社は拠点施設だけとなり、あとの３施設について

は、全て民間の会社が運営することとなります。指定期間が５年間ですが、

その５年間の運営の中で、実際に運営する中で民間でも十分にできると判断

できたときは、公募･非公募の整理をもう一度決定していかないといけない

と思っています。 

森教育長   ほかに、御意見、御質問等はございますか。 

委員     （なし） 

森教育長   それでは、議案第２２号、公の施設（宝塚市立スポーツセンター及び末広
体育館、宝塚市立高司グラウンド及び宝塚市立売布北グラウンド）の指定管

理者の指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。 

立花部長   １点、少し補足をさせてください。  議会への提案を想定した議案の書式部分ですが、総務課から１つの議案と
していたものを、選定は３つの施設でやっているので、３つの議案に分けて

提案したほうがよいのではないかという指摘を受け、現在協議を行っていま

す。ただ、この内容自体に全く変更はなく、形式的な整理ということで若干

議案の体裁が変わる可能性があります。あらかじめご了承ください。 

森教育長   それでは、次に議案第２３号、公の施設（宝塚市立中央公民館、宝塚市立
東公民館及び宝塚市立西公民館）の指定管理者の指定について意見を申し出

ることについて  報告事項、宝塚市立公民館の指定管理者の候補者選定について（答申）、担
当課より一括して説明をお願いします。 

山下館長   議案第２３号、公の施設（宝塚市立中央公民館、宝塚市立東公民館及び宝
塚市立西公民館）の指定管理者の指定について意見を申し出ることについて

及び報告事項、宝塚市立公民館の指定管理者の候補者選定について一括して

提案理由と内容を御説明申し上げます。  議案書の１０ページと、答申書を合わせてご覧ください。  本件は、宝塚市立中央公民館、同東公民館及び西公民館における、平成３
１年度からの指定管理者制度導入に伴い、平成３１年４月１日から平成３６

年３月３１日までの間の指定管理者の指定について、市議会の議決をいただ

く必要があるため、市議会への議案の提出について市長に意見を申し出るも



平成 30年第 16回会議録 

7 

 

のです。  答申書の１から２ページをご覧ください。  指定管理者の選定に当たって、知識経験者、公共的団体の代表者、公募に
よる市民で構成される宝塚市立公民館指定管理者選定委員会を設置し、３度

の開催を経て審査を行いました。  本年５月８日に開催した選定委員会において、募集要項、業務仕様書、選
定基準などを決定し、これらに基づいて、６月１日から７月２日までの間で

公募を行い、答申書の１ページのとおり５者から申請がありました。  ７月２４日に開催した選定委員会において、書類審査及びプレゼンテーシ
ョン審査を実施し、「利用対象者の平等な利用を確保できるものであること」、

「事業計画書等の内容が公民館の効用を最大限に発揮するとともに、管理経

費の縮減が図られるものであること」、「公民館の管理を安定して行う能力を

有していること」などを基準として審査を行いました。  答申書の２ページをご覧ください。  審査方法としては、委員一人当たりの配点を１２０点満点とし、１５の審
査項目を５段階で評価しました。委員ごとの評価点の合計の１位の判定が最

も多い団体等を指定管理者の候補者として決定することとしました。  選定結果についてですが、１位の判定が最も多い団体等はアクティオ株式
会社で、４人の委員が１位の判定を行いました。また、同者の評価点は、委

員７人の評価点合計が７４０点中６４１点（７６．３％）で、必要最低点数

である５０４点（６０％）を上回っており、アクティオ株式会社が指定管理

者の候補者として選定されました。  選定にあたり特に評価された点としては、宝塚市の地域の特性及び各公民
館の状況並びに社会教育委員の会議からの意見書を把握した上で、各種提案

がなされたことが挙げられております。そのほかに、人材配置及び育成の重

要性を十分認識している点、サービス向上の具体的な提案、みずから住民の

意見を聞き取る積極的な姿勢などが評され、選定に至りました。  答申書の３ページをご覧ください。  本委員会からも選定に当たり、いくつか御意見をいただいております。  １点目が、窓口業務は単なる受付ではなく、利用者の意見や要望を直接聞
き取り、相談業務を行う公民館の顔といえる重要な職務であることに鑑み、

人員配置及び職員研修に特段の配慮を講ずること。２点目、利用者の要望や

意見収集に関する取り組みについて、提案のみならず、苦情等についても可

能な限り情報を開示し、データベース化を導入すること。３点目、情報発信

について紙媒体の充実とともに、ＳＮＳ等を積極的に活用することで、常に

新しい情報を提供し、若年層から高年層までの多世代に頼りかつ、豊富な情

報がいきわたるようにすること。４点目、個人情報漏えいを未然に防ぎ、適

切な個人情報の保護に努めること。  説明については、以上です。 

森教育長   今度は、公民館の指定管理者の選定についてです。 
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 選定の観点としては、先ほどの説明で３点挙げられていますね。「利用対象
者の平等な利用を確保できるものであること」。２つ目が、「事業計画書等の

内容が公民館の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図られ

るものであること」。３つ目が、「公民館の管理を行う能力を有していること」。

この３つの観点で選定をして、４人の選定委員が１位に挙げられました。そ

して、アクティオ株式会社が指定管理者の候補者になりました。このことに

ついて、何か御意見、御質問ございますか。 

川名委員   これも今まで何度も話し合いをさせていただいて、指定管理者にお任せす
ることについて、市民を育成するという点でどうかと若干の危惧を申し上げ

ました。でも、経験豊富なところに任せ、市民の大事な学習拠点である公民

館を、いろいろ民間の新しい手法でうまく運営して多彩なことができれば良

いかと思っています。 

立花部長   ご指摘いただいたとおり、非常に大事な部分かと思います。このアクティ
オ株式会社が選定された理由の中に、人件費を削減するという取り組みでは

なく、研修を含め人材をしっかりと確保した上で育成をしていくという視点

が非常に評価されて、４人の方が１位をつけられました。今回提案された５

者につきましては、いずれも公民館管理の実績がありノウハウをお持ちの中

で、やはりその部分が抜きん出ていたという点で評価されました。  今後の運営として、やはり答申書の３ページに記載の指摘事項の４点を推
進してもらうということ。そして、一般の公の施設では任せきりの施設多く

あるかと思いますが、公民館の指定管理では任せきりの形は絶対だめで、今

後は社会教育部の社会教育課と連携して、人材の厚みを含め、社会教育行政

をともに進めていきたいというところで、新しい公民館運営の形をつくって

いきたいと思っています。 

森教育長   やはり公民館というのは、市民の生涯学習を育成するというのが１番大事
な役割でないかと私も思います。そういう意味で、さきほど部長から説明が

ありましたように、人材をしっかり育成していくことと、それから社会教育

部としっかり連携していくという、そこの点を大切にしていただきたいと思

っております。 

他に何か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２３号、公の施設（宝塚市立中央公民館、宝塚市立東公
民館及び宝塚市立西公民館）の指定管理者の指定について意見を申し出るこ

とについて、原案どおり可決いたします。  続きまして、報告事項「宝塚市子どもの読書活動推進計画（第３期）案に
対するパブリック･コメントの実施結果」について、担当課より説明をお願い

します。 

田野館長   それでは、４月の教育委員会において御報告いたしました「宝塚市子ども
の読書活動推進計画（第３期）案」について、パブリック･コメントの募集

と御意見を踏まえた案の集計が終わりましたので、御報告させていただきま
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す。パブリック・コメントでは、１５名の方から３９件の御意見をいただき

ました。  その内訳ですが、計画に反映した意見が５件。計画案に反映はしませんが、
今後計画を実施するに当たり、十分留意させていただきますとした意見が３

３件。その他が１件です。今回の反映させていただいた意見５件について、

御説明させていただきます。  通しナンバーの５番、国の第４次計画についての意見です。国は、２０１
８年４月に第４次計画を策定しています。それについての記述がありません

が、第４次計画は確認・検討されていますかという御意見です。それに対す

る答えとして、本計画（案）の策定作業は、平成２９年度から３０年度４月

にかけて行ってまいりましたので、平成３０年４月２０日に閣議決定された

国の第４次計画についての記述はしておりません。ただ、本計画においては、

国の第４次計画及び今後策定されます県の第４期計画にも留意しながら推進

をしてまいります。そのため、４ページの国及び県の動向という箇所の９行

目に、さらに、国は平成３０年４月２０日に第４次「子どもの読書活動に関

する基本的な計画」を閣議決定しています。この一文を追加させていただき

ます。  続きまして、通しナンバー６番の御意見です。学校図書館に関する御意見
です。８ページほかで、「学校図書館司書」という呼び方を使っていますが、

学校図書館法では「学校司書」という呼称を使っており、それに統一したら

どうかという御意見です。また、平成２８年から学校指導年間１３０日間配

置をしているわけですが、それでも生徒が在校している全日程には足りてい

ないので、もう少し増やせないかと。さらに学校司書の雇用形態を正規職員

として雇用できないかという御意見です。前半の御意見につきましては、本

市では平成１９年度に３名の「学校司書」を配置してから、「学校図書館司書」

という名称を使用していましたが、平成２７年に一部改正された学校図書館

法では、「学校司書」の名称が使用されており、混同するため「学校司書」に

修正します。なお後半の御意見につきましては、学校司書の正規職員化につ

いては、今後の参考とさせていただきます。  続きまして、通しナンバー７番です。司書教諭についてです。御意見は学
校図書館法では、専門的業務をつかさどる者として、司書教諭が規定されて

います。この司書教諭に関する言及が全くありませんが、これはどうしてで

すかという御意見です。これに対するお答えとして、「司書教諭」は学校内の

役割として、学校図書館の運営・活用について中心的な役割を担います。図

書ボランティアとの連携についても、中心的な役割を担うことから計画に反

映します。なお、司書教諭は市立学校全校において配置していることから、

本編の１９ページウの（イ）に、下記のように追加いたします。司書教諭を

中心とした教員が読み聞かせなどの活動を行う図書ボランティアとの連携を

密にして、学校図書館機能の充実を図ります。  次に、３ページの通し番号１０番です。読書手帖についてですが、計画案
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の書き方に言葉足らずな部分がありまして、御意見を２点いただいています。

読書手帖を全生徒に配布して、強制的につけろという目的で作成したのかと

いうことですが、読書手帖は図書館で希望者に配布するものですので、その

ようにお答えをさせていただきます。平成３０年７月より開始した読書手帖

は、市立図書館の利用登録をしている中学生以下の希望者に配布しています。

利用者自身が読書の記録として活用するもので、貸し出し記録をシステムに

残すものではありません。計画案では説明がありませんでしたので、読書手

帖のページに以下の脚注を追加します。「読書手帖は、利用者自身が自分の読

書記録として活用できるよう、市立図書館の利用登録をしている中学生以下

の希望者に配布するものです。」  次に、６ページの通し番号１５番です。こちらも御意見は同じ内容です。  パブリック･コメントでいただいた御意見で、計画案の修正に関するものは
以上です。  そのほか、計画案に反映はしませんが、参考にさせていただいた意見の中
で特に多くいただいた意見が、市立図書館の直営維持についてです。この計

画案が読書に関する計画で、子どもの読書に関心のある方から多くの意見を

寄せられていますので、学校図書館と市立図書館が連携して進めていくに当

たり、市立図書館の直営維持をしていただきたいという意見が９件ございま

した。  そして、学校司書の配置等について、考えてほしいという御意見です。  次に、パブリック･コメントの手続き以外での修正が何件かございまして、
それについて説明させていただきます。 

１９ページに、「学校図書館ネットワークシステムを活用して、学校図書館

間の相互貸借利用を推進します。」というその前に、「調べ学習や研究授業を

支援するため」を追加いたしました。  次に２１ページの箇所ですが、「新しい文化芸術施設」に関する文面です。
策定の段階では名称が決まっておらず、「新しい文化芸術施設」と書いており

ましたが、「文化芸術センター」と決定しましたので統一いたします。  また、「乳幼児」という呼び方を、わかりやすいように「未就学児」に統一
しております。  あと、メインギャラリーに関する説明のところで、「メインギャラリーでの
企画展を通じて図書を身近に感じる事業の実施に努めます。」の表記に変更し

ています。  通しナンバー５番目、「読書通帳」についてです。当初は名称を「読書通帳」
としておりましたが、「読書手帖」に決定をしましたので、修正しておりまし

たが、一箇所そのまま残っておりました。そのため、その箇所を「読書手帖」

に修正いたします。  通しナンバー６番目で、日程を「７月」としておりましたが、少し時間を
要してしまいましたので、「８月」に変更いたします。それと、項目のところ

に、「都市経営会議」を追加しております。 
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 続いて、通しナンバー７番です。これも日程を「８月」としておりました
が、「９月」に変更いたします。  また、後半の部分ですが、保険施策担当課長を保健施策推進担当課長に訂
正しています。  続いて、通しナンバー９番です。計画案が２９年中に完成しませんでした
ので、最後に平成３０年度名簿も追加いたします。  ほかに、４月の教育委員会でご指摘いただいた成果と課題がわかりやすい
数値の表記については、今後の計画の推進に当たりまして、子どもの読書活

動推進委員会で進捗状況を評価する中で、具体的な事業や数値を積み上げて、

次期の計画の策定には表記するよう努めてまいります。  また、教育委員の皆様から、市立図書館の充実や、学校での取り組みの重
要性について御意見をいただきましたが、パブリック・コメントでも同様の

意見をいただきました。これらについては、計画案にも記載していますが、

連携をさらに進めて充実を図っていきたいと考えています。  以上です。 

森教育長   市民の方からの意見ということで、なかなか専門的な意見も多く、よく御
存じの上での意見だなと思いました。それだけ宝塚の図書館や学校の図書教

育について、とても関心があり、また支援してくださっている方なのだろう

と想像できます。 

何か御質問、御意見等ございますか。  私は、通し番号４番のビブリオバトルについて、開催のことを知りません
でした。もっと早く知っていれば、何らかの方法があったのにと思います。

ビブリオバトルについて、すごく好意的で、もっと啓発というか宣伝してい

くということに工夫はできなかったのかというような御意見、この点は今度

のことばの祭典にも繋がると思い、読ませていただきました。 

川名委員   意見は文言などについての割合が偏っているので、私たちが進めようとし
ている方向性について賛成や疑問など、もう少し大きな枠組みでのコメント

があれば良かったと思います。文言がおかしいのではないかなどの御指摘が

あったので、専門の方々かなあと思いました。ただ、こうやって関心をもっ

ていろいろ言っていただくことは、ありがたいと思います。それで、ビブリ

オバトルに関しての意見ですが、行きたかったのだと思います。ビブリオバ

トルに限らず、やはり全体的にいろいろなものについてのお知らせが届かな

いとお聞きします。広報に関して、市全体で、もう少し工夫をしたほうがい

いのではないかと思います。 

立花部長   ご指摘いただきましたビブリオバトルについてですが、これについてはで
きる限りの広報の手法はとりましたが、それでも行き届いていないなあとい

うのが実感です。図書館では、本年の４月から新しいシステムが入りまして、

広報にかなり力を入れております。１つの手法として、先ほどの公民館や、

スポーツセンターの指定管理でも出てきましたが、ＳＮＳの活用ということ

で、実際には登録いただければ、ホームページでも全部一覧で見られるとい
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うことになっており、本当に時々刻々のイベントをその都度配信しておりま

す。そういった取り組みも含め、さらに皆様にそういう情報が行きとどきま

すように努めてまいります。 

篠部委員   いただいた意見をもとに見直しをしていますが、それで意見をいただいた
方は納得をされていますか。その後、私が言っていることと違うけど、とい

うようなことはないですか。 

立花部長   これについては、都市経営会議も含め、報告を済ましてから公表という形
になります。まだ個々の内容についてはお知らせしていませんし、これは確

定してからも、個々に連絡をとることはありません。我々の考えとして、そ

れぞれの対応の方針というのを示させていただき、今後の参考にさせていた

だくということで進めております。 

木野委員   個別に回答をするわけではないのですか。 

川名委員   個別の回答は不要だと思いますが、報告はされますか。例えば、このパブ
リック・コメントをもらって、このような御意見をいただいて、反映いたし

ました、参考といたしますということを出せば、意見をいただいた方は自分

の意見がどうなったのか見ると思います。さきほど、広報が下手ですねと言

いましたが、やはり皆さんに御意見をくださいと言っておいて、そのあと何

もなしではよろしくないかと思います。簡単でよいので、いただいた意見の

対応について報告いただければと思います。 

立花部長   説明が足りず、申し訳ございません。私が先ほど言いましたのは、御意見
をいただいた個々人には、お返事はしませんということです。本日、御説明

させていただいた内容や何件あったかということについては、ホームページ

で公表させていただきます。パブリック・コメントの仕組みの中で、そのよ

うな形になっていますので、しっかりとさせていただきます。 

森教育長   図書館活動や運営については、広報が本当に大事だと思います。この市民
からの御意見で、いろいろとアイデアをいただくというのも１つの方法かと

思います。  ほかに御意見等ございますか。 

委員     （なし） 

森教育長   続きまして、先ほど事務局からありましたように、次の報告は非公開とい
たします。  報告事項、平成２９年度全国体力･運動能力、運動習慣等調査結果について、
担当課より説明をお願いいたします。 

藤山課長   それでは、平成２９年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果につい
て、御報告いたします。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 

 

委員     （なし） 

森教育長   本日の教育委員会は以上ですが、ほかに何かございますか。 
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西本室長   ございません。 

森教育長   それでは、本日の教育委員会はこれで閉会といたします。  どうもありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ４時３５分 ───────────── 

 

 


