
平成３１年第３回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 

 

１ 開催日   平成３１年２月６日（水） 

２ 場 所      宝塚市役所  ２－４・５会議室 

３ 開会時間  午後１時３０分 

４ 閉会時間  午後２時３５分 

５ 出席した委員の氏名   森 恵実子教育長、川名 紀美委員、篠部 信一郎委員、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 
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 
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 

施設課長       上治 秀臣 
学校給食課長     小川 裕彦 
学事課長       髙田 輝夫 
学校教育課長     藤山 昌生 
青少年センター    伊藤 章 
社会教育課長     水野 寧 
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 
教育研究課副課長   筒井 啓介 
職員課係長      田中 雅之 
施設課係長      平田 泰三 
中央図書館係長    西川 和巳 

 

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 

〇議案第２号 平成３１年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提出について意見を申
し出ることについて 

〇議案第３号 平成３０年度教育委員会所管一般会計補正予算（第６号）（案）の提出につ
いて意見を申し出ることについて 

 

１０ その他 

○報告事項 平成３０年（２０１８年）１２月における宝塚市立学校の「いじめ事案」に
ついて 
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会議の概要 

会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３０分 ───────────── 

森教育長   それでは、平成３１年第３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   おられません。 

森教育長   それでは、本日の署名委員は望月委員です。よろしくお願いいたします。  本日の付議案件は、議決事項１件、議決事項以外の案件１件です。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１件、議決事項以外の案件１件です。 

議案第２号 平成３１年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提出につ
いて意見を申し出ることについて 

報告事項 平成３０年（２０１８年）１２月における宝塚市立学校の「い
じめ事案」について 

以上です。予算に関する議案が終了いたしましたら、控えている担当は退

出させていただきます。そして、いじめ事案につきましては、個人に関する

記載がございます。非公開での報告とさせていただきます。 

また、本日追加の案件としまして、議決事項１件がございます。議案第３

号、平成３０年度教育委員会所管一般会計補正予算（第６号）（案）の提出

について意見を申し出ることについて、です。 

なお、進行の都合上、平成３１年度当初予算の審議の次に、追加の平成３

０年度３月補正予算の審議をお願いいたします。したがいまして、審議の順

番としましては、初めに議案第２号の審議をいただいた後、本日追加の議案

第３号の審議をいただき、最後に非公開でいじめ事案の報告を行います。 

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２号、平成３１年度教育委員会所管一般会計予算（案）
の提出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。 

柳田課長   議案第２号、平成３１年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提出につ
いて意見を申し出ることについて、内容の御説明を申し上げます。 

本件は、平成３１年度一般会計予算のうち、教育委員会関係予算に関しま

して、平成３１年３月定例市議会に議案を提出するに当たり、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、市長に次の予算案をも

って意見を申し出るものです。 

平成３１年度教育委員会所管一般会計予算（案）については、歳入額は２

２億７，３５８万２，０００円、歳出額は５３億８，７３６万９，０００円

といたします。また、債務負担行為（案）として、第２次宝塚市教育振興基

本計画の策定に係る業務委託料等を設定いたします。 

関係資料に基づき、概要の御説明をさせていただきます。 
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１ページ目の平成３１年度一般会計歳出予算における款１０教育費の予算

ですが、総額が８７億６，８０６万９，０００円で、前年度に比べて１億５，

４６７万円、約１．７％減少しています。平成３１年度は、学校園でのコン

クリートブロック塀の改修工事など施設整備事業で増額はありましたが、平

成３０年度に計上していました長尾中学校の屋内運動場の改築事業や中央公

民館整備事業などの大規模工事が完了したことなどが、全体の事業の減額の

主な要因となっております。 

なお、この議案として意見を申し出る教育委員会所管の予算については、

款１０教育費の総額８７億６，８０６万９，０００円から、子ども未来部で

所管する私立幼稚園就園奨励費補助金、私立幼稚園助成事業補助金と給与労

務課等で所管する人件費を合わせました３４億６，０７１万２，０００円を

除きまして、そのほか郵便料など教育費以外で計上する８，００１万２，０

００円を加えた５３億８，７３６万９，０００円となっております。 

続きまして、次のページをご覧ください。こちらは、款１０教育費の予算

の総額及び内訳の経年の推移を示したものです。平成３１年度教育費予算が

平成３０年度に比べて約１億５，０００万円減少しているのに加え、一般会

計予算総額は前年度と比べて６億７，０００万円増加していて過去最高額の

７９４億２，０００万円となっており、一般会計予算に占める教育費予算の

割合は前年度より０．２ポイント減の１１．１％となっております。 

内訳③の投資的経費の推移ですが、長尾中学校の屋内運動場改築事業、中

央公民館の整備事業等の完了などにより、約５億２，０００万円減少してい

ます。一方で、内訳④の、その他の経費では約３億６，０００万円増加して

います。こちらについては、平成２８年度から３年間財源不足対策として行

っていた給与の減額措置が終了することによる人件費の増がございます。そ

れと幼児教育の無償化に伴いまして、私立幼稚園就園奨励費補助金が増加す

るなどでいずれも市長事務部局が所管する予算になっておりますが、こちら

が増加しております。 

次に主な事業について、御説明させていただきます。３ページの一覧は、

所属の所管課の順で予算説明書に計上している事業をまとめたものです。新

規は二重丸、拡充は一重丸と示しておりますが、こちらは一般会計予算の説

明書に準じたものです。これらを含め、実施計画において採択されたものを

中心に御説明させていただきます。 

まず、一番の教育総務事業です。第２次宝塚市教育振興基本計画策定に係

る意見聴取者への謝礼として４０万４，０００円を計上しています。 

次ページをご覧ください。８番の小学校施設整備事業、９番の中学校施設

整備事業、１１番の特別支援学校施設整備事業及び１２番の幼稚園施設整備

事業では、いずれもコンクリートブロック塀の改修工事費とあわせて４億円

を計上しています。 

５ページをご覧ください。１４番の奨学助成事業では市民福祉金廃止の代

替施策として、ひとり親家庭等大学生等奨励給付金を３，０００万円計上し
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ています。 

６ページをご覧ください。２２番の中山台地区教育環境適正化事業では、

教室の改修工事に係る設計委託料として４００万円計上しております。 

７ページの２５番、給食事業です。こちらでは、米飯自校炊飯実施に係る

経費として２，３５４万２，０００円を計上しているほか、夏場の猛暑に対

応するために給食調理室に配置する冷風機に係る費用として４００万円を計

上しております。 

３１番の学校園安全推進事業では、３年ごとに内容の更新を行っている、

すみれ子ども安全マップの印刷製本費として３８６万７，０００円を計上し

ています。 

１０ページをご覧ください。４４番の部活動推進事業では、中学校部活動

における教職員負担軽減を目的とした部活動外部指導員の配置のため、６５

１万円を計上しています。 

１４ページ、８１番の文化財保護事業では、平成２８年に市へ所有権移転

しました旧山田家住宅について、文化財の保全活動を図るための改修計画の

策定業務委託料１６０万４，０００円を計上しています。 

１５ページ、８３番の宝塚自然の家利活用推進事業では、施設の維持管理

や利用者サービスの向上を図るために２３６万９，０００円を計上していま

す。 

８７番、中央図書館管理運営事業では、図書購入費等と合わせまして災害

時に備えて避難階段に手すりを設置し、避難階段からの通路の整備工事修繕

を行うための費用として８３４万９，０００円を計上しています。 

続いて、債務負担行為について、御説明させていただきます。 

議案の３ページをお願いいたします。第２表、債務負担行為です。こちら

は、次年度で支出する予定の事業費等について計上しております。一覧にあ

りますとおり第２次宝塚市教育振興基本計画策定業務委託料及び学校施設長

寿命化計画策定業務の委託料について、また平成３２年度から３６年度まで

の期間に負担するものとして各学校へ教育用タブレット端末の整備に係る費

用について、それぞれ債務負担行為の設定するものです。 

説明は以上です。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

森教育長   説明していただいたことが、来年度の教育委員会のポイントというところ
ですね。 

柳田課長   新規拡充として、実施計画等で採択されたものを中心に説明させていただ
いております。 

森教育長   いじめ対策や言葉の祭典などは、どのようになっていますか。 

田上部長   ことばの祭典は、３４番の伝統文化教育推進事業の中で、１２万３，００
０円の予算取りをしております。それから、いじめに関しては、３８番のい

じめ防止対策推進事業で計上しています。 

川名委員   委員の報酬とか講師謝礼などは、大体決まっているのですか。 
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田上部長   条例等に基づいてお支払いしています。 

川名委員   そうすると、２年前のあの事案を受けて、新たにというのは今のところこ
のＣＡＰのみですか。 

田上部長   研修を考えており、その予算は学校教育課がとっています。 

川名委員   いじめ防止事例研修会の謝礼金額、これは毎年やっている事案ですか。 

田上部長   これは新たにつくっております。 

木野委員   ４４番、部活動推進事業の部活動外部指導者活用事業委託料６５１万円は、
指導者の報酬という理解でよろしいですか。 

藤山課長   委託料の中に入っています。 

木野委員   何人分になるのですか。 

藤山課長   ６２人分の年間賃金です。学校に来ているのが２００日程度ですので、３
日に１回ぐらいは外部指導者が関われるという形になります。現在クラブ数

が運動部で約１００、文化部で約５０あります。外部指導者が関わっている

のは、文化部はほぼ吹奏楽部と茶華道です。運動部は各学校で３人から４人、

多いところで５人が割り当てられています。 

木野委員   一人１０万ぐらいになるということですね。少ないのではという感覚です。 
田上部長   これは市独自の事業です。国が部活指導員という顧問としてできる制度を

作りましたので、来年度は導入していきたいと考えていたのですが、本市独

自の指導員だけになってしまいました。部活の指導については、教員が指導

できるもの、できないものの見分けは教育委員会ではわからないため、校長

会で割り当てを学校でまず考えてくださいと伝えています。学校によって偏

りが、指導者がきちんといる学校と少ない学校があり、部活指導の状況に応

じて外部指導員を派遣する形になっています。 

木野委員   先生の働き方改革にも、いじめ対策にも関係すると思いますが、印象とし
てはこれだけの報酬でどれだけ責任感を持ってやっていただけるのかとい

うのが、正直疑問に思います。 

森教育長   ほぼボランティア精神というか、そこに頼っているという形ですね。 

川名委員   今は働き方改革で外部指導者をもっとと言うけれども、お金がつかないた
め、なかなか自治体だけやるというのは難しいことですね。 

森教育長   柳田課長から特筆すべき点の説明をしてもらいましたが、来年度の教育委
員会の予算の説明をするときに、３１年度の教育委員会の目指す方向を委員

の皆さんにわかっていただく必要があるので、そのことも盛り込んで説明さ

れるのが良いと思います。その点を事務局からお願いします。私からは、い

じめに関する予算はどうなっているのか、教育委員会はどう考えているのか

という点について予算を通して、説明をしてもらいました。 

ほかに来年度の大きなこととしては、ＩＣＴ活用かと思いますが、どのよ

うに考えているのか説明をお願いできますか。 

筒井副課長  昨今、近隣の都市を見ていますと、タブレット端末の導入が進んでおりま
す。西宮市など１人１台という環境もありますが、本市はコンピューター教

室については、教員用１台と児童生徒が４０台ということで４１台を基準に
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整備ができていて、校務用パソコンも教員にほぼ１人１台という形で整備さ

れていますが、教室や教科を選ばず、次の学習指導要領で子どもたちの主体

的な学びにということで、子どもたちが自由自在にタブレット端末を使って

より幅の広い事業が展開できるというような環境にまではなっていません。

学校現場からの強い声や、子ども議会でも多くの子どもたちの声をいただい

たり、議会でも御質問いただいたりしている中で、予算を約９，０００万円

ですが、債務負担行為で５年間つけていただいております。このお金を元に

しまして、プロポーザルを実施し、子どもたちの学びの環境をつくるという

意味でタブレット端末を各校に導入しようと考えております。お金にも限り

がありますので、多くの台数は買えませんが、まず導入してみて次の足がか

りに繋げていけたらと考えております。 

以上です。 

望月委員   タブレット端末は、いわゆる大きなスマホです。ですから、一般の家庭に
あるものと同じようなものです。それを新たに予算つけて導入するより、Ｗ

ｉ－Ｆｉなど電波環境の整備や、先生たちが各自持っているスマホを活用し

ていくような形で進めていく方が、私は現実的ではないかと思います。新た

にタブレットを導入して、手順を考えている間に、時代に置いていかれるの

ではないかと危惧します。ちなみに、私がタブレットを買ったのは１０年前

ですが、性能が全く今とは違います。 

筒井副課長  貴重なご意見ありがとうございます。私物のスマホやタブレットを持ち込
むという点ですが、教員等が私的なパソコンやタブレットを授業で使い、そ

こに私的な動画や写真が入っていて大きなニュースになることもあります。

そしてセキュリティの観点に加え、行政として格差がないように子どもたち

と教員の環境を整えるのが責務だと捉えております。その上で、タブレット

が全てだとは思っておりません。まずはコンピューター教室で、入力やファ

イル操作やモラルといったものを総合的に身につけます。場所を問わず使え

るタブレットは、１台でカメラやプレゼン、文書の作成もできる道具です。

場面に応じて、コンピューター教室やタブレットを使い分けながら事業を展

開したいと思っております。それからＷｉ－Ｆｉ環境も各学校に整えていま

すが、２１年度ごろに導入した機械で古いため、何台かずつリクエストした

いと考えております。 

川名委員   プロポーザルで選定というお話ですが、何をプロポーザルされるのですか。 
筒井副課長  このようなことを目的としてタブレットを導入し、事業を実施しますとい

うことを伝えて、業者を募集します。そうするとお金だけで決めるのではな

く、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社が手を挙げて、ぜひ参加したいと名乗り出ます。例え

ばＡ社はタブレットが有効に活用できるように導入するだけでなく、教員へ

の研修会も提案します。Ｂ社はより活用しやすい教材を一緒に導入しますと

いう形で、各業者がプラスアルファで提案をされます。それをトータルで見

ながら、金額や機械の性能の点数等を合計して、総合得点で業者を選定する

という形を実施しようと考えています。 



平成 31年第 3回会議録 

7 

 

川名委員   その後の使い方も含めてということですね。しばしば、だまされて高いも
のを学校が導入してしまうことがあるようです。詳しい方が選定の時におら

ず、発生しているとお聞きしますが、それはどうされるのですか。 

筒井副課長  私自身も中学校の教員であり、コンピューターの専門でもありません。平
成２１年ごろと違い、仕様書を書きます。そして、事務局には、数年前から

元企業のＳＥがおります。仕様書を作成するときに、技術的な部分は入札等

にも関わった経験のあるＳＥが担当します。教育の方向性は指導主事でない

とできませんので、綿密に打ち合わせをしながら進めていきます。それから、

学校現場で使えるものでないと困りますので、声を反映するために、委員の

中に小学校、中学校、支援学校等の代表の教員や、情報教育等の担当の部会

の代表の教員、それから庁内の皆様にも入っていただいて、会を進めていく

よう考えております。このような形で、支援システムやコンピューター室の

パソコンや教員のパソコンの入れ替えも、ここ数年プロポーザルの提案を受

けて実施しています。その結果を見ると、過去と違い良い提案で値段もかな

り競っていただいて、安く導入できているという実績がございます。単に金

額だけで導入していた時代では、安いけど後からランニングコストがかかる

とか、修理対応とか、教員への研修、フォローアップが不十分であった、物

だけ入れるというようなことも過去にはありましたので、そういった反省を

踏まえて、昨今はプロポーザルを実施しております。 

森教育長   子どもや先生たちの現場の要求になかなかＩＣＴの環境が追いついていか
ないということで、何とかこのタブレットを現場の中に入れていくよう進め

ていきたいと考えています。 

望月委員   ３４番の伝統文化教育推進事業ですが、総額が１９７万円で、２００万円
程度ということです。宝塚歌劇の鑑賞は１１２万円ということで、２００人

ぐらいしか鑑賞できない数なので、全員の子どもは見られないのですか。 

藤山課長   宝塚歌劇については、中学校では毎年全校で観劇いただいております。小
学校では商工会議所青年部からご寄附をいただき、今年度をもって全校での

観劇が終了いたしました。来年度からも引き続きご寄附いただけるというこ

とで、継続してお願いしたいと考えております。ただ、一年間に全ての小学

校で実施はできないため、何年かで観劇を行えるよう考えています。 

望月委員   管弦楽団のコンサート１０万円ということで、非常にやりくりが厳しい中
でやられているかと思いますが、市の伝統文化教育推進事業で２００万円と

いうのは、いかにもお粗末な感じを受けました。 

髙田課長   学事課から、予算に関連して補足させていただきます。資料の５ページを
ご覧ください。１４番の奨学助成事業で、拡充事業として来年度から制度が

開始するものがございます。予算額が３，０００万円のところです。経済的

な理由で就学困難な母子、父子、遺児家庭を対象に、大学等の入学時に一人

当たり２０万円の一時金を給付する事業が来年度から開始します。この事業

は、市民福祉資金の廃止に伴う代替施策として、ひとり親家庭の大学生、専

門学校も含んでおりますが、そこへ進学した子どもに一人２０万円を給付す
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ることによって、ひとり親家庭の経済的な負担を軽減していくことと、そう

した子どもたちに大学等への就学を奨励していこうという目的で制度を開

始いたします。対象は一定、所得制限を設けております。児童扶養手当を受

給している世帯相当ということで、基準額は児童扶養手当の基準額を用いま

す。また申請の際に、一年前から本市に居住しているという一定の居住要件

も設けております。そして年齢についてですが、社会に出てから再度勉強し

ようと大学に進学される方もおられますが、それらの方は対象外とします。

高校を卒業して、新たに大学、あるいは短大、専門学校に行かれる方を対象

としておりますので、年齢制限を設けております。２０歳までということで

すが、初年度は１８歳、翌年度以降は１歳ずつ繰り上げていく予定です。そ

の予算が３，０００万円です。一人２０万円で、初年度は少し多目に積算し

て１５０人を見込み、予算額は３，０００万円となっています。ページの一

番下の１６番目、基金管理事業３，００６万９，０００円とあります。これ

は市民福祉金の代替施策ですので、財源は市民福祉金の廃止に伴う財源を活

用いたします。この３，００６万９，０００円のうち、３，００５万円を活

用いたします。予算上では３，０００万円となっていますが、５万円の郵便

料をとっております。対象者が特定されていますので、周知不足があっては

いけないため、対象者全員に郵便で通知をさせていただくため、５万円の郵

便料を計上しています。 

森教育長   ありがとうございました。では、学校の大規模改修について、何校かなど
の説明をお願いします。 

上治課長   ４ページをご覧ください。８番の校舎等改修工事設計委託ですが、これは
設計になります。下から二つ目の５校ですが、これが改修工事です。これに

ついては、文部科学省からの交付金採択などによって変わります。今のとこ

ろ計画させていただいているのが、工事は５校です。小浜小学校の二期、西

山小学校の三期、売布小学校の二期、丸橋小学校の三期、安倉北小学校の三

期です。設計委託料が、小浜小学校の三期の設計、西山小学校の四期、売布

小学校の三期、丸橋小学校の四期、安倉北小学校の四期で、この翌年の経費

を上げさせていただいております。 

９番の中学校ですが、工事は御殿山中学校の三期、設計は御殿山中学校の

四期を計画しています。 

森教育長   大体の来年度の学校の工事の様子もわかっていただけたと思います。これ
らの内容も踏まえ、全体でご質問いかがでしょうか。 

委員     （なしの声） 

森教育長   それでは、議案第２号、平成３１年度教育委員会所管一般会計予算（案）
の提出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、先ほど事務局からありましたように、追加案件の平成３０年

度３月補正予算に関しての審議をいたします。議案第３号、平成３０年度教

育委員会所管一般会計補正予算（第６号）（案）の提出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いたします。 
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柳田課長   議案第３号、平成３０年度教育委員会所管一般会計補正予算（第６号）（案）
の提出について意見を申し出ることについて、内容を御説明申し上げます。 

本件は、平成３０年度一般会計補正予算（第６号）（案）のうち、教育委員

会関係予算に関して、平成３１年３月市議会定例会に議案を提出するに当た

り、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、市長

に次の予算案をもって、意見を申し出るものです。平成３０年度教育委員会

所管一般会計補正予算（第６号）（案）については、歳入予算に９億６，５７

５万７，０００円を増額し、総額を３０億３，３１３万７，０００円といた

します。また歳出予算に８億６，９４１万３，０００円を増額し、総額を５

８億４，０６８万５，０００円といたします。 

概要について、資料で御説明いたします。１３ページをご覧ください。左

端のナンバー２６番、２７番、３０番、３４番、３５番、こちら学校園の施

設整備事業になりますが、その中でトイレの改修工事費及びコンクリートブ

ロック塀改善工事費を合わせて９億７，８４３万２，０００円を計上してい

ます。こちらについては、いずれも国の補正予算による交付金を財源として

おり、平成３１年度に繰り越しして執行することになるため、繰越明許費の

予算についても同時に計上しています。 

繰越明許費については、９ページの一覧をご覧ください。小学校費、中学

校費、特別支援学校費については、追加ということで決定、幼稚園費につき

ましては、金額の変更で増額をしております。 

続いて、１４ページの４６、４８番です。準要保護児童生徒に対する、新

入学の学用品の単価増による増の金額を計上しております。こちらについて

は同時に費用の精査をしており、総額としては減になりますが、内訳の要素

としては増の要因があるということで記述をしています。 

主なものは以上です。残りについては、年度末に向けての事業の精査で執

行見込みを踏まえた増減をしております。また、入札差金による減額等を計

上しています。また先ほど御説明いたしましたコンクリートブロックの改善

工事については、平成３１年度の当初予算でも計上していますが、国の財政

支援策を最大限に活用するということで、３１年度の予算と３０年度の予算

と並行して計上しています。 

説明は以上です。 

森教育長   御質問、御意見等ございませんか。 

委員     （なしの声） 

森教育長   それでは、議案第３号、平成３０年度教育委員会所管一般会計補正予算（第
６号）（案）の提出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。 

西本室長  それでは、控えておりました職員は退出させていただきます。 

 

【 担当退出 】 
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森教育長   それでは、先ほど事務局からありましたように、次の報告からは非公開と
いたします。報告事項、平成３０年（２０１８年）１２月における宝塚市立

学校の「いじめ事案」について、担当課より説明をお願いします。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 

 

森教育長   それでは、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３５分 ───────────── 

 

 


