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１  開会  

事務局     ただ今より、平成２８年度第１回小浜市総合教育会議を開会します。 

         なお、本日の会議の終了予定時刻につきましては、午後５時３０分を予 

       定していますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

２ 協議 

事務局     それでは、早速ではございますが、次第の２協議に入らせていただきた 

       いと思います。 

        議長につきましては、本会議の設置者であります松崎市長にお願いいた 

       します。 
 

松崎市長    本日は、総合教育会議を招集させていただきましたところ、教育委員の 

       皆様には公私ご多忙のなかお集まりいただき、まことにありがとうござい 

       ます。 

        日頃は、本市教育行政の推進に多大なご尽力を賜り、厚くお礼申し上げ 

             ます。 

        さて、平成２７年に地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正さ 

       れ、首長と教育委員会が重点的に講ずべき教育の施策などについて協議・ 
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       調整する総合教育会議を昨年５月に設置しました。 

        昨年度の総合教育会議においては、教育の目標や施策の根本的な方針を 

       定める教育大綱についての協議・調整をメインに行い、本年３月に「小浜 

       市教育大綱」を制定させていただきました。 

        この大綱に定めた基本理念『自然と歴史・文化を大切にし、ふるさとを 

       誇りに思う人づくり』の下に、総合教育会議をとおして小浜市教育の現状 

       や課題について、私と教育委員会の皆様が共通理解をもって、より良い教 

       育行政を推進していきたいと考えております。 

        そのためにも、委員の皆様からの忌憚のないご意見などをいただきたい 

       と思いますので、どうかよろしくお願いします。 

        それでは、会議次第に従いまして、議事を進めさせていただきます。 

        はじめに、協議事項１「小中学校の状況報告について」に入りたいと思 

       います。教育長から説明をお願いします。 

 

        ＜教育長が資料に基づき、小中学校のいじめ、不登校の状況および配慮 

                  を要する児童生徒数の状況について説明＞ 

        ＜小浜中学校と小浜第二中学校の生徒指導主事が学校の状況を報告＞ 

 

松崎市長    ただいま説明がございました「小中学校の状況報告」について、委員の 

       皆様から質問やご意見等がございましたら、遠慮なくご発言いただきたい 

       と思います。何かございますか。 

 

入江委員    学校の時間中における中学校の不登校生徒の居場所を教えてください。 

        フリースクールに行っているのか、家にいるのかなど。 

 

小林教諭    ふれあいスクールに１名、フレンド学級に１名、その他の生徒について 

       は本校の別室に登校しています。全欠の生徒は２名おります。 

 

入江委員    フレンド学級とは。 

 

小林教諭    嶺南教育事務所に設置されているもので、このような子どもたちの学校 

       復帰を支援しています。 

 

山下教諭    基本的には家にいる生徒が多い。ふれあいスクールに通っている生徒は 
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       数名で、フレンド学級については今現在はいません。 

上田委員    小浜二中の報告の中で、発達障がいの子が数名いるとのことでしたが、 

       病名がもし分かったら教えてください。 

 

山下教諭    まだ検査を受けている生徒は少ない。学校から保護者へ呼びかけたり、 

       本人とスクールカウンセラーと話をしたりというのが今の状況です。 

 

上田委員    医師から正式な診断が出ていないということですか。 

 

山下教諭    はい。 

 

山﨑職務代理  小浜中も小浜二中にも全欠の生徒が数名いるとのことで、ふれあいスク 

       ールやフレンド学級にも行けない生徒がその中に含まれていると思いま 

       すが、その生徒らの普段の様子は。 

 

小林教諭    定期的に担任教諭が家庭訪問しています。担任だけで難しいケースでは、 

       スクールカウンセラーに帯同していただいている。普段は家に居てパソコ 

       ンなど自分のことをしている。ただ、そういう生徒も少しずつ顔が見れる 

       ようになってきた。少しずつ小さな変化が出てきていると聞いている。こ 

       れを定期的に繰り返して、最終的に生徒の進路の実現につなげたいと考え 

       ています。 

 

山下教諭    全欠３名のうち２名は何日間かふれあいスクールに通っています。１名 

       は家で昼夜逆転のような生活になっていると聞いています。３名とも３年 

       生であり進路に関わってくるので、担任等と連携を密にして、進路実現の 

       ために本人との話をしていきたいと考えています。 

 

山﨑職務代理  夜間に出歩いているという話はないですか。 

 

両教諭     ありません。 

 

山﨑委員    全欠の生徒の親はとても心配していると思いますが、学校からは親に対 

       してどのようなアプローチをしていますか。 
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小林教諭    外部機関を紹介させていただいたり、何とか本人が外へ出るようにいろ 

       いろな道筋を紹介させていただいていますが、なかなか本人が意思表示を 

       してくれず、コミュニケーションをとるのが難しく、思うように進展して 

       いない状況ですが、何とか本人の趣向が外へ向かうように定期的に家庭訪 

       問をしています。 

 

山下教諭    小浜二中も同様で、担任が家庭訪問し保護者と話をしたり、本人と保護 

       者を交えて進路の話をしたりという形で今のところ進めています。 

 

山﨑委員    その生徒らの親はとても困っている状況だと思います。その方たちをサ 

       ポートする体制というか外部機関はどこにありますか。 

 

小林教諭    スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーに間に入っても 

       らい、学校と生徒を何とかつないでいただいている。 

        地域の方で、学校が家庭に入りにくいケースで助けていいただいており、 

       生徒のみでなく、家庭全般のフォローをしていただいています。 

 

山下教諭    基本的にスクールカウンセラーに入ってもらうことが多いと思います 

       が、スクールソーシャルワーカーに家庭に入ってもらう場合もあります。 

 

松崎市長    自分が教諭の頃にありましたが、フレンド学級に家族で参加する場合も 

              あるのですね。 

 

森下教育長   ふれあいスクールは小浜市が設置し、前の今富公民館の施設で運営して 

       おり、所長以下３名の指導員を配置している。主として学習支援として授 

       業をしており、中学生がほとんどです。 

        フレンド学級は、嶺南教育事務所で設置・運営しており、授業というよ 

       り遊びなど授業以外の活動を中心に行っており、小学生が多い。 

        中学校では、入試があるため学習が遅れると全体的に学校への復帰も出 

       来ないし、高校受験もできないため、ふれあいスクールへの通所を奨めた 

       り、保健室登校や学校の別教室での学習支援を行っています。入江委員が 

       学習支援をボランティアで覘いてくれているので、状況を話してください。 

 

入江委員    不登校の子どもたちに今年は関わっていませんが、学習能力が低く特別 
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       支援が必要になる境界線上にいる子どもたちがおり、その子どもたちの学 

       習支援に入っています。私は週に１回のためほとんど見られませんが、３ 

       名の方が学習支援員として入っておられ、そういう子どもたちを手厚く支 

       援していただいている状況です。 

 

森下教育長   また、機会がありましたら皆さんに実際に見ていただきたいと思います 

       ので、よろしくお願いします。 

 

上田委員    資料の『配慮を要する児童生徒数』について、今富小学校が全児童数の 

       ３０％ほどと多いのですが、中でも３年生が４８人に対し２８人で異常に 

       多い状況です。これに対して市教委からなんらかの指導をしているのです 

       か。 

 

森下教育長   本日、指導主事も担当者も欠席のため詳細なことが分からないので、次 

       回までに調査しておきます。もしかすると、担任の経験年数かもしれませ 

       んし、担任が初任者かもしれませんが、確かなことを調べておきます。 

 

松崎市長    ほかに、ご意見などはございませんか。ないようですので協議事項１に 

       ついては、ここまでとさせていただきます。小林教諭・山下教諭におかれ 

       ましては、ご多忙のなか本会議に出席いただきありがとうございました。 

 

松崎市長    それでは、続きまして協議事項２『小浜市教育行政の課題について』の 

       意見交換を行いたいと思います。はじめに、事務局から配布資料の説明を 

       お願いします。 

 

        ＜各担当課長が資料に基づき説明＞ 

 

松崎市長    ただいま事務局から『本市教育行政の課題』についての説明がありまし 

       たが、これにつきまして質問や意見などがありましたら、よろしくお願い 

       します。 

 

上田委員    小浜美郷小学校におけるＩＣＴの整備はどうなるのか。 

 

事務局     小浜美郷小学校については、今回策定したＩＣＴ環境整備計画の中での 
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       取り組みを今後進めていくということで考えています。 

        これまで学校建設に向けて学校の先生方から様々なご意見をいただい 

       たのですが、やはり今後はＩＣＴの環境整備が必要であるとのご意見をい 

       ただきましたし、要望も受けています。それらを踏まえて建築費を計上し 

       ています。校舎建築の中で普通教室にプロジェクター・スクリーンを整備 

       する計画となっています。今現在、備品等の調査をさせていただいている 

       ところで、出来る限り新しい備品を設置したいと考えていますが、費用的 

       な面から各学校から持ち寄るものもありますが、それも踏まえて必要とな 

       る備品について今後検討していきたいと考えています。ＩＣＴ環境整備計 

       画に基づいて小浜美郷小学校開校以降それぞれの学校も整備を進めてい 

       きたいと考えています。 

 

上田委員    『学校給食調理員（非常勤職員）の配置状況について』の「９．課題の 

       解決に向けた取り組み」のなかで、全給食調理員のヒアリングの実施とあ 

       るが是非とも行っていただきたいと思います。 

 

事務局     今年度起こっている給食調理員の欠員状況を把握するとともに、それぞ 

       れの調理員に意見や要望等もあるかと思うので、既に実施させていただき 

       ました。現在、この結果を受けて来年度以降の給食調理員の配置について 

       課内で検討しています。１１月中頃には、各調理員の異動希望等を聴取し、 

       それらを全て踏まえたうえで来年度以降の調理員の配置を決定したいと 

       考えています。 

 

森下教育長   給食調理員の配置については、担当課が非常に苦慮しており、採用して 

       もすぐに辞めたり、募集をかけても応募がないためたいへんな状況です。 

        時間給にしても悪くはないのですが、ハローワークおばまで聴いたとこ 

       ろによると、事務職の希望は多いが現業職の希望が少ないとのことでした。 

        また、人材派遣会社にもあたってみたところ、人材派遣会社自体にも最 

       近はなかなか人材が集まらないという状況で、調理員の件はたいへん難し 

       い状況です。委員の皆さんから何かいい助言がいただけるなら、事務担当 

       者に伝えていただければと思います。 

 

山﨑職務代理  給食調理員に男性の方はいますか。 
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事務局     現在１名おり、西津小学校に配属しています。この方は、５年前に採用 

       したのですが、それ以前は正規職員が大半を占めていましたので、ほとん 

       どが女性でした。 

 

山﨑職務代理  給食が無い夏休みに収入が無いということが原因の一つに有るのでし 

       ょうか。 

 

事務局     夏休みの約１カ月間は休暇となりますが、そのことによって辞めた方が 

       いたとか、応募が少ないということは把握していません。やはり、給食調 

       理の業務は短時間に集中して、また衛生管理面も非常に厳しい中で調理を 

       していただくものであり、家庭で料理をするのとは異なります。 

        そのような中で、新任者を経験者が指導する時間が必要となった場合に、 

       １，２名の者が１．２倍や１．３倍の労力を使って調理をする必要で出て 

       くる。そういった状況で、厳しい口調になったりして、気持ちの弱い方に 

       おいては耐えられない部分が出てくるということもあります。 

        また、衛生管理について説明させていただきましたが、作業における導 

       線図というものがあります。例えば、ご飯を炊く場合にお米がここに置い 

       てあって、それをどこに運ぶのか、また、その献立一つを作るのに、誰が 

       何時から何を始めて何時に終えるというタイムスケジュールがあります。 

       こういったものをそれぞれの調理員が日を決めて作成しなければならな 

       い。こういった調理だけではなく、習得していただく項目が多々あるとい 

       うこともあり、応募する段階で、家庭での調理ぐらいをイメージして来ら 

       れた方にはかなりのギャップがあるため、これも一つの原因としてあるの 

       かと考えられます。教育委員会では、そういった短期的に作業をし、作業 

       項目が多い中で、調理員の負担軽減を図るため新任の指導者を配置して、 

       １，２カ月集中して指導する体制を整えていく必要があると考え、検討を 

       進めています。 

 

森下教育長   給食調理員は夏休みに業務はないわけですが、子どもがいる調理員にと 

       っては、子どもが家にいるのでいいという方もおられ、必ずしもマイナス 

       面ばかりではありません。夏休みも収入を得たいという方は、民宿などに 

       勤められたりしています。 

        また、市長に努力をいただき給食室にエアコンも設置していただいて、 

       配慮をいただいているのですが、給食調理は事務仕事とは違い、かなりの 
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       重労働のため、長続きしない方がいるということで、採用にたいへん苦慮 

       していますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

 

松崎市長    最近、給食調理員雇用の決裁を見ていると他市町の方が多い。市内の方 

       はあまり応募が無いのかなと思います。 

 

事務局     新規応募の約半分は他市町となっています。 

 

上田委員    小浜市は自校式の給食でいいし、私の勤め先のある若狭町では給食セン 

       ターの食中毒問題もあってたいへんだった。 

 

森下教育長   給食調理員には苦労をかけていますが、おかげで子どもたちは給食がお 

       いしいと言ってくれます。米についても小浜産の米を使用しており、おい 

       しいということで、残飯がほとんど無いという報告を受けており、たいへ 

       んありがたいことと思っています。 

 

山﨑委員    給食調理員の報酬額が月額１３万円ということで、時給にすると９００ 

       円ちょっととなり、それで重労働ということですが、他市町と比較して月 

       額１３万円の報酬額は妥当ですか。 

 

森下教育長   ハローワークおばまに私が行ってみたところ、報酬面においても労働面 

       においても他に見劣りしないと思います。（ハローワークおばまからは） 

       良いとは言われませんが悪いともいわれません。良い方で、それを理由と 

       して応募が無いということではないと言われました。 

 

山﨑委員    給食調理員の勤務時間は何時から何時までか。 

 

事務局     主任調理員については８時から４時、主任以外の調理員は８時半から３ 

       時半ということで勤務時間に差があります。主任調理員にはその日のまと 

       めの業務もあり、勤務時間が異なっています。 

 

山﨑委員    夏休みは業務がないため、収入がない状況ということですか。 

 

事務局     ８月の１カ月収入がありませんが、先ほどの教育長の説明のとおり子ど 
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       もたちと過ごす方もいたり、逆に収入をえるために所定の手続きをとって、 

       アルバイトに従事する方もいます。 

 

山﨑委員    公民館の耐震化について、診断結果のＡからＡ´とＡの違い、Ｂ～Ｅま 

       での度合いが想像できないのですが分かりやすく説明ください。 

 

事務局     資料の９頁に記載しているとおり、平成２０年度に実施した耐震診断に 

       おいてＢ～Ｅ判定のものが耐震化が必要ということです。耐震診断はＩｓ 

       という数値を用いて判断するもので、Ａ、Ａ´はＩｓが０．６以上で今の 

       新しい耐震基準に適合し耐震性に問題はないという判断です。ＡとＡ´の 

       違いは今把握していませんが、Ｂ以下についてはＩｓが０．６未満という 

       ことであり、あとは緊急度の差になります。耐震改修の緊急性が一番高い 

       のがＥであり、Ｂについては一部耐震改修の必要があるというものでござ 

       います。 

 

上田委員    平成２０年度に耐震診断をしたということだが、この８年間には何もし 

       ていないということですか。 

 

事務局     公民館では耐震化はまだですが、市内の公共施設でたくさんの人があつ 

       まるところから順次実施されており、学校の耐震化も完了しました。それ 

       らが終わったので、今後公民館や文化会館などが耐震化を実施していく予 

       定です。 

 

事務局     先ほどの給食調理員の報酬の他市町との比較について資料を配布しま 

       す。資料は、県内９市での比較表です。センター方式・自校式など違いが 

       あり完全に比較はできないところもありますが、記載のとおり小浜市の給 

       食調理員の報酬は他市に比べて極端に低いという状況ではありません。福 

       井市、鯖江市は時給９００円台で小浜市と差はありません。 

 

松崎市長    ほかにご意見などはございませんか。ないようですので、協議事項２に 

       ついてここまでとさせていただきます。 

        会議時間も長くなりましたので、ここで休憩時間を取りたいと思います。 

 

        ＜休憩１０分＞ 
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松崎市長    会議を再開します。協議事項３『小浜美郷小学校の校章デザインと校歌 

       の歌詞選定について』に入ります。 

        はじめに、事務局から配布資料の説明をしてください。 

 

        ＜担当ＧＬが配布資料について説明＞ 

 

松崎市長    ただいま事務局から説明がありましたが、説明内容についての質疑の時 

       間をはじめにとり、質疑が終わりましたら選定に入りたいと思います。ご 

       質問などございませんか。 

 

森下教育長   校歌の歌詞は今日決定するのか。 

 

事務局     事前に配布した資料の候補作品の中から３点を本日選定していただき 

       たいと考えております。校章も校歌の歌詞も選定方法については、配布し 

       た選考用紙にポイント別（５ポイント・３ポイント・１ポイント）に３点 

       を絞っていただきます。 

 

事務局     事務局としましては、事前に配布した資料から校歌の歌詞について３点 

       選定いただくことを考えていましたが、説明不足があり、教育長が言われ 

       たように今この場で選定するのは難しいということですので、本日以降に 

       期限を決めて、後日選考用紙にご記入いただき、提出してもらったものを 

       集計して決定するという方法もありますが、どのようにさせていただきま 

       しょうか。 

 

森下教育長   校章デザインについては、候補作品についてみんなで話し合い、その後 

       投票して１点を決定し、校歌の歌詞については、候補作品についてみんな 

       で話し合って、事務局の言うように後日提出するという方法がいいかと私 

       は思います。 

 

松崎市長    その方法で皆さんよろしいでしょうか。 

 

全員      ＜異議なし＞ 

 

事務局     それでは、校章については今日決定し、校歌の歌詞については持ち帰っ 
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       ていただき選定したものを期限までに提出いただき、集計した結果で３点 

       を決定させていただきます。 

 

松崎市長    ほかに質問はありませんか。ないようですので、小浜美郷小学校の校章 

       デザインの選定について、進行の方は事務局にてお願いします。 

 

        ＜校章デザイン候補作品について自由意見交換＞ 

        ＜校章デザイン各自３作品をポイント別に投票＞ 

        ＜投票結果の発表＞ 

 

事務局     投票の結果を発表します。ポイント数上位から、１位２３ポイント校章 

       番号１０、２位１０ポイント校章番号２８、３位９ポイント校章番号１６、 

       ４位５ポイント校章番号７２・７３、６位１ポイント校章番号９番でした。 

 

事務局     結果のとおり獲得ポイントがダントツで校章番号１０が１位ですが、そ 

       れについてご意見などありましたらお伺いいたします。 

 

事務局     ご意見ないようですので、校章番号１０の作品を小浜美郷小学校の校章 

       とすることでご異議ございませんか。 

 

全員      異議なし。 

 

事務局     ありがとうございました。 

        校歌歌詞の選考については、１１月１１日（金）までに教育総務課へ審 

       査用紙をご提出ください。 

 

山﨑職務代理  校歌の歌詞については、地域を特定するものなどを入れないなど限定が 

       あったと思いますが説明願います。 

 

事務局     総務部会の委員（一次・二次審査の審査員）からの意見として、歌詞の 

       中に地区を限定するものもあるがいいのかという意見もありました。資料 

       ６－１候補作品一覧で該当部分を記載しています。 

        総務部会の委員の意見であり、参考として見ていただければと思います。 

        選定の結果、地区を限定するものが選ばれ、歌詞を変更する必要があっ 
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       た場合、応募要綱において修正する旨を記載しておりますので、修正した 

       うえで採用された旨を作者に通知することを考えています。 

 

 

３ その他 

松崎市長    つづきまして、その他についてですが、事務局からは特に設けていない 

       と聞いております。皆様から何かございましたらご発言ください。 

       

        ＜発言なし＞ 

 

松崎市長    それでは予定の時刻となりましたので、平成２８年第１回小浜市総合教 

       育会議を終了したいと思います。長時間にわたりありがとうございました。 

 

 

 


