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平成３１年第７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３月２８日（木） 

２ 場 所      宝塚市役所  ２－４・５会議室 

３ 開会時間  午後２時２２分 

４ 閉会時間  午後３時１３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 
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        髙田 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 
中央公民館館長     山下 富司 
東公民館館長      大西 章 
職員課副課長      石田 勝久 
学事課係長       清水 良太 
中央公民館係長     鈴木 陽子 
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８ 会議の書記   教育企画課長     柳田 直記 

教育企画課事務職員  猪井 繁哲  
９ 議題 

〇議案第１０号 宝塚市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制定につ
いて 

〇議案第１１号 宝塚市教育委員会事務局等職務権限規程の一部を改正する規程の制定に
ついて 

〇議案第１２号 宝塚市教育委員会公文書取扱規程の一部を改正する規程の制定について 

〇議案第１３号 宝塚市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について 

〇議案第１４号 宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の人事評価規
則の一部を改正する規則の制定について 

〇議案第１５号 宝塚市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規
則の制定について 

〇議案第１６号 宝塚市立小学校及び中学校の指定に関する規則の一部を改正する規則の
制定について 

〇議案第１７号 宝塚市立公民館管理運営規則及び宝塚市公民館運営審議会規則を廃止す
る規則の制定について 

〇議案第１８号 宝塚市立小学校の体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則の
制定について 

〇議案第１９号 宝塚市いじめ防止基本方針の改訂について 

 

１０ その他 

〇報告事項 平成３１年（２０１９年）１月、２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  ─────────── 開会 午後 ２時２２分 ───────────── 

森教育長   平成３１年第７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   本日の署名委員は望月委員です。よろしくお願いします。 

本日の付議案件は、議決事項９件、報告事項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９件、報告事項１件です。 

議案第１０号 宝塚市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規
則の制定について 

議案第１１号 宝塚市教育委員会事務局等職務権限規程の一部を改正する
規程の制定について 

議案第１２号 宝塚市教育委員会公文書取扱規程の一部を改正する規程の
制定について 

議案第１３号 宝塚市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定に
ついて 

議案第１４号 宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員
の人事評価規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第１５号 宝塚市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部
を改正する規則の制定について 

議案第１６号 宝塚市立小学校及び中学校の指定に関する規則の一部を改
正する規則の制定について 

議案第１７号 宝塚市立公民館管理運営規則及び宝塚市公民館運営審議会
規則を廃止する規則の制定について 

議案第１８号 宝塚市立小学校の体育施設の開放に関する規則の一部を改
正する規則の制定について 

報告事項 平成３１年（２０１９年）１月、２月における宝塚市立学校の
「いじめ事案」について 

です。 

議案第１０号から第１３号については、同一の理由による規則等の改正に

関するもののため、一括で御報告いたします。また、いじめ事案の報告は、

個人に関する記載があるため、非公開での報告とさせていただきます。議案

第１１号ですが、事前に配布させていただいている内容から修正がございま

す。申し訳ございませんが、議案第１１号に関しましては、本日に配布させ

ていただいている議案にて、御審議をお願いいたします。 

森教育長     それでは、 

議案第１０号 宝塚市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規
則の制定について 

議案第１１号 宝塚市教育委員会事務局等職務権限規程の一部を改正する
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規程の制定について 

議案第１２号 宝塚市教育委員会公文書取扱規程の一部を改正する規程の
制定について 

議案第１３号 宝塚市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定に
ついて        担当課より一括して説明をお願いします。 

柳田課長   議案第１０号 宝塚市教育委員会事務局事務分掌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いたします。 

本件は、本年４月１日からの市立公民館への指定管理者制度の導入に伴い、

各公民館が行政上の組織としての位置づけでなくなることを受け、社会教育

部社会教育課の分掌事務として、市立公民館に関する事務を追加するととも

に、指定管理者制度を導入している他の公の施設との整合を図るため、施設

を分掌する室組織の規定から公民館を削除するものです。 

議案第１１号、宝塚市教育委員会事務局等職務権限規程の一部を改正する

規程の制定について、提案理由及び内容をご説明いたします。 

本件は本年４月１日からの市立公民館への指定管理者制度の導入に伴い、

各公民館が行政上の組織としての位置づけでなくなることを受け、権限事項

に関する規定を削除しようとするものです。 

議案第１２号、宝塚市教育委員会公文書取扱規程の一部を改正する規程の

制定について、提案理由及び内容を御説明いたします。 

本件は、本年４月１日からの市立公民館への指定管理者制度の導入に伴い、

各公民館が行政上の組織としての位置づけでなくなることを受け、各公民館

の文書記号番号に関する規定を削除するものです。 

議案第１３号、宝塚市教育委員会公印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いたします。 

本件は本年４月１日からの市立公民館への指定管理者制度の導入に伴い、

各公民館が行政上の組織としての位置づけでなくなることを受け、各公民館

が保管する公印に関する規定を削除しようとするものです。 

説明は以上です。 

森教育長   それでは、何か御質問等ございますか。 

委員     （なし） 

森教育長   議案第１０号 宝塚市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規
則の制定について 

議案第１１号 宝塚市教育委員会事務局等職務権限規程の一部を改正する
規程の制定について 

議案第１２号 宝塚市教育委員会公文書取扱規程の一部を改正する規程の
制定について 

議案第１３号 宝塚市教育委員会公印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。 



平成 31年第 7回会議録 

 

5 

 

続きまして、議案第１４号、宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教

育機関の職員の人事評価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。 

石田副課長  議案第１４号、宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員
の人事評価規則の一部を改正する規則の制定について、御説明いたします。 

本件は、来年度から市の幼稚園教諭における条件附採用期間の規定変更に

伴う改正を行うとともに、人事評価における評価を行う者について規定と実

際の運用での解離をなくすため規則の改正を行おうとするものです。 

説明は以上です。 

森教育長   何か御質問等ございませんか。 

委員     （なし） 

森教育長   それでは、議案第１４号、宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育
機関の職員の人事評価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、議案第１５号、宝塚市立小学校及び中学校の管理運営に関す

る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いた

します。 

藤山課長   議案第１５号、宝塚市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部
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いたします。 

本件は、小学校及び中学校での年間授業時数の確保のため、平成３１年度

より長期休業日の期間を短縮し、各学期の期間を改めるとともに、新学習指

導要領の実施に合わせて教育課程の規定を改正しようとするものです。 

改正の主な内容としては、夏季休業日の終期を現行の８月３１日から同月

２８日とし、冬季休業日の終期を現行の１月７日から同月６日とするととも

に、夏季休業日を短縮することを踏まえ、第１学期の終期及び第２学期の始

期をそれぞれ現行より１月前倒しし、第１学期を４月１日から７月３１日ま

で、第２学期を８月１日から１２月３１日までとします。なお、３学期の始

期及び終期については、今回は改正を行いません。 

その他、「特別の教科 道徳」及び小学校における「外国語活動」について、
学校が編成する教育課程に記載するよう規定を改めます。 

説明は以上です。 

森教育長   以前から話し合いを行ってきた長期休業の短縮において、規則を改正いた
します。何か御質問等ございますか。 

木野委員   長期休業日の短縮については理解していますが、なぜ学期の変更を伴う必
要があるのですか。 

藤山課長   ８月３１日までを１学期とすると、授業が始まってから数日して２学期が
始まることになります。８月２９日を始業式として、その日を２学期の開始

とするため、月の変わり目の７月３１日までを１学期、８月１日を２学期と

することで区分をしました。 

木野委員   ８月２８日までを１学期とするより月末の方が、区切りが良いということ
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ですね。 

森教育長   保護者には、どのような通知をされるのですか。 

藤山課長   保護者には、休業日と始業式・終業式の日程をお伝えしていますが、１学
期と２学期についてはお伝えしません。これまで９月から２学期とお伝えし

ていましたので、８月２９日が始業式となると、その日から２学期と学校で

は伝えています。 

森教育長   保護者にはすでに伝えておりますか。 

藤山課長   すでに伝えております。 

立花部長   養護学校も同じような規定かと思いますが、小・中学校の学期の概念だけ
変更して、宝塚市として学期の概念が混在してもよろしいのでしょうか。 

藤山課長   養護学校は小・中学校の規定を準用しています。なので、学期及び始業式
は来年度から変更となります。 

森教育長   それでは、議案第１５号、宝塚市立小学校及び中学校の管理運営に関する
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、議案第１６号、宝塚市立小学校及び中学校の指定に関する規
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。 

髙田課長   議案第１６号、宝塚市立小学校及び中学校の指定に関する規則の一部を改
正する規則の制定について、提案理由及び内容を御説明いたします。 

本件は、現在、宝塚小学校が就学学校となっている御殿山４丁目の一部を

すみれガ丘小学校に変更とするもの及び現在、長尾小学校と山手台中学校が

就学学校となっている中筋山手７丁目の一部を中山桜台小学校と中山五月

台中学校に変更とするものです。地域の自治会及び管理組合から変更の要望

があり、地域の総意が得られていること、また、この地域は就学学校の選択

地域であり、変更後も学校選択が可能であり、対象者に不利益が生じないこ

とから、規則の改正を行うものです。 

また、市役所南側敷地の東洋町２番が分筆されることから、住居は現在あ

りませんが、３番街区を追加します。具体的に、お手元の地図で御説明いた

します。御殿山４丁目ですが、地図の中央、左右に通っているのが中国縦貫

自動車道です。この北側の点線で囲んでいる地域が、御殿山４丁目です。こ

の地域は、すみれガ丘小学校が開校した１９９０年（平成２年）当初から、

当時の自治会からの要望に基づき、宝塚小学校区ではありましたが、保護者

からの申請に基づいて、すみれガ丘小学校に就学学校を変更できる制度を運

用してきた地域です。当初、希望者は非常に少なかったですが、年々増え続

け、現在ではこの地域にお住いの小学生全員が、すみれガ丘小学校へ就学し

ています。また、この地域の街づくり協議会や学校単位での防災関係は、本

来の校区である宝塚小学校区となります。実態としては、全ての子どもがす

みれガ丘小学校に通っており、すみれガ丘小学校を活動拠点としていて、校

区と実態が一致しないことから、自治会として、通学区域の変更の申し出が

あったものです。 

次に中筋山手７丁目の１番街区です。地図の中ほどの太線で示している地
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域が中山桜台小学校区です。この地域の下側、南側に丸で囲って、吹き出し

に中筋山手７丁目１番（セーリオ宝塚）と記載しています。この地域が中筋

山手７丁目１番街区で、セーリオ宝塚という集合住宅のみの地域です。ここ

は、中山台地区に隣接していますが、当時の規則通り、長尾小学校、山手台

中学校を指定校としていましたが、セーリオ宝塚の管理組合からの要望に基

づき、中山桜台小学校、中山五月台中学校に就学学校を変更できる制度を運

用してきた地域です。ここでも、当初は希望者が少なかったのですが、徐々

に多くなり、今ではほとんどの児童生徒が中山桜台小学校、中山五月台中学

校へ就学しています。こうした状況を受け、管理組合からの要望に基づき、

通学区域を変更するものです。 

もう一点が、東洋町です。市役所とロイヤルホームセンターなどの間の土

地で、建物が建ったりしている地区です。ここは、本来２番街区でしたが、

２番街区と３番街区に分筆されることから、分筆された地区についても末成

小学校と高司中学校を校区とするものです。 

説明は以上です。 

森教育長   宝塚小学校とすみれガ丘小学校に関する、御殿山４丁目の校区編成につい
て、何か御意見や御質問ございませんか。 

川名委員   両地区とも納得されているのであれば、このようにしていただいたら良い
と思います。 

森教育長   それでは、中筋山手７丁目の校区変更についても、何かご質問等ございま
すか。 

望月委員   地図を見ると、今までの中学校の方が近いように思えるのですが、どうな
のでしょうか。 

髙田課長   地図では見にくいのですが、直接横に行けなくて、一度下に降りて回らな
いと行けないため、距離的にはあまり変わらない地域です。 

森教育長   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１６号、宝塚市立小学校及び中学校の指定に関する規則
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、議案第１７号、宝塚市立公民館管理運営規則及び宝塚市公民

館運営審議会規則を廃止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。 

山下参与   議案第１７号、宝塚市立公民館管理運営規則及び宝塚市公民館運営審議会
規則を廃止する規則の制定について、提案理由及び内容を御説明いたします。 

本件は、市立公民館の管理及び運営並びに審議会の組織及び運営に関して

必要な事項について、従前は、宝塚市立公民館管理運営規則及び宝塚市公民

館運営審議会規則において定めていましたが、市立公民館に指定管理者制度

を導入することから、当該規則を廃止する規則を制定しようとするものです。 

宝塚市立公民館管理運営規則では、公民館における職員の設置等に関する

こと及び公民館の事務分掌を定めており、指定管理者制度においてはこれら
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の規定は不要となります。また、宝塚市公民館運営審議会規則については、

公民館運営審議会委員の委嘱や会長に関すること及び議事等について定め

ていますが、本審議会は指定管理者制度導入時に廃止します。以上のことか

ら、指定管理者制度を導入する平成３１年４月１日をもって当該規則を廃止

しようとするものです。なお、公民館運営審議会に代わる意見聴取の機会と

して、指定管理者と登録団体との意見交換会を定期的に実施する予定です。 

説明は以上です。 

森教育長   何か御質問等ございますか。 

木野委員   登録団体というのは、どのような団体なのですか。 

山下参与   団体やグループを登録していただいて、登録いただいたグループに公民館
を使用していただいています。 

木野委員   利用者ということですね。 

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１７号、宝塚市立公民館管理運営規則及び宝塚市公民館
運営審議会規則を廃止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、議案第１８号、宝塚市立小学校の体育施設の開放に関する規

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。 

公手室長   議案第１８号、宝塚市立小学校の体育施設の開放に関する規則の一部を改
正する規則の制定について、提案理由及び内容を御説明いたします。 

本件は、宝塚市立小学校の体育施設の開放事業にかかる開放時間の来年度

からの変更に伴い、規則の一部を変更するものです。改正内容としましては、

開放を行う時間に関して、平日の午後３時から午後９時までを第２条の規定

に追加します。 

説明は以上です。 

森教育長   何か御質問等ございますか。 

川名委員   今までは、平日は開放していなかったのですか。 

公手室長   今までも、平日の開放はしておりました。そこは学校長が判断して、各団
体が許可を取り、活動を実施していました。 

川名委員   学校が行っていたのを、まとめて行うということですね。ほとんどの学校
が開放をしていたのですか。 

公手室長   一部開放しない学校もありますが、多くの学校が開放をしております。 

立花部長   土日の体育施設の開放について、運営委員会の自主管理方式となり、平日
も調整すれば可能な体制が整いましたので、今回の改めに至りました。 

川名委員   学校の負担が増えるというわけではないですね。 

森教育長   ほか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１８号 宝塚市立小学校の体育施設の開放に関する規則
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、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
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たします。 

それでは、報告事項、平成３１年（２０１９年）１月、２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。 

藤山課長   報告事項、平成３１年（２０１９年）１月、２月における宝塚市立学校の
「いじめ事案」について、御報告いたします。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 

 

森教育長   他に何か御質問等ございますか。 

委員     （なし） 

森教育長   本日の予定の案件は以上ですが、何かほかに御報告いただくことはござい
ますか。 

西本室長   本日追加の案件として、議決事項１件ございます。 

議案第１９号、宝塚市いじめ防止基本方針の改定について 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

森教育長   それでは、議案第１９号、宝塚市いじめ防止基本方針の改定について、担
当課より説明をお願いいたします。 

藤山課長   議案第１９号、宝塚市いじめ防止基本方針の改定について、提案理由及び
内容を御説明いたします。 

本件は、いじめ防止対策推進法第１２条に規定するいじめ防止等のための

対策を推進するための方針として、平成２６年１１月に策定された宝塚市い

じめ防止基本方針（以下「市基本方針」という。）を改定しようとするもの

です。 

いじめ防止等の対策については、平成２９年（２０１７年）に、国と県が

いじめ防止基本方針をそれぞれ改定していることから、本市においても市基

本方針を見直すとともに、平成２８年（２０１６年）１２月に発生した市立

中学校生徒転落事案（以下「転落事案」という。）を教訓に、再発防止に資

するために新たに取り組んだ対策や取組を強化した対策等を反映しました。

しかしながら、転落事案に関する第三者委員会（宝塚市いじめ防止対策委員

会）の調査結果については公表に至っていないため、第三者委員会からの再

発防止に関する提言については反映しておらず、改めて所要の改定を行いま

す。 

説明は以上です。 

森教育長   ２ページに、基本方針については、本市の転落事案の提言に基づいたもの
ではなく、国や県が改定した基本方針を見直すことにより、市独自のいじめ

防止に向けた基本方針を策定したものです。提言が出された後に、それを踏

まえた改定を行うことになります。 

篠部委員   提言があった上での改定が理想的ですが、それでは時間がかかるので、素
早い対応という事では、この形で良いかと思います。また、提言が出れば、

その時に改定を行うという事なので、その都度改定していければと思います。
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内容については、決まったからこれでというのではなく、子どもたちの環境

というのは変わっていくので、必要があれば変えていくという柔軟な対応を

していけばと思います。 

川名委員   市としては、事案を受けて、今できることをしていくのが第一で、提言が
出されて改定ができるようになれば、改定を行えばよいです。先生たちにき

ちんと認識してもらうのが大事だと思います。このような文章が多く来るか

と思いますので、自分のこととして、一人ひとりの先生が受け止めてくれれ

ばと思います。とりあえず、今できる改定をしていければと思います。 

望月委員   ネットに関する項目なども盛り込まれていて、通報する場所、相談場所な
ども記載されているので、ひとまずこれで良いかと思います。教職員がネッ

ト上に書かれていたものを削除要請するなどの対応ができるかなどは、実際

に運用してみないと分からないかと思いますので、ひとまずこれで運用して

行ければと思います。 

森教育長   これは、宝塚市としてのいじめ防止基本方針ですが、教育委員会の決意と
して、提言がきちんと市民に説明できるようになれば、改めてそれに合った

改定版を策定していくという意思表明が記載されているのが、非常に大事か

と思います。 

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１９号、宝塚市いじめ防止基本方針の改定について、原
案通り可決といたします。 

本日の案件として、何か他に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。 

森教育長   それでは、本日の教育委員会を閉会といたします。        どうもありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ３時１３分 ───────────── 

 

 


