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平成３０第８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４月２５日（水） 

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５０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 職員課長       田邊 哲朗 

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   今北 眞奈美 
教育支援課      福本 德子 
中央公民館長     山下 富司 
中央図書館長     田野 一哉 
西図書館長      西田 薫 
スポーツ振興課長   細谷 英生 
教育研究課副課長   筒井 啓介 
学事課係長      松本 康平 
中央公民館係長    鈴木 陽子 
東公民館係長     土山 康治 
西図書館係長     永尾 理恵子 
学事課係員      中西 史之 

 

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   ○議題第９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  ○議題第１０号 宝塚市公立学校教科用図書採択にかかる基本方針等の策定及び教科
用図書の調査研究の諮問について  ○議題第１１号 宝塚市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について  ○議題第１２号 宝塚市立公民館指定管理者選定委員会への諮問について  ○議題第１３号 宝塚市立スポーツ施設指定管理者選定委員会への諮問について 
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  ○報告事項 中山台教育環境適正化検討委員会からの「中山台地区における学校園規
模の適正化＜意見書＞中間まとめ」の受理について   ○報告事項 市立末広駐車場指定管理者の選定について   ○報告事項 「宝塚市子どもの読書活動推進計画（第３期）案」に係るパブリック・
コメントの実施について 
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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８回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催いたします。        傍聴者はおられますか。 

西本室長   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。        なお、本日は川名委員より、欠席の通知を受けております。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項の規定により、
過半数の議員の出席がありますので、本会が成立する旨をご報告いたします。        本日の署名委員は篠部委員です。よろしくお願いします。  本日の付議案件は議決事項が５件、議決事項以外の案件が３件、進行につ
いて事務局お願いします。 

西本室長   初めに、本日の招集告知の題名が、第７回となっておりました。第８回の
間違いとなります。申し訳ございませんが、修正をお願いいたします。        それでは、本日の付議案件は議決事項が５件、そして議決事項以外の案件
が３件です。 

議案第９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１０号、宝塚市公立学校教科用図書採択にかかる基本方針等の策定

及び教科用図書の調査研究の諮問について 

議案第１１号、宝塚市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定

について 

議案第１２号、宝塚市立公民館指定管理者選定委員会への諮問について 

議案第１３号、宝塚市立スポーツ施設指定管理者選定委員会への諮問につ

いて        報告事項、中山台教育環境適正化検討委員会からの「中山台地区における
学校園規模の適正化＜意見書＞中間まとめ」の受理について 

報告事項、市立末広駐車場指定管理者の選定について 

報告事項、「宝塚市子どもの読書活動推進計画（第３期）案」に係るパブ

リック・コメントの実施について        以上です。        よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

須貝教育長  それでは議案第９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。 

高田課長   議案第９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いたします。        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
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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まして

は、市立幼稚園及び認定こども園における保育料については市町村民税所得

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るところですが、

昨年３月の地方税法の改正により、政令指定都市においては市町村民税所得

割課税額の算定に用いる税率が変更となったことで、本市においても本年９

月以降の保育料決定に影響があることから条例を改正し、政令指定都市から

本市へ転入してきた保護者についてもこの法改正による影響を受けず、従前

どおりの基準で階層を認定し、保育料の額を決定できるよう改めます。        また、認定こども園における多子世帯に対する保育料の減免に関して、減
免対象となる乳幼児が利用する施設の名称について、関係法令の改正に対応

すべく改正を行うとともにほかの例規との整合を図るため、所要の文言の整

備を行うものです。        なお改正条例の施行期日は条例公布の日としますが、先ほど申し上げた認
定こども園における多子世帯に対する保育料の減免の規定については経過

措置を定め、本年９月以降の保育の実施に係る保育料の減免について適用す

ることとします。        議案書の２ページ以降が条例改正文で、５ページ以降が新旧対照表になり
ます。        第１条、第２条の上段文が、地方税改正に伴う条例改正です。５ページは
幼稚園の条例改正ですので、これは地方税法改正のみの影響の改正になりま

す。６ページ、７ページにつきましては、認定こども園ですので、上段第２

条の改正につきましては幼稚園と同じ地方税法改正に伴う改正です。下段６

条の改正につきましては、所要の文言の整理ということになります。        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。何かご質問等ございますか。 

井上委員   なぜ、４月１日でなく、９月１日なのですか。 

高田課長   子ども・子育て支援法において、新年度の課税に基づく保育料決定は９月
以降と決まっております。ですから、４月ではまだ課税が決定しておりませ

んので、６月１日が課税の決定ですが、それを受けて９月から保育料改正す

るという仕組みになっております。 

須貝教育長  ほか、ご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９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、原案どおり可決といたします。        続きまして、議案第１０号、宝塚市公立学校教科用図書採択にかかる基本
方針等の策定及び教科用図書の調査研究の諮問について、担当課より説明を

お願いします。 

川戸室長   議案第１０号、宝塚市公立学校教科用図書採択にかかる基本方針等の策定
及び教科用図書の調査研究の諮問について、提案理由及び内容を御説明申し
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上げます。        本件は、平成３１年度使用宝塚市公立学校教科用図書を採択するに当たり、
その適正化を図るため、宝塚市公立学校教科用図書選定委員会に対して基本

方針等の策定及び教科用図書の調査研究について諮問するものです。        諮問事項１の平成３１年度使用宝塚市公立学校教科用図書の採択の基本方
針についてですが、義務教育小学校の教科用図書の無償措置に関する法律第

１４条及び学校教育法附則第９条、並びに平成３０年３月３０日付け文部科

学省通知「教科書採択における公正確保の徹底等について（通知）」、平成２

９年３月２８日付け文部科学省通知「平成３０年度使用教科書の採択事務処

理について（通知）」（以下「文科省通知」）に基づき、平成３１年度使用宝

塚市公立学校教科書を採択します。ついては、教育委員会が作成した公立学

校教科用図書の採択の基本方針（案）（別紙２）ついて協議いただきたく、

諮問いたします。        諮問事項２の平成３１年度使用宝塚市立中学校用教科書「特別の教科道徳」
の教科書についてですが、文科省通知に基づき、本年度新たに中学校用教科

書として採択を行う「特別の教科道徳」の教科書に関して教育委員会が作成

した中学校用教科書「特別の教科道徳」の採択方針（案）（別紙３）につい

て協議いただきたく、諮問いたします。        諮問事項３の平成３１年度使用学校教育法附則第９条に規定する教科用図
書の採択方針についてですが、学校教育法附則第９条に規定する教科用図書

については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第

１５条において採択する期間が規定されておりません。児童生徒一人一人の

障がいの種類や程度、症状に応じるように毎年採択替えを行うことができま

す。そのため教育委員会が作成した学校教育法附則第９条に規定する教科用

図書の採択方針（案）について協議いただきたく、諮問いたします。        諮問事項１、諮問事項２及び諮問事項３につきましては、別紙のとおり教
育委員会案を選定委員会に対して提示し、本年５月１４日までに選定委員会

から答申をいただく予定です。その後、教育委員会の会議において上記の答

申内容が協議され、各方針が決定されました後に、諮問事項４、宝塚市立中

学校用教科書として新たに「特別の教科道徳」の教科書を採択するための調

査研究及び諮問事項５、学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の調査

研究を進めていただき、平成３０年７月１３日までに調査研究結果の答申を

いただくこととしております。説明は以上です。 

須貝教育長  ありがとうございました。        この件について、ご質問ありますでしょうか。        昨年は小学校の道徳の選定をしましたが、今年度は中学校の道徳の採択に
なります。 

川戸室長   本年度、中学校の道徳が採択替えとなります。本年度は本来であれば小学
校が採択の年となりますが、学習指導要領改訂となりますので、採択が１年

延長という事情があります。この点がこれまでと違うポイントとなります。 
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須貝教育長  何かご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１０号、宝塚市公立学校教科用図書採択にかかる基本方
針等の策定及び教科用図書の調査研究の諮問について、原案どおり可決とい

たします。        続きまして、議案第１１号、宝塚市立図書館条例施行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。 

西田館長   議案第１１号、宝塚市立図書館条例施行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申し上げます。        本件は、図書館サービスの向上を図るため、平成３０年５月より午前１０
時からの開館を３０分早めて午前９時３０分からの開館とし、開館時間を拡

大しようとすることに伴い、規則の改正を行うものです。改正の内容としま

しては、中央図書館及び西図書館の開館時間を原則として、午前９時３０分

から午後６時まで。毎週金曜日と７月及び８月の土曜日は９時３０分から午

後７時までに改正するとともに、従前は両図書館における施設ごとに開館時

間を規則において定めていたものを分室及び移動図書館の開設等と合わせ

て別途教育委員会において定めるよう改めたほか、他の例規との整合を図る

ため、所要の文言の整理を行うものです。        なお改正規則の施行期日につきましては、平成３０年５月１日といたしま
す。説明は以上です。 

立花部長   少し補足をいたします。        先ほど、この規則を５月１日から施行するとしておりますが、試行という
ことで１月１５日より開館時間を９時半に改めております。その期間で実際

にお客様の回り方や職員の配置の仕方を検証した上で、今回の改正で正式に

本実施という形をとらせていただきたいと考えております。 

須貝教育長  この件で何かご質問等ございませんか。 

井上委員   ９時３０分の開館時間は大変早いと思いますが、平日に必要性はあるので
うすか。土曜、日曜日であれば、納得できるのですが。 

立花部長   平日でも９時３０分の時点で、かなりたくさんの方が開館を待っておられ
ます。具体的には本の貸し借りをされる方、新聞などを毎日読みに来られる

方も含めまして結構おられます。そこで、サービスの向上の一環として取り

組みたいと考えております。 

井上委員   新聞を読みに来られるなどは、本来の図書館のサービスとは少し違うと思
のですがどうなのですか。 

立花部長   図書館法では、資料の提供ということが図書館の大きな責務となっており
ます。当然に一般の図書もですが、それ以外にもその関係資料、官報も含め

た資料全てを市民に提供するというのも図書館の責務の一つと考えており

ます。そのため、今回の取り組みもその一つだと思いますし、何も新聞ばか

りだけではなくて少し早めることにより、早い段階で予約していただいた本

の受け渡しができるとか、あるいは返していただくことができるという、そ
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のようなサービスの拡大に結びついております。 

須貝教育長  サービスの提供のために時間を早めたということですが、試行段階でトー
タル的な利用者の推移はどのようなものですか。 

田野館長   あくまでもそのサービスの向上、拡大という目的で行っておりますので、
利用者の増加というのにはあまり繋がらないかと考えます。        夜間の開館時間を延ばすというのは、これまで来られなかった方が来られ
るということがあるかと思いますが、朝の開館についてはあくまでもサービ

スの向上ということです。 

立花部長   基本的に９時３０分開館というのは、土曜、日曜は効果として大きいです。
親が子どもと一緒に来られて、９時３０分に開館するとすぐに一緒に本を読

まれるといったサービスの部分の向上が徐々に広がりつつあります。ただ、

広報の方法として、あらゆるメディアや使える広報は使いましたが、なかな

か皆さんのところまで情報が行き届いていないということがございました。

現在では、９時３０分に開館となったことを知る方が口コミでも増えてきま

して、今後は利用の範囲もさらに広がっていくのではないかと考えます。 

井上委員   サービスの向上は大変良いことですが、職員の勤務時間についてはどうな
のですか。 

立花部長   当初は、９時からの開館を目指しておりました。そうなると、アルバイト
等含めた人件費が増加します。ただ、図書館サービス向上計画の中でも開館

時間を早めるという取り組みもありますし、他市もだんだん早くなってきて

います。少なくとも他市と同じレベル、あるいは半歩先を行くようなサービ

スを提供したいというところで、今回は司書や職員のシフトの編成をうまく

することにより、特に新たな人件費を増加させることもなく、また残業を前

提とするような編成もすることもなく、この９時３０分開館の取り組みがで

きております。 

森委員    毎週金曜日と７月、８月の土曜日は７時までと書いてありますが、これは
以前からもずっと７時までだったのですか。 

西田館長   毎週金曜日については平成２５年４月から、夏の７月、８月の土曜日につ
いては、平成２６年７月から実施しております。 

森委員    ７時までにすることで、どのような方が利用されるか、どういう効果があ
るのか、そのあたりを詳しく教えていただけますか。 

立花部長   仕事帰りのサラリーマンにとって一番効果が大きく、利用できる範囲が拡
大いたしました。帰り際に本の受け渡しを行ったり、予約した上でそういっ

た手続もできたりしますので、時間的に使えなかった方が使える時間帯が広

がったことで利用度が上がっています。 

須貝教育長  他に何かご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１１号、宝塚市立図書館条例施行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１２号、宝塚市立公民館指定管理者選定委員会への諮



平成 30年第 8回会議録 

8 

 

問について、担当課よりお願いします。 

山下館長   議案第１２号、宝塚市立公民館指定管理者選定委員会への諮問について、
提案理由を御説明いたします。        本件は、宝塚市立中央公民館、同東公民館及び西公民館について、平成３
１年度から指定管理制度を導入するに当たり、平成３１年４月１日から平成

３６年３月３１日までの間に当該施設を管理する指定管理者の候補者を新

たに選定する必要があるため、宝塚市指定管理者選定委員会条例第２条の規

定に基づき、宝塚市立公民館指定管理者選定委員会に諮問するものです。指

定管理者候補の選定スケジュールについては、５月８日に第１回選定委員会

を開催いたします。そこで募集要項や選定基準などについてご審議いただき、

６月１日から７月２日までに指定管理者の公募を行います。その後、７月中

に２回程度の選定委員会を開催し、そこで審査及びプレゼンテーションの審

査を経て指定管理者の候補を選定していただきます。説明は以上です。 

須貝教育長  何かご質問等ございますか。 

井上委員   来年から指定管理者となり、５年契約ですか。ちなみに５年契約というの
はいつ決まったのですか。 

立花部長   本市の指定管理に関する指針というのがあり、原則５年と決まっています。 
須貝教育長  議会でも公民館の指定管理ということで注目され、議員も非常に気にされ

ています。また、市民にも注目を浴びています。ましてや、５年間の契約と

いうことで、慎重にやっていきたいと思っています。事務局から、何か補足

はありますか。 

立花部長   阪神間において、公民館の指定管理者制度を導入した団体はありません。
兵庫県下でも、大都市では総合的な大きい公民館に指定管理者制度を導入し

たという事例はありません。全国的に見ますと、西日本は少ないのですが、

東日本の関東を中心とした地域ではかなり進んでおります。導入するに当た

り、我々が今回一番懸念していたのは、指定管理者の公募をした際に手を挙

げてくれるところがあるかということです。我々が望むレベルの業者が参加

してくれるのかどうかが非常に懸念でしたが、関東系の事業者あるいはコン

ソーシアムということで共同企業体を組んだ上で参画したいというような

反応がありまして、少なくとも現時点で問い合わせが４、５者ぐらいありま

す。そのため、我々としては、実績のある指定管理者の選定が可能ではない

かと思っております。 

須貝教育長  補足をしていただきましたが、他に何かご質問等ございますか。 

井上委員   この選定基準募集要項というのは、どこに出ているのですか。また、出さ
れていないのであれば、いつ出されるのですか。 

山下館長   まだ、出しておりません。５月８日の選定委員会において、募集要項や仕
様書の内容を固めたうえで、６月１日から公表ということになります。 

井上委員   出される前に私たちも知りたいのですが、よろしいですか。諮問してしま
うと私たちが反対できないので、それまでにこの選定基準や募集要項という

のを確認させていただけたらと思います。 
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立花部長   現時点では案という段階ですが、そのレベルでよろしければ出させていた
だきます。 

須貝教育長  では、他にご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１２号、宝塚市立公民館指定管理者選定委員会への諮問
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１３号、宝塚市立スポーツ施設指定管理者選定委員会
への諮問について、担当課より説明をお願いします。 

細谷課長   議案第１３号、宝塚市立スポーツ施設指定管理者選定委員会への諮問につ
いて、提案理由を御説明申し上げます。        本件は、宝塚市立スポーツセンター及び末広体育館、高司グラウンド並び
に売布北グラウンドについては、指定管理者の指定期間が平成３１年３月３

１日をもって満了することから、平成３１年４月１日から平成３６年３月３

１日までの間に当該施設を管理する指定管理者の候補者を新たに選定する

必要があるため、下記の２点の事項について、宝塚市立スポーツ施設指定管

理者選定委員会へ諮問するものです。１点目は、宝塚市立スポーツセンター

及び末広体育館については、公募によることなく教育委員会が当該施設の管

理を行わせるに最適な法人、その他団体と認めたものについて審査いただき

たく諮問いたします。２点目は高司グラウンド及び売布北グラウンドについ

ては、公募により新たに指定管理者の候補者を選定いただきたく諮問いたし

ます。説明は以上です。 

須貝教育長  この件について、何かご質問等ございますか。 

井上委員   最適な法人その他の団体というのは、どのような団体ですか。 

立花部長   スポーツセンターと末広体育館についての現在の指定管理者は、スポーツ
振興公社です。そして、高司グラウンドと売布北グラウンドについても、そ

れぞれスポーツ振興公社です。前回の選定では、スポーツセンターと末広体

育館については、公募によることなくスポーツ振興公社です。非公募で選定

をした上で、今の管理を行っていただいています。それと、高司グラウンド

と売布北グラウンドについては、公募をした上でスポーツ振興公社が管理を

行っています。我々としては、スポーツ振興公社は宝塚市が１００％出資し、

この施設を管理するために設置して、市と役割分担をしながらスポーツ振興

行政を行っております。スポーツセンターというのは、スポーツ振興の拠点

であり、また災害対応の拠点施設という位置づけもございます。今後も市と

ともにこのスポーツ行政を振興するため、スポーツ振興公社が一番適切では

ないかと判断しております。今回もスポーツセンター及び末広体育館につい

ては、スポーツ振興公社を適任としてこの選定委員会に選定の審査をしてい

ただきたく考えております。高司グラウンドと売布北グラウンドについては、

公募です。前回ですと、高司グラウンドが３者、売布北グラウンドについて

は４者の参加業者がございました。今回も、競争によって選定を行います。

そこには、スポーツ振興公社も一団体として参入して、競争に加わろうと考
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えております。 

井上委員   １点目のスポーツセンターについては、スポーツ振興公社で決まりのため、
審査をする必要があるのですか。 

立花部長   これも指定管理者の選定に際しての基準があり、１者であってもその１者
自体が適正な団体であるか、あるいは今の財務状況が適正であるかというの

を改めて審査した上で、実際に管理するに足る団体であるかというのを、新

しい提案も含めて審査会の中できっちり審査することになっております。 

まずは、財務状況を審査します。今の体力が本当に適切かどうかを税理士

にみていただきます。実際にその財産自体があるのかどうか、実際に運営し

ていくだけの体力があるのかどうか、あと競争であった場合はそれぞれが企

画提案を行います。それぞれの団体が、もしこの期間に施設を管理すること

になれば、こういったプラスアルファの取り組みもしますといった売り込み

を行います。本来は、そういった内容を審査いたします。もし、このまま何

も審査もなしにスポーツ振興公社を選定したとすれば、従来の取り組みで良

いということになります。改善する部分、あるいは市民サービスの向上に資

するような取り組みについて、積極的に提案していただいた上で評価を行い

ます。採点では必要最小点数を決め、もし仮にそれを下回った場合は、別の

形で指定管理者の選定を行わなければならないと考えております。 

上江洲理事  １者だけの場合、事業計画や収支計画をもう一回きちんと見て、本当にで
きるのかということに一定の審査が必要だろうということです。生半可な気

持ちで指定管理者になられても困るので、激励の意味も込めて審査しようと

いうことです。 

立花部長   これは、スポーツ振興公社だけの取り扱いではなくて、市として特定の１
者だけが審査をする場合、選定委員会の中で同様に審査をするという取り組

みを全市的にしております。 

須貝教育長  他に何かご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１３号、宝塚市立スポーツ施設指定管理者選定委員会へ
の諮問について、原案どおり可決といたします。        続きまして、報告事項、中山台教育環境適正化検討委員会からの「中山台
地区における学校園規模の適正化＜意見書＞中間まとめ」についての受理に

ついて、担当課よりお願いします。 

高田課長   中山台地区教育環境適正化検討委員会からの「中山台地区における学校園
規模の適正化＜意見書＞中間まとめ」の受理についての概要です。        平成２８年３月に策定しました、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、中山桜台小学校と中山五月台小学校の学校規

模適正化を中心とする意見書を受理しましたので御報告します。        本意見書における提言は、大きく３点に分けて取りまとめられております。        １点目に中山五月台中学校では、通学区域の弾力的運用により、学校規模
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の適正化を図ることとし、既に隣接する山手台地区の一部を対象地域として、

本年度の中学１年生から適用を開始しています。        ２点目は、中山五月台幼稚園の閉園後における長尾幼稚園までの通園手段
の確保に関する要望をまとめられています。        ３点目は、中山五月台小学校について、同じ地域である中山桜台小学校と
の学校統合により、学校規模の適正化を進めるよう取りまとめられています。        また、附帯意見として、学校統合に向けた事前準備や統合後の施設利用に
関する要望、小中一貫校の導入に向けた検討、中山五月台幼稚園閉園後の通

園手段の確保について、今後、検討するよう要望が盛り込まれております。        本意見書の提出を受けて、今後は庁内関係部署と協議を進め、本意見書を
具現化するため、具体的な計画を策定していきます。また、今後の検討委員

会ですが、これで一定の取りまとめはできましたが、附帯意見にもあります

ように全ての課題が解決されたわけではありません。最後まで市民との協働

を継続していくために検討委員会の継続を依頼したところ、地域としても行

政だけの問題ではないという姿勢、考えることとそれを具体的な対応につい

てまで最後まで協働で進めていこうということで、検討委員会は今後も継続

していく予定です。今後、最終的な意見書が出るということではなく、活動

の中間ということでの中間まとめとなっております。報告は以上です。 

須貝教育長  何かご質問等ございますか。 

井上委員   具体的に統廃合を含めた適正化の時期は、いつごろになるのですか。 

高田課長   適正化については、さまざまな課題があります。また、進めて行く中で子
どもたちのケアというものや、一番大きな課題である物理的な問題がありま

す。校舎の問題ということで、経費が大きくかさむことや、育成会など教育

活動以外にも学校を使用している様々な団体との調整もありますので、今そ

こを急いで調整を進めているところでございます。ですから、まだ具体的に

今申し上げられる到達年度というのは、申し上げられるものはございません

ができるだけ早期にその統合年月日等も含めてご報告できるように検討を

進めてまいりたいと思います。 

井上委員   慎重の上にも慎重やけど、このままだとなかなか進まないのでは。 

西本室長   先ほど高田も言いましたが、今では皆さんの関心事はいつかというところ
になっています。ところが、簡単に年度を言った場合に地域からの附帯意見

もあります。また、物理的な問題として、教室数は必ず増えますので、受け

入れ側の学校施設の再整備です。当然、これにはお金がかかる話でもありま

す。政策的な判断が必要であり、そういったことを本日説明させてもらった

後、至急入っていくことで、その先が少し見えてくるのではないかと思いま

す。そのため、申し訳ありませんが、本日の時点でいつにというのは言う事

が出来ない状況です。要望も受けておりますので、できるだけ早く実現した

いと思っております。 

森委員    丁寧に進めていただいて、中山台地区の方向性が具体的にある程度決まっ
てきているように思います。その中で、３点目の小中一貫校の導入に向けた
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検討というのがあります。そして、中間書の１３ページにも小中一貫校に関

する先進市の事例について、情報収集を行っていくと書かれています。けれ

ども、小中一貫校というのはやはり同じ敷地に小学校と中学校が一緒になっ

てこそ、カリキュラムをつくることができます。それが統合という形で、桜

台小学校に五月台小学校が統合されたとなると、小中一貫ではないわけです

ね。なのに、まだ小中一貫校としての導入に向けた検討という文言が入って

います。五月台小学校に統合されたのであれば、小中一貫というのは物理的

にまだやっていけますが、桜台小学校に吸収されるとなると、なかなか小中

一貫の特色ある学校づくりというのは難しいと思います。そういう面に向け

て、地域と一緒にこの小中一貫の研修というか、その先進校を視察するにし

ても地域と一緒になって考えていかないと具体的には進んでいかないと思

います。そのことについて、ただ小中一貫ということで意見を盛り込むと、

後で大変苦しくなると思いますので、具体的に進めていけるのかどうかとい

うことをきっちりと固めていただきたいと思います。 

高田課長   確かに小中一貫教育には施設一体型、同じ敷地の中に同じ建物でというの
と、違う施設で行っていく分離型がございます。この分離型においても全国

的な取り組みはありますが、中山台地区の今の地形のように桜台小学校と五

月台中学校の間には谷が挟んでおり、移動が非常に困難を究める状況であり、

委員がご指摘のように簡単に取り組めるような内容ではありません。ただ、

地域はこの統合だけではなくて、その統合の先の明るい光としてこの小中一

貫教育を非常に望んでいるところがございます。そうした希望という意味で

も、この小中一貫教育を書き記したところがございます。少し時間がかかる

かもしれませんが、地域とともにこの施策を継続したいと考えます。最終的

な目的は小中一貫教育になってくるかと思いますので、地域とともにこの教

育システムを根本からつくり上げていきたい。そんな姿勢で今後も取り組ん

でまいりたいと考えております。以上です。 

井上委員   最初は、五月台で小中一貫に取り組むと言う話だったと思います。 

高田課長   確かに地域から、小中一貫という声が上がりました。事務局といたしまし
ては、施設的なもの、将来的な子どもの推計を見る中では、２小学校、１中

学校のいずれの校舎を使っても、今の中山台地区にお住まいの小学生、中学

生を受け入れが満タンなることから段階を追って進めていこう。まずは悪化

する五月台小学校の教育環境を改善し、将来的にはさらに教育環境を上げる

ための一貫教育の取り組みということで、ステップアップしていこうという

ことで取り組みを進めております。今後も次の段階を見すえ、段階的には進

めていきたいといと考えております。 

西本室長   この小中一貫については、五月台小学校の少子化による児童数の減少によ
る極めて危機的な状況から学校規模適正化考える、それ以外に地域の活力を

どうにか維持し高めていきたいということから特色ある教育環境づくり望

む、大きく二つの側面があると思います。我々としては危機的な状況の教育

環境を改善したいという中で話を進めております。井上委員が今おっしゃら
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れた観点で意見をされている方もおられることは理解しております。小中一

貫校については、着実に取り組んでいくという形で、附帯意見でも記述して

いただいていると理解しています。 

須貝教育長  他に何かご質問等ございますか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  続きまして、報告事項、市立末広駐車場指定管理者の選定について、よろ
しくお願いします。 

山下館長   市立末広駐車場は、平成２９年９月３０日まで市立勤労市民センターと一
体的指定管理者制度により運営されてきましたが、同センターが廃止された

ことから同年１０月１日以降の当該駐車場に関する事務は市長の補助執行

を受け社会教育部が担当しております。それまでと同様、指定管理者制度に

よる運営を行い現在に至っております。今般、当該駐車場の指定管理期間が

平成３１年１月３１日で満了となることから、平成３１年２月１日から平成

３６年３月３１日までの指定管理者の候補者として三井不動産リアルティ

株式会社を選定し、６月市議会定例会に議案として提出いたします。        本件は、市長の補助執行を受けた事務であることから市議会への議案提出
に係る教育委員会の会議における議決事項には該当いたしません。ご報告は

以上です。 

須貝教育長  何かご質問、ご意見等ございますか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  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」
に係るパブリック・コメントの実施について、担当課より説明をお願いしま

す。 

立花部長   最初にこの宝塚市子どもの読書活動推進計画というのが、基本的に法律に
基づく策定となっております。今回第３期目ということで、今年度から既に

対象年度が始まっております。ただ、図書館のシステムの更新を４月１日か

ら実施しており、その更新作業でかなり手数を要したことなど諸般事情のた

め、少し遅れての策定となっております。この内容ですが、目的としては子

どもたちが読書習慣を身につけていけるよう様々な取り組みを行うことと、

第２期計画が平成２９年度末をもって終了いたしましたので、引き続き子ど

もたちの読書活動を推進するための取り組みとして、子どもの読書活動推進

計画を策定するものです。具体的な内容については、みんなで支える子ども

の読書ということで、これは教育振興計画の後期計画の基本方針の一つであ

る、ことばを大切にし、感性豊かな子どもを育てますという箇所の位置づけ

で策定しております。基本方針としては、子どもが読書に親しむための環境

の整備に取り組むということと、子どもの自主的な読書活動を支援するとい

うこと、子どもの読書活動に関する啓発を積極的に行うということ、市立図

書館を中心とした関係機関の連携協力を図りますというところが基本方針

となっております。この計画については、図書館だけの計画ではなく、小さ

いお子さまを担当している部署も含めまして、トータルの子どもたちの読書
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の活動の促進という意味の計画となっております。        最初に、家庭での取り組みがございます。これは子どもが読書好きになる
ためには家庭で大人がまず読書を楽しむこと、そういった姿を見ることで子

どもたちも読書をしたいという気持ちが高まるということで、様々な部署と

連携しまして、共催で幅広い年代の人にまず読書の楽しさを知っていただこ

うということで図書館の施策の一つでビブリオバトルというのがございま

す。これは、昨年度に一回やっており、非常に好評でした。そういったもの

をもう少し幅広く展開することにより、本の楽しさや読んだ内容を皆さんに

示していく、教えていく、そういった楽しさを実感していただきたいと思っ

ております。        それから、健康センター、幼児教育センターというところで、既にやって
おりますが、乳幼児期においては健康センターでのブックスタート事業を継

続的に実施します。ブックスタート事業については、親が小さいお子さまに

読み聞かせというところで、非常にいいきっかけとなっていると評価を受け

ております。幼児教育センターと市立図書館との共催では、移動図書館を利

用したイベントを実施していきたいと思っております。それから、市立図書

館による絵本の選奨や読み聞かせへの支援について、積極的に協力しながら

実施していきたいと思っております。 

続きまして小中学校ですが、学校図書館の司書の全校配置により読書活動

がかなり活発化している状況です。第３期では学校図書館ネットワークシス

テムを活用しながら、学校間で相互に貸し出す、利用するという制度を本格

的に実施していきたいと思っております。それと、各学校の所蔵資料を有効

に活用できるような連携も図りたいと思っております。それとともに、小中

学校と図書館との連携も、非常に大事かと思っています。団体貸し出しなど、

既にできるものはやっているものもございます。連携しながら調べ学習、あ

るいは読書活動に活かしていきたいと思っております。        それから、地域の公共施設での取り組みということで、各施設の中に図書
室を持っているところもございます。そういったところの連携というところ

で、人権文化センターや建設予定の文化芸術施設にも絵本等を設置する計画

もございます。そういったところで、読書活動を推進していきたいと考えて

おります。市立図書館との連携により、それぞれの図書室の蔵書の充実、あ

るいは連携したイベントなどを実施しながら、参加された方々に、多くの本

を読んでいただくための裾野を広げていきたいと思っております。そして、

今は健康センターに一つ設置しているのですが、市立図書館のリサイクル図

書を利用して、プチライブラリーとして実際に貸し借りという手続なしに置

いてある本を持って帰ってもらい、読み終わったら返してもらうという街角

の手軽な図書館という形で運用することで、ますます本に親しんでいただき

たいと思っております。それから、西谷の自然休養村にも設置をいたしまし

た。西谷地域における読書環境の整備として、取り組みました。次は国際文

化センターなどに、プチライブラリーを設置できたらと思っております。 
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       それから、読書が困難な子どもへの支援ということで、障害のあるお子さ
まや日本語の本を読むことが難しいお子さまに対する取り組みとして、市立

図書館では図書館見学の受け入れ、あるいは団体貸し出し、リサイクル図書

の活用で、できるだけ読んでいただく機会を増やしていきたいと思っていま

す。特に、特別支援学級、あるいは特別支援学校への支援を強化していきた

いと思っております。        最後に市立図書館です。この取り組みとしては、本の貸し出しや借りやす
い環境を整えていくということで、一つは返却ポイントです。これは、市内

に１１カ所設置しております。そういったものを設置することにより、行き

帰りでも返せるような環境をつくりたいと思っています。また、予約図書の

受け取りポイントについても、増設していきたいと思っております。最近で

は、中央公民館に増設しました。ここでも予約図書の受け取りができるよう

にしましたので、そういったところでも取り組みを進めているところです。

このような取り組みを進めることにより、サービスの向上、利便性の向上に

努めていきたいと思っております。それと、取り組みの一つとして、図書館

のシステムを更新いたしました。また、小中学生を中心に読書手帖を配布し、

読んだ本がシールで出るようになっており、それを貼っていっていただいて

読んだ本を記録していくというという取組があり、ますます本を好きになっ

ていただくために進めていきたいと思っております。それから、地域に出て

いき、いろいろな取組、イベント、テントショカンや山の図書館のように、

まちに出ていって、あるいは山に、市民の皆様のところに出ていき、読書を

勧めるという取組も進めていきたいと思っています。        今後の予定としましては、パブリック・コメントにかけるという手続がご
ざいます。パブリック・コメントの場合は都市経営会議にかけるということ

になっております。そのため、本日の御報告後の５月７日に都市経営会議に

かけた後、６月１日の広報誌に掲載し、一か月間パブリック・コメントを実

施すると予定です。 

須貝教育長  何かご質問等ございますか。 

森委員    ２期目における主な成果というところですが、５年間の成果ということで
あれば数字的な成果というのをもう少し出していただければ、５年間でこれ

だけ市民が本を利用したり、読んだりということがわかります。ブックスタ

ートを体験してどう感じましたかという箇所では数字で書いてありますが、

ほかではそのような数字的な根拠で説明をしている箇所がなく、こんなこと

をした、こんなことをしたとだけ書いてあります。５年間の中で、やはりこ

のように変わったというのを数字的に示していただければ、市民もよく理解

ができるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

永尾係長   数字で読書活動をあらわすのは、非常に難しいことです。例えば、図書館
の貸出冊数については数字をあげることも可能ですし、子どもたちの貸し出

し数については、増減はあるものの微増となっております。ただ、そういう

数字をあげることは可能ですが、多くの本を読んだからといって読書活動が
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盛んなのかということについては、なかなか直接的には言えない部分もあり

ます。そのため、数字をあげることを、あえて外していることもあります。

また、学校図書館の利用についても、学校司書が全校に入り、様々な活動を

されております。けれども、一人の読める冊数がそれほど極端に増えるもの

でもありません。子どもの数が減っているということもあり、なかなか子ど

もの数と冊数というだけの指標で読書を語ることが難しいかなと思ってい

ます。ただ、数字をあげたほうがわかりやすいというのはわかるのですが、

効果として正しい数字になるかというのは非常に難しいと思っております。 

立花部長   指標の捉え方というのは、大分変わってきております。一人当たりの本の
貸し出し数などの比較できる数字としては、宝塚市は阪神間でも高いほうで

す。ただ、それで図書館としての機能を評価できるかというと難しいです。

例えば三田市役所が、今指定管理者を導入しております。ただ、開館時間が

増えていても、貸出冊数はそんなに増えていません。倍ぐらいに開館時間が

増えているのに貸出冊数が増えていない。では、何が増えたかいうと、来館

者数です。ただ、本市では来館者を記録する機能がありません。三田市は、

自動カウントできるものをつけた上で、今後利用した人の数をはかっていく

とのことです。なので、指標としては、実際に図書館に何人訪れてくれたの

かというところが、今後の評価の対象になるのではないかと思っています。

そういった点も踏まえ、もっとわかりやすい数字での指標を今後検討してい

きたいと思っております。 

須貝教育長  冊数での比較はなかなか難しいということですが、この５年間で年齢層の
低い人たちの出入りが多くなったなど、年齢層であらわすことはできないの

でしょうか。 

永尾係長   どこの図書館でも、全国的に児童の利用、子どもの利用が減っている中で、
宝塚については維持されている、あるいは年度によっては上がっているとい

う状況ではあります。率としては増えていると思います。子ども向けや赤ち

ゃん向けの行事というのを開催していますが、お父さんと赤ちゃんとで来ら

れる方が非常に増えており、そのお父さんと赤ちゃん対象にした行事なども

行っております。今まで平日に行っていた行事を土日に行うなどして、お父

さんも含めて家族で絵本の読み聞かせなどを楽しんでいただくなどしてお

り、そういう行事への参加も非常に多くなっております。 

森委員    あえて数字を外したとおっしゃられましたが、私はやはり成果として数字
は大事だと思います。それで全部を見ていくわけではないですが、例えば学

校でしたら図書室にどれだけの子どもが通ったかとか、どれだけの冊数を借

りたかというのが一つの目安になります。そのため、成果として目安に対し

ての数字の検討というのは、第３期の際には検討していただけたらと思いま

す。それから、子どもはとてもシールが大好きですので、きっとそれは成果

が上がると思います。ぜひ、また成果も聞かせていただきたいと思います。 

篠部委員   宝塚市子ども読書活動推進計画の策定委員の選定ですが、このメンバーか
ら見ると公募の委員も入っておりませんし、保護者も入っておられないので



平成 30年第 8回会議録 

17 

 

 

すが、そのような方を委員に入れるわけにはいかないのですか。 

立花部長   基本的には、内部組織の中で計画の素案を策定しています。その上で図書
館協議会という附属機関がございますが、そこにこの内容についての意見を

聴取することになっています。そこには、公募による市民や宝塚市のＰＴＡ

協議会からの代表委員がおります。また、ボランティア団体からの代表委員、

これは学校教育の関係者、社会教育の関係者、知識経験を有するもの、ある

いは家庭教育に関係する者が入っております。そこに意見を聴取することに

より、ＰＴＡを初め、社会教育団体の方々からの意見も聞いているところで

す。 

須貝教育長  他に何かご意見等はございますか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  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。 

西本室長   ございません。以上です。 

須貝教育長  それでは、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５０分 ───────────── 

 

 


