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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２７年5月 定例会

１．開催日 平成２７年5月29日（金） 午後１時～

２．場 所 多可町中央公民館 中会議室

３．出席者 委 員 長 門脇 きみ子

委 員 熊田 正博

委 員 數原 誠子

委 員 藤田 裕子

教 育 長 岸原 章

４．陪席者 教育総務課長 今中 明

学校教育課長 谷尾 秀伸

こども未来課長 今中 孝介

教育総務課副課長 宮原 文隆

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

議案第４６号 多可町学校給食センター調理業務民間委託検討委員会設置要綱につい

て

6．報告事項

（１）各種委員会の報告

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①学校の屋内体育館ステージのかすみ幕の落下について

・加美中学校でかすみ幕落下（５月１５日夕刻～１６日未明）

②八千代区小学校統合事業について

・用地取得

・関連改修工事

③学校給食センター騒音対策について

④学校給食試食会及び給食センター補修設備見学について
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６月４日（木） １２時～ 多可町学校給食センター

⑤平成２７年度 多可町教育懇談会について

６月１１日（木） １８時３０分～ ココロン那珂

⑥平成２７年度 兵庫県女性教育委員研修会について

６月３０日（火） 姫路市で開催予定

⑦平成２７年度 播磨東地区教育委員会連合会総会及び研修会について

７月２３日（木） １３時４５分～ 西脇市民会館で開催予定

⑧４月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①八千代区小学校統合準備委員会経過報告について

②６月の行事予定について

【こども未来課】

①平成２７年度子ども・子育て会議の予定について

②6月行事予定について

(３)第１回総合教育会議について

平成２７年５月２９日（金）午後３時３０分 ～

(４)次回教育委員会について（案）

平成２７年６月２９日（月）午後１時３０分～

那珂ふれあい館（予定）

平成２７年７月２４日（金）午後１時３０分～

(５)その他
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【開 会】

委員長あいさつ

日程第１ 会議録署名委員の指名

熊田委員と數原委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）春の学校訪問について

春の学校訪問は、４月２８の八千代北小学校から始まり、５月２８日の松井小学校ま

で、２つのキッズランド、７つの小学校、３つの中学校の学校園訪問が全て終了しまし

た。春は事務局だけで各学校園を約 1 時間半から２時間かけて訪問をいたしました。本
年度の学校園の経営方針、教育目標、現在の課題、また取組などを聞かせていただきま

した。また、本年度に転入された先生方との簡単な懇談、気になる園児、児童、生徒の

状況等も学校園からの報告がありました。施設設備については、修理箇所とか課題があ

る点も視察しました。

２７年度、良いスタートが切れていると感じました。特にそれぞれの学校で、挨拶、

掃除、整理整頓とか、学習規律などの、基本的なことがきちんとできているかどうか、

見せていただきました。

（２）播州歌舞伎クラブ開講式の開催について

昨年度、播州歌舞伎の中村和歌若師匠がお亡くなりになって、その後のクラブの運営

等を心配しておりましたが、５月１５日に中央公民館播州歌舞伎クラブ開講式がござい

ました。山根さんを代表として部員達が頑張って、開講式を迎えられて頼もしく感じま

した。町や教育委員会も、可能なかぎり支援をしていきたいと考えております。

（３）図書館貸出冊数２００万部、利用者数３５万人の通過記念事業

５月１７日に、多可町図書館で、貸出冊数が２００万部、利用者数が３５万人の通過

記念として、多可赤十字病院の松浦院長を招き、「地域包括ケアを目指した歩み」とい

う演題で、講演会を実施しました。約９０人の参加をしていただき、今からの高齢化社

会を迎えるに当たっての貴重な講演となりました。図書館は、本を借りるだけではなく、

コンサートや講演会を開催し、多くの人々が集う場所になればと考えております。

（４）トライやるウィークについて

６月１日から５日までの日程で、トライやるウィークを行います。今年は、中学２年

生の２５８名が、町内の７９事業所で職場体験をさせていただきます。生徒数は昨年度

より３１名多くなりますので、事業所も１２ほど増えております。今回で１８回目のト

ライやるウィークになります。先日、１８日にトライやるウィーク推進協議会を開きま

して、関係の方々に、今までの取組の問題点や改善点、そして今年の支援をお願いしま

した。また、委員さんにおかれましても、期間中に視察等お願いしますがご協力お願い

します。
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（５）兵庫県市町教育委員会・全国町村教育長会総会について

５月２０日に、兵庫県市町教育委員会総会並びに研修会が、西脇市民会館で行われました。

委員のみなさんも参加していただき、ありがとうございました。

また、５月２１日から２２日まで、全国町村教育長会総会並びに研修会が東京で開催され

ました。今年度から兵庫県の幹事ということもあり、参加いたしました。全国９２７町村の

うち、５４０の町村の教育長が参加されていました。研修会では、東京杉並区の和田中学校

で、民間校長として３年間勤められた、藤原和博氏の講演がありました。今、委員さんにお

配りしておりますが、２０世紀までは「成長社会」で経済成長するための「正解」が明確に

あり、社会全体に共通の価値観が存在していました。そのためみんな一緒にゴールをめざし

ておれば良かった。しかし、２１世紀に入り、価値観の多様化・複雑化が進んだ「成熟社会」

では「それぞれ一人一人」が自分の価値観に向かって走り出す時代が始まりました。これか

らは、「管理」から「マネジメント」が求められる時代になってきたのです。これからの学校

は、「正解主義」で管理的な「守りの姿勢」ではなく、多様な子どもたちに向き合いながら「修

正主義」で取り組み、教育の付加価値を高いレベルに引き上げる「マネジメント」を行う「攻

めの姿勢」へと、意識を変えることが必要であるという内容の講演でした。

２日目は、教育委員会制度、道徳の教科化、学校の統廃合、それから教科書採択など、文

部科学省の今年度の重点施策の説明を受けました。

以上５点、報告します。

日程第３ 議案等

議案第４６号 多可町学校給食センター調理業務民間委託検討委員会設置要綱について

多可町学校給食センター調理業務民間委託検討委員会設置要綱について、事務局より

説明がなされた。

委員長： それでは、ただ今の説明につきまして質疑等ございませんか。

教育長： 委員の皆さんは、調理部門の民間委託について、抵抗がおありになりますか。

委員： 特にないです。地元の食材を使うとおっしゃってましたし、プロに任せるとい

うことですよね。その方が、衛生的でなおかつ良い給食ができるんではないかと

思います。

委員長： 他の委員さんは、いかがですか。

委員： 同じ意見です。食材は今までどおりと聞いておりますので、問題はないと思い

ます。

委員： 良いと思います。ただ管轄が変わるだけですよね。

教育長： 食材の選定や、献立は、今まで通り栄養教諭が行って、食材も町が購入します。

その後の、調理業務を民間の業者さんにお任せすることになります。

委員： 今現在の雇用状態はどうなりますか。

教育長： 民間業者さんを選定する条件のなかに、今、勤務されていて希望される方は雇
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用してくださいという条項は、確実に盛り込む予定にしております。

民間業者側は、専門的なチーフとか責任者が３人、４人は入られると思います。

実際に勤務される方は、その責任者の下で今の調理員さんが調理をされるという

ことになります。

委員： 日赤病院とか西脇病院とかも、同じように委託されていますよね。その委託さ

れた会社に、地元の方が勤められているということですよね。

委員： 例えば、現状ではお休みされる方があったら、町で人員の手配をしなければな

りません。しかし民間委託すると、委託先の業者さんが欠員の補充をされるとい

うことですよね。その辺りの事務局の負担がかなり変わってくると思いますね。

委員長： 私も、以前に民間委託と聞いた時は、正直言って抵抗がありました。立派な給

食センターを建てて民間委託とはどういうことだろうと思いましたが、今回の提

案は、調理業務民間委託検討委員会とありますね。「調理部門」とはっきりと打

ち出していただいたということは、非常に話が焦点化されて、理解もしやすいと

思いました。献立や材料の手配などは、これまでと変わりはなく町の栄養士が行

って、調理部門だけが民間委託というだけであるのでいいと思います。ただ、そ

のことが保護者には、よく話を聞かないと分かりにくいと思うんですね。誤解の

ないように、十分周知をすることが大事だと思います。

安全で安心な給食提供というのが一番大事なことですので、それを維持してい

くためには、現在、調理員さんの確保が問題となります。現状では安定した給食

提供が難しいということを、はっきりと分かるように説明する。そして、民間委

託をすると給食提供が安定し、そして、プロの方に入っていただくことになるの

で、技能的にも良くなると思われます。実際に、給食センターの栄養士さんにお

聞きしたときにも、私達も委託した方がやりやすいです。普段の家庭の調理とは

感覚が違いますのでとおっしゃってました。衛生面であるとか、色んな面で難し

い問題があるので、調理業務のみの民間委託が望ましいということが、なかなか

理解しにくい面があるかなとは思いますが、その辺りを、保護者の方に分かって

もらえれば安心していただけると思います。

委員： 今の状態だと、継続して教育委員会が多くの業務を負うことになりますね。で

も調理業務を委託することによって、業務が分散され、多方面による管理になる

ことはいいことですよね。

委員長： 財政的な関係で民間委託するのではないかという意見も出てくる可能性もあり

ますが、決してそうではないですね。

教育長： 金額的には、今より安くなることは、考えられないと思います。逆に、他の市

町では、プロポーザル方式で業者を選定してますが、金額も安いところから高額

なところまで様々だったようですが、やはり金額より、内容の優れた業者を選定

した方がよいと考えています。

委員長： 親としては、安かろう悪かろうは求めておられないと思います。大事な子ども

さんが食されるものですので、ある程度の金額は、これまでと同じようにかかっ

ても、安心できる給食を食べさせたいというのが親の本音だと思います。

教育長： 今現在、正職員が２名、嘱託職員の方が１６名いらっしゃいます。この人数が
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半々くらいならばいいんですけれども。この状態で維持というのは、なかなか難

しいのが現状です。やはり、調理業務の民間委託の方法をとる方が、より安全で

安定した給食を提供できると思っております。

委員： 何かあって、給食が止まってしまうのが一番心配しますよね。

教育長： 担当も人集めに時間がかかって、人が集まっても初めての人には慣れてもら

うのに日がかかるし、慣れたころに退職されて、また新たな人を探すという、な

かなか大変だと思います。

委員： 実際に働かれている人からしても、民間委託した方が安心して働けるんじゃな

いかと思います。

委員長： 他に、質疑はございませんか。

委員長集約 議案第４６号につきましては、原案どおり承認することとします。

日程第４ 報告事項

(１)各種委員会の報告

・熊田委員より、５月２６日開催、多可町社会福祉協議会評議員会の報告

・藤田委員より、５月１８日開催、トライやるウィーク推進協議会の報告

・門脇委員長より、５月１３日開催、第１６回多可町特産品認証委員会の報告

(２)教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①学校の屋内体育館ステージの緞帳の落下について

・加美中学校で、かすみ幕の落下（５月１５日夕刻～１６日未明）

・人的被害はなし

・当時の設置業者との協議内容等について説明

②八千代小学校統合事業について

・用地取得

・関連改修工事について概要説明

③学校給食センター騒音対策について

・騒音対策瑕疵補修工事終了に伴う経緯について説明

④学校給食試食会及び給食センター補修設備について

６月４日（木） １２時～ 多可町学校給食センター

同日、騒音対策瑕疵補修工事について、議会議員の皆さんに説明する予定

⑤平成２７年度 多可町教育懇談会について

６月１１日（木）１８時３０分～ココロン那珂において開催。出席の確認

⑥平成２７年度 兵庫県女性教育委員研修会について

６月３０日（火） 姫路市で開催予定。出席の確認

⑦平成２７年度 播磨東地区教育委員会連合会総会及び研修会について
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７月２３日（木） １３時４５分～ 西脇市民会館で開催予定

⑧４月定例教育委員会要旨録について

４月定例教育委員会要旨録についての確認

教育長： 加美中学校のかすみ幕の落下の件ですが、PPロープが使ってあったのは、こ

の幕だけですか。

事務局： 落下したかすみ幕以外の幕は、PPよりもしっかりしたロープですので、業者

には、なぜ落下したものだけPPロープだったのかの原因を究明するように指示

しております。２３、４年前ですので、当時の担当がいない場合もあると思いま

すが、しかし、はっきりとした回答を求めております。

また、今回の加美中学校の落下を受けまして、町内各小中学校体育館の幕につ

いて再確認を依頼しました。同じPPロープ使っている学校は他にはありません

でした。しかし八千代北小学校で、PPではないんですが、疑わしいロープを使

用している可能性がありますので、加美中学校と同じように立入禁止措置を取っ

ています。

教育長： 給食センターの騒音については、基準値以下になったので、この件については

解決したと考えたらいいですね。

事務局： そうです。

【学校教育課から】

①八千代区小学校統合準備委員会経過報告について

総務部会･･･体操服、校章、校歌（歌詞）、校歌（作曲）、メモリアル映像、卒業

記念制作等の取扱いについて、協議内容の説明

通学部会･･･大屋線の２便運行、通学に利用するバス停、安全対策、バス通学訓

練等の協議内容の説明

PTA部会･･･役員選出方法、会計、規約・慶弔規定等の協議内容について説明。

教育・事務部会･･･閉校記念事業実行委員会について、３校交流学習、学校設備、

図書・備品等の協議内容について説明

②６月の行事予定について

６月の学校及び青少年育成センター関係の行事予定について説明

委員長： ただいまの学校教育課の報告につきまして、何かご意見等ありませんか。

委員長： 校歌の作曲は、八千代区大和出身で八千代西小学校の卒業生のプロの方を選ん

でいただいて、大変嬉しいです。他の作詞や校章については遠方の方なので、１

人地元の方がいらっしゃっることで愛着もわくと思います。八千代西小学校に

も、「ようこそ先輩」という事業で来ていただいたこともあります。その縁で、

キッズランドやちよ園歌の作曲もしていただいてます。そういう方ですので、大

変喜ばしいことですね。
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【こども未来課から】

①平成２７年度子ども・子育て会議の予定について

目的と協議内容、会議の開催予定、今年度の重点事項についての説明

両キッズランドの嘱託保育士の確保状況の説明

②６月行事予定について

６月の民間こども園訪問、キッズランド、社会教育関係の行事予定、また、学童

保育補助員の募集について説明

委員長： ただいまのこども未来課の報告につきまして、何かご意見等ありませんか。

委員長： 病児保育事業に、にこにこクリニックの山口先生が意欲がおありだということ

ですが、それぞれの園に看護師を配置されるのですか。それとも、クリニックに

子どもを預けるということですか。

事務局： おひさまにこにこクリニックに看護師さんがいらっしゃいますので、病院の１

室を改造されて、２人の定員で、お子さんを１日預かられるということです。１

日の利用料金が１，５００円から２，０００円くらいを想定されています。

教育長： 医師の方がされるということで、安心感がありますね。近隣では西脇市の西脇

保育所で、小野市と三木市では小児科の医師の方が病児保育をされていますね。

事務局： はい。そうです。

委員長： 他に何かございませんか。

(３)６月・７月教育委員会について

・６月定例教育委員会 平成２７年６月２９日（月）午後１時３０分から

於：那珂ふれあい館

・７月定例教育委員会 平成２７年７月２４日（金）午後１時３０分から

於：中央公民館

(４)その他

特になし

【閉 会】 委員長 午後３時１０分 閉会宣言
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㊞

㊞


