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◆平成31年第1回教育委員会会議 定例会 会議録 

(開催日時：H31.1.21 10:20～11:10) 

 

○大隈委員 

ただいまより平成31年第1回教育委員会会議 定例会を開会いたします。 

 

■議案第1号 2019年度飯塚市教育施策要綱 

≪説明：教育総務課長(山田哲史)≫ 

議案第1号 「2019年度飯塚市教育施策要綱」について説明いたします。2019年度飯塚市教育施策要綱

を別紙のとおり定めるため、本案を提出するものであります。 

別冊となっております「2019年度飯塚市教育施策要綱（新旧対照表）」をお願いいたします。まず、最

初に表紙の部分ですが、右側の昨年度分では「平成30年度」としておりましたが、左側の次年度では、

元号ではなく、西暦で「2019年度」と記載しております。資料の1ページ目をお願いいたします。2019年

度の施策要綱の構成といたしましては、昨年策定いたしました、「第2次飯塚市教育施策の大綱」をベー

スとしまして、2019年度に取り組む施策等について策定を行っているものであります。内容につきまし

ては第2次大綱の基本理念、及び基本目標に沿って、改めて文言の修正等を行ったものでございます。1

ページにつきましては、特に修正等はございません。 

次に2ページをお願いします。2ページから7ページにかけまして、基本目標の1つ目《かしこく やさし

く たくましい 子どもの育成》における主要施策を記載しております。 

では、これより、加筆修正した箇所をご説明いたします。「かしこく やさしく たくましい 子どもの

育成」の前文の中段のところ、旧要綱では「飯塚市学校教育プラン30」を新要綱では、「飯塚市学校教育

プラン2019」に変更しております。このプランは、「第2次飯塚市教育施策の大綱」基本目標1に基づき、

子どもたちの育成に向けた取組を進めるために策定するものであるので、ここの文言の変更を行ってお

ります。 

次に、下段のところ、旧要綱では、「ファシリティマネジメントの視点を持ち、学校施設の老朽化への

対応、用途に応じた施設の改造や改築を計画的に進めます。」としておりましたが、2019年度では、学校

空調設備の早期設置と、学校施設の長寿命化計画策定に取り組むため、「空調設備の早期設置を目指すと

ともに、学校施設を的確に把握し、用途に応じた改造や改築を計画的に進めるよう、学校施設の長寿命

化計画策定に取り組みます。」と、文言の変更を行っております。 

次に「1-1【学力の向上】」では、小学校入学時の読みの力の定着を図るため、主な取組として「○ 多

層指導モデル(MIM)の充実」を追加して記載しております。また、この取り組みは、5ページの「7-1【特

別支援教育の充実】」においても、特別な支援が必要な子どもの早期発見と、早期対応を実施するために

再掲として記載しております。 

次に「1-2【ICTの活用による効果的な学習の推進】」では、旧要綱「○ 先進的なICT機器の導入や活用

の検討」としておりますが、新要綱では、「○ ICT機器の計画的整備や活用の推進」と記載しております。

これは、11月に開催した第1回総合政策会議で示したICT環境整備及び効果的な活用により学力の向上を

目指すため、文言を修正したものです。 

 資料の3ページをお願いします。「2-1 【小中一貫教育の推進】」では、旧要綱「○ 小中一貫教育研究

事業の推進・充実」としておりますが、これを見直し、「○ 各校区の9年間を見通した活動プランの充実」

に変更しております。これは、中学校区を単位として義務教育9年間を見通した小中一貫教育（活動プラ
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ンの作成）を行い、一貫性と連続性のある学習指導や生徒指導を行うため、文言を変更するものです。 

次に、「3-2【人権教育の推進】」では、一つ目の取り組みで、「○ 第2次飯塚市人権教育・啓発実施計

画及び飯塚市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例に基づいた人権教育の推進」と

記載しておりましたが、この文言に、昨年8月に改正した「飯塚市人権教育基本方針」を追加した取組に

変更しております。また、4つ目の取り組みに「人権・同和教育」とあった文言を「人権教育」に変更し

ております。これは、部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進を捉えて、条例に基づき、これまで

の「同和」と表記してきたことを改めるため、変更しております。今後、「人権同和教育」は、「人権教

育」もしくは「部落差別問題解消教育」と示すことになります。 

資料の4ページをお願いします。「3-4【道徳教育の推進】」では、「・・・『考え、議論する道徳』の授

業づくりの推進」と記載しておりましたが、学習指導要領及び飯塚市学校教育プラン2019に基づき、こ

ちらを「・・・『考え、議論する道徳』の授業を要とする教育活動全体を通した道徳教育の推進」という

ように変更しております。 

次に資料4ページの下から5ページにかけて記載している、「5-1【教員の資質能力の向上】」に追加した

取り組みとして「○ 教職員の働き方改革の推進」を記載しております。これは、福岡県教育委員会で平

成30年3月に策定された「教職員の働き方改革取組指針」に基づいた取組です。教職員の長時間勤務を改

善し、教職員のワーク・ライフ・バランスの取れた生活、健康でやりがいをもって働くことができる環

境整備、また、教職員が子どもと向き合う時間を十分に確保し、学校教育の質を維持・向上させること

を目的としたことから、こちらに追加をしております。 

次に資料5ページの「6-1【就学前教育の充実】」では、追加した取り組みとして、「○ 就学全児童への

生活体験活動の実施」を記載しております。これは、庄内生活体験学校にて就学前児童（保育園、幼稚

園など）を対象とした生活体験活動を実施することから、こちらに追加しております。（平成30年度より

開催、年間18回ほど）（参考：通学合宿・年間3回、生活体験合宿・年間18回） 

次に「7-1【特別支援教育の充実】」では、「○ ICT機器の計画的整備や積極的活用」（再掲）を追加し

て記載しております。これは、この資料2ページ「1-2【ICTの活用による効果的な学習の推進】」にも記

載しておりますが、特別支援学級においても整備や積極的な活用に努めることから、再掲として記載し

ております。 

資料の6ページをお願いします。「7-2【外国人児童生徒等への支援】」において、主な取組として2点記

載しておりますが、1点目は、「○ 外国人児童生徒教育支援事業の実施」で、市内小中学校に在籍してい

る外国人児童生徒が安心して学び、通学できるよう、日本語指導、教科における補充学習、英語活動な

どを行う取組です。2点目は、追加として「○ 異文化理解を図る国際理解教育の実施」を記載しており

ます。これは、学校において、総合的学習の時間や、各教科を活用するなどして、外国人児童生徒と、

日本人児童生徒の交流や相互理解を進めるような取組をおこなっていることから、こちらに記載してい

るものです。 

資料の7ページをお願いします。「10-2【学校施設の環境整備】」では、学校空調設備の早期設置に目指

すため、「○ 学校空調設備整備工事の実施」を記載しております。 また、学校施設について、機能的

な施設環境を整えるとともに、用途に応じた改造や改築を計画的に進めるための取組として、「○ 学校

施設の長寿命化計画の策定」を記載しております。 

資料の8ページをお願いします。基本目標の二つ目《いつでも どこでも だれでも 学べる環境づくり》

における主要施策を掲載しております。「1-1【様々な学びの機会や情報提供の充実】」では、「○ 各種講

座教室等の開催」を記載しておりましたが、学習・情報の拠点となる中央公民館における事業の推進と
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して、「中央公民館市民講座」の文言を加えております。 

資料の9ページをお願いします。「1-4【社会教育施設の整備・運営】」では、「○ 文化会館（飯塚コス

モスコモン）施設の整備」と記載しておりましたが、昨年12月に報告いたしました、改修計画の策定に

基づき、ここで改めて、「文化会館（飯塚コスモスコモン）施設の改修計画に基づく整備の推進」と、記

載内容を変更しております。 

次に、「1-5【読書活動の推進】」では、追加の取組として「○ 図書館の相互（広域）利用の促進」を

記載しております。これは、昨年10月から実施しております、飯塚市、嘉麻市、桂川町の2市1町による

定住自立圏形成協定に基づく嘉飯圏域における図書館の相互利用を促進するため、追加として記載して

おります。 

次に資料の10ページをお願いします。基本目標の3つ目《個性豊かな 新しい文化の創造》における主

要施策を掲載しております。「1-1【文化の振興】」では、「○ 文化会館等における文化芸術事業の充実」

と記載しておりましたが、飯塚市文化振興マスタープランの基本施策に基づき、様々な文化芸術事業を

促進するため、「○ 文化会館や市庁舎をはじめとする他の公共施設における様々な文化芸術事業の充実」

と文言を変更しております。 

次に資料の11ページをお願いします。基本目標の四つ目《次代の飯塚市を担う ひとづくり》における

主要施策を掲載しております。「2-1【国際交流事業の推進】」では、「○ 姉妹都市サニーベール市との国

際交流の実施」と、記載しております。現在、サニーベール市への人材育成研修事業は、市長部局の国

際交流推進室が所管しておりますが、教育委員会では、サニーベール市の小学校と飯塚市立小学校との

メールによる意見交換、また、来飯する生徒等との交流を行い、他者とのコミュニケーションによって

他国を尊重する心を培い、グローバル人材育成を図る取組として、記載しているものです。また、取組

の追加として「○ 国際団体との教師間、生徒間交流の推進」をこちらに記載しております。 

資料の12ページ、13ページでは、特に変更等はございません。以上、説明を終わります。 

○髙石委員 

 資料の2ページの主要施策についてですが、1行目に「生きる力、自分の未来を自ら切り拓く力をもっ

た、未来の飯塚市を担う『かしこく やさしく たくましい 子どもの育成』のため、中学校区を単位

とした小学1年生から中学3年生までの9年間を見通した一貫性と連続性のある学習指導や生徒指導によ

り」とあり、ここに小中一貫教育のことが述べられています。その後、「学力の向上、豊かな人間性の育

成、体力の向上を目指します。」と主要施策ではそういう文言になっていますが、次からの項目ごとに見

てみますと、「1 確かな学力の育成」、「2 小中一貫教育の推進」、「3 豊かな心の育成」、「4 健やかな

体の育成」という順番になっています。主要施策の文言とその後の項目の構成の順番を、飯塚市学校教

育プラン2019との関係も考慮しながらご再考いただけたらと思います。 

○教育総務課長 

 ご指摘のとおり、主要施策の記述の順番とその後の項目の順番が前後するところがございますので、

飯塚市学校教育プラン2019と整合性を図りながら、何を目指してどういった事業を行うのかというとこ

ろを整理しながら、再度見直しをしたいと思います。 

○安永委員 

 4ページから5ページの「5 学校指導体制の整備」について、「5－1 教員の資質能力の向上」の最後

に「教職員の働き方改革の推進」と入っておりまして、こういうことを通して資質の向上にということ

でご説明いただいて、そこの部分は分かるところですが、いろんな分野での働き方の推進というところ

では、日本で新しく議論が始まった部分でもございますので、大綱とすこしずれるところもあるかもし
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れませんが、新しい軸として別の項目立てを検討してみてはと思います。 

 (原案可決(全会一致)) 

○教育総務課長 

 おっしゃるとおり、働き方改革の推進については最近重要な施策にもなっていますので、一つ項目を

追加する、又は、適切な箇所があるかどうか、そういったところを含めて検討したいと思います。 

○髙石委員 

 4ページの「3－4 道徳教育の推進」で「『特別の教科 道徳』の授業を要とした道徳教育を推進しま

す」とあり、その下に具体的な内容として、前半は科目としての「考え、議論する道徳」の授業という

ことが述べてあると思うのですが、その科目と同時に後半の「教育活動全体を通した道徳教育の推進」

ということだと思うのですが、最初から文章を読むと、全体を示してあるのか科目として示してあるの

かが少し分かりにくいと思うので、ここをもう少し整理した方がいいのではと思います。 

○学校教育課長 

 新しい学習指導要領のほうでも、道徳の教科を要としながら全教育活動を通じてということで、そう

いう意味をこめてこの文章にしていますが、今のご指摘を考慮しながら整理をさせていただきたいと思

います。 

○安永委員 

 6ページの「7－2 外国人児童生徒等への支援」の支援の対象は外国人児童生徒等になるかと思います

が、今回新たに加わった「異文化理解を図る国際理解教育の実施」の対象は外国人児童生徒等ではなく、

どちらかというと日本人も含めた児童生徒に対するものというように読み取ることもできると思います。

一方で外国人児童生徒等に対しての異文化に関して教育施策として対応していく、例えば大学の方でも

ハラルの問題等様々なところで宗教的な問題も含めて対応しなければいけなくなっていますが、児童生

徒のグローバルに向けての異文化の理解というところが少し一緒になった表現になっているのかなと思

います。うまく切り分けて場所も含めて考えていただければと思います。 

○学校教育課長 

 外国人の子どもに対するものなのか、それ以外の子どもに対するものなのか、混在していると思うの

で整理していきたいと思います。 

（継続審議） 

 

■議案第2号 飯塚市社会教育委員の委嘱 

≪説明：生涯学習課長(高瀬英一)≫ 

 議案第2号「飯塚市社会教育委員の委嘱」についてご説明いたします。議案書の2ページをお願いいた

します。提案理由といたしまして、飯塚市社会教育委員の辞任に伴い、社会教育法第15条及び飯塚市社

会教育委員条例第4条の規定に基づき、新たな委員を委嘱するため、本案を提出するものです。議案書の

3ページをお願いいたします。今回委嘱する社会教育委員は1名でございます。学校教育関係者として山

本和生飯塚市適応指導教室所長に委嘱するものでございます。これは学校教育関係者として委嘱してお

りました、飯塚市小中学校校長会代表でありました有光洋から、平成31年1月31日をもって辞任する旨の

届出が提出されたことによるものでございます。委員の任期につきましては、本年2月1日から2020年7月

31日までの前任者の残任期間とするものでございます。また議案書の4ページに参考資料として、飯塚市

社会教育委員名簿を添付しております。以上簡単ではございますが説明を終わります。 

(原案可決(全会一致)) 
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■議案第3号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

≪説明：文化課長(久保山博文)≫ 

 議案第3号「飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例」について説明いたします。議

案書の5ページをお願いいたします。本案は文化財保護法が改正され、31年4月1日から施行されるに伴い、

文化財の保存と活用の一層の取組の推進を図るための附属機関を設置するため附属機関の設置に関する

条例の一部を改正する条例を市議会に提出するにあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

29条の規定に基づき、市長より意見を求められたため、本案を提出するものでございます。議案書の8ペ

ージをお願いいたします。改正内容については新旧対照表により説明させていただきます。附属機関の

設置に関する条例別表教育委員会の部中「飯塚市鹿毛馬神籠石保存整備委員会」を「飯塚市文化財保存

活用推進委員会」に、担当する事務を「鹿毛馬神籠石の保存整備に関した調査審議すること。」を「文

化財の総合的な保存・整備等に関して調査審議すること。」に改め、飯塚市特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例（平成18年飯塚市条例第39号）の一部を改正し、別表鹿毛馬神籠石

保存整備委員会の項を削除、議案書9ページの飯塚市歴史資料館条例（平成18年飯塚市条例第103号）の

一部を改正し、第11条歴史資料館運営協議会を削除、附則において、「この条例は平成31年4月1日から

施行する。」と改正するものでございます。これにより飯塚市文化財保存活用推進委員会を新たに設置

し、この中に鹿毛馬神籠石保存整備委員会、歴史資料館運営協議会を統合し、総合的な文化財の保存活

用を検討することとするものでございます。以上簡単ではございますが、説明を終わります。 

(原案可決(全会一致)) 

 

■報告第1号 飯塚市奨学資金貸付基金条例施行規則の一部改正（補助執行事務）について 

≪説明：教育総務課長(山田哲史)≫ 

報告第1号「飯塚市奨学資金貸付基金条例施行規則の一部改正（補助執行事務）について」ご説明いた

します。議案書10ページをお願いします。1の報告の理由ですが、本件は平成30年12月25日開催の教育委

員会会議で報告しました飯塚市奨学資金貸付基金条例の一部を改正する条例の施行に伴い、条例施行規

則を改正したので報告するものです。2の飯塚市奨学資金貸付基金条例施行規則の一部改正の（1）改正

の概要ですが、条例改正に伴いまして、改正に関連する奨学生の資格や貸し付けの申請、決定通知、ま

た届出事項に関する規定を、条例改正の主な目的である奨学資金の入学前貸し付けに対応できるよう改

正したものです。（2）の改正内容について、新旧対照表を資料として議案書15ページから17ページにつ

けていますので、新旧対照表で説明させていただきます。議案書の15ページをお願いします。はじめに

旧の区分で第2条として収入基準とあったものを、新の区分では奨学生の資格と改め、本市での在住年数

について、入学前貸し付けを受けるものは、入学する年度の4月1日において、引き続き1年以上住所を有

する見込みであることとしました。これは、上級学校へ進学する時点をみれば本市に1年以上居住となる

が、進学前の状態である入学前貸し付け時点では1年に満たないケースの発生も想定されるため、条例第

5条第1項に規定する本市に1年以上住所を有することが、いつの時点での1年なのかを明確にしたもので

す。次に第2条第4項ですが、ここは奨学金の併給禁止の除外を規定している条項で、旧の区分の第4条に

ありますとおり、高等学校等就学支度金の支給に関する法律の規定による就学支度金と、福岡県私立高

校生等奨学給付金支給要綱の規程による給付金は従来から併給禁止の除外となっていましたが、今回、

新たに入学前支給を行うことで、他の奨学金との併給となりうる状況を第3号として新たに併給禁止の除

外として規定したものです。次に新の区分の第3条第2項第3号ですが、こちらは貸付にあたっての必要書



6 

類を規定した条項で、入学前貸し付けを希望する場合は、入学を予定する学校の合格を証明する書類、

合格通知などを添付していただくことで、貸し付けを行えるようにしたものです。次に議案書16ページ

をお願いします。第7条は奨学生の状況に変更が生じた場合の変更届に係る条項で、入学前貸し付けを受

けた場合、公立学校で貸し付けを受けたが私立になった、又はその逆といった場合には、奨学生として

身分はそのままですが、貸付金額に変更が生じます。貸付金額が変更となった場合は借用証書を新たに

提出していただかなくてはいけませんので、変更の内容を証する書類のほかに、新たな借用証書の提出

などを想定し、その他必要な書類という語句の追加を行ったものです。その他、議案書17ページにかけ

ては入学前貸し付けが円滑に行えるよう貸付申請書の内容見直し、また文言の整理を行っています。 

以上、説明を終わります。 

 

■報告第2号 平成30年度第2回飯塚市奨学資金貸付審議会に係る諮問及び答申(補助執行事務)について 

≪説明：教育総務課長(山田哲史)≫ 

報告第2号「平成30年度 第2回飯塚市奨学資金貸付審議会に係る諮問及び答申（補助執行事務）につ

いて」報告します。議案書18ページをお願いします。本件は、昨年7月に応募を行い、10月に採用決定し

ました来年度本市奨学生の大学区分採用人員に8名の欠員がありましたので、11月に再募集を行った結果

9名の応募があり、飯塚市奨学資金貸付審議会を12月12日に開催し、8名の採用を決定したとの答申が市

長に対しありましたので報告するものです。不採用となった1名は所得基準超過によるもので、平成30年

度における収入状況に大きな変更が無いか確認しましたが、変更はないとのことで、不採用となったも

のです。審議委員、諮問、審議会、答申については議案書18ページ19ページに記載のとおりですので説

明は省略させていただきます。なお、今回の採用で大学区分の採用人数も定員18名となりました。以上、

簡単ですが報告を終わります。 

 

■報告第3号 飯塚市とソフトバンク株式会社との教育事業連携に関する協定の締結について 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

 報告第3号「飯塚市とソフトバンク株式会社との教育事業連携に関する協定の締結について」説明いた

します。議案書20ページをお願いいたします。飯塚市とソフトバンク株式会社との教育事業連携に関す

る協定を平成31年1月10日に締結いたしましたのでご報告いたします。本協定は、IoTやロボットと共生

する未来の社会で活躍する人材育成を見据え、ICT利活用をベースとし、飯塚市とソフトバンク株式会社

が相互の知的、人的、物的資源の活用を図ることにより、教育・学習環境を整備することを目的として

おります。連携事項についてですが、ICTの利活用に関すること、教育環境づくり、これは2020年から必

修化されるプログラミング教育に関することなどでございます。また先端技術が活用できる人材育成に

関することなどで、具体的な施策内容につきましては、ソフトバンク株式会社と協議しながら取り決め

ていくようになっています。本協定締結にあたり、平成31年1月10日本庁3階庁議室にて協定締結式を行

いましたので併せてご報告いたします。なお議案書21ページに協定書の写しを、22ページに協定締結式

の概要を添付しています。以上簡単ではございますが報告を終わります。 

 

■報告第4号 平成30年度飯塚市成人式の結果報告について 

≪説明：生涯学習課長(高瀬英一))≫ 

 報告第4号「平成30年度飯塚市成人式の結果報告について」についてご説明いたします。議案書23ペー

ジをお願いいたします。飯塚市成人式は平成31年1月13日（日）に飯塚市文化会館（イイヅカコスモスコ
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モン）で開催されました。本年度の対象者は男女合わせて1,253名でしたが、当日の参加者は834名と言

う結果になっています。昨年度は該当者は1,319名で、参加者は863名でしたので本年度は昨年度に比べ

てやや少ない参加者となっています。次に式典等の内容につきましては、「4 式次第」のとおりでござ

います。今年も特に混雑もなく、厳粛な中式典等が予定通り進行し、滞りなく成人式を遂行することが

できました。飯塚市の成人式は市内12地区から新成人者代表を中心に実行委員会を組織し、昨年8月末か

ら会議を行い企画運営をすることで新成人者が自分たちで成人式であるとの認識の下に行うことができ

ております。以上簡単ではございますが報告を終わります。 

 

■教育行政について（栄養教諭の勤務実態について） 

≪説明：学校給食課長(小柳朋之))≫ 

 栄養教諭の勤務実態についてご説明いたします。平成30年度栄養教諭配置表及び食物アレルギー対応

児童・生徒数一覧表をお願いいたします。この表につきましては、左から栄養教諭の職種、栄養教諭名、

栄養教諭の所属及び担当校、それぞれの学校の児童・生徒数、各栄養教諭の受け持つ児童・生徒数の計、

それぞれの学校の食物アレルギー対応児童・生徒数、各栄養教諭の受け持つ食物アレルギー対応児童・

生徒数の計、給食調理形態が民間委託であるか直営であるか、委託校の調理委託業者名を記載しており

ます。まず栄養教諭の配置状況でございますが、市内の小中学校に表に記載のとおり11名の栄養教諭が

配置されております。11名の栄養教諭の配置基準としましては、公立義務教育諸学校の学級編成及び教

職員定数の標準に関する法律により、550名以上の学校、表の児童・生徒数の欄に網掛けしている伊岐須

小以下6校には1名を、表の網掛けのない549名以下の学校23校に関しましては、4校に1名を配置すること

になっているため、その基準をもとに配置しております。このため栄養教諭は所属校以外にも複数の学

校を担当することになります。所属校（担当校）の欄に網掛けをしている学校が、それぞれの栄養教諭

が所属している学校で、網掛けの無い学校が担当校でございます。それぞれの栄養教諭の担当校数、児

童生徒数、食物アレルギー対応児童・生徒数の差異による、栄養教諭の職務量の差異についてですが、

児童生徒数の差異による職務量の差異については栄養教諭の職務は調理の指導が主で、実際の調理に関

しては調理員が行うことから、児童・生徒数の差異による職務量の差は無いと思われます。しかし、担

当校数及び食物アレルギー対応児童・生徒数の差異による職務量の差異につきましては、ある程度の差

異があると思われます。特に食物アレルギー対応児童・生徒数の増加は職務の増加につながると考えら

れます。次に2ページの食物アレルギー児童生徒数推移表をお願いいたします。福岡県「『職に関する指

導』等の状況調査」による平成26年度から30年度までの小中学校それぞれの食物アレルギーがある児童

生徒数の原因食品別の数値の推移を表したものです。なお、先ほど説明いたしました平成30年度栄養教

諭配置表及び食物アレルギー対応児童・生徒数一覧表の食物アレルギー対応児童・生徒数は平成30年6月

現在給食調理室で除去食等の対応を実施している人数でございまして、こちらに記載している人数とは

一致しません。また原因食品別人数は1人で複数に該当する児童生徒について重複計上しているため、合

計人数とは一致しません。参考として、食物アレルギー特定原材料等27品目と平成27年度消費者庁調査

による食物アレルギー原因物質の割合をそれぞれ記載いたしております。次に3ページをお願いいたしま

す。こちらでは栄養教諭の職務内容及び職務の改善状況と栄養教諭の勤務状況に関する聞き取り状況を

記載しております。まず栄養教諭の職務内容及び職務の改善状況につきましては、栄養教諭の主な職務

内容としまして、大きく分けて、学校給食管理と食に関する指導の2つでございます。左から、学校給食

管理と食に関する指導の区分、それぞれの業務の概要、具体的な業務内容、栄養教諭の職務の負担軽減

等の職務の改善状況について記載しております。まず学校給食管理の職務につきまして、①栄養管理の
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職務の具体的な内容として、毎月の給食献立の作成、年3回の県への栄養報告の提出が挙げられます。こ

のうち、給食献立の作成については、2011年度に市内全小中学校の給食献立の統一、2013年度から市内

全小中学校を3グループに分けまして、献立の作成とそのアレルギー材料表等の作成を担うグループ制を

導入しております。②物資管理の具体的な職務内容については、毎月の給食食材の発注が挙げられます。

次に③調理指導・衛生管理の具体的な職務内容については、毎月の調理委員に対する調理指示、年1回の

県保健所による調理場巡回指導の実施への対応、年1回の県保健所の巡回指導が実施されない調理場につ

いての7月に行われる栄養教諭による巡回指導、年1回の調理員に対する研修の実施が挙げられます。職

務の改善状況につきましては、このうち③－1調理員に対する調理指示につきましては、献立作成のグル

ープにより、調理指示の関係書類につきましても3ヶ月に1回の作成になります。③－3栄養教諭による調

理場巡回指導の実施につきましては、2018年度から実施を見送ることにより職務軽減を図っております。

次に食に関する指導につきましては、①児童生徒への教科特別活動等の教育指導については、適宜各教

科等の目標に合わせた食に関する指導が挙げられます。②児童生徒への個別相談指導につきましては、

小学校入学時の学校給食においてのアレルギー対応ついての個別相談が挙げられます。アレルギー対応

につきましては4ページをお願いいたします。栄養教諭の食物アレルギーの対応につきましては、小学校

入学時の食物アレルギー対応を開始するまでの職務と毎月のアレルギー対応の2つで、それぞれの内容を

記載しております。網掛けしている部分についてが、栄養教諭が実施及び参加する議論でございます。

※2の食物アレルギー対応会議につきましては、各学校によって異なりますが、校長、教頭、教諭及び調

理員等で対応し、その他の職務につきましても、学級担任等と対応しておりますが、「2 毎月の食物ア

レルギー対応の流れ」の調理に関する書類の確認のみにつきましては、栄養教諭単独の対応となります。

3ページに戻りまして、③食に関する指導に対する連携・調整につきましては、年1回行われる学校給食

体験イベントが挙げられます。これにつきましては、職務軽減として本年度より講師選定やポスター等

作成の業務を外部業者に委託することにより職務軽減を図っております。次に栄養教諭の勤務状況に関

する聞き取り状況でございますが、これは平成30年10月10日から18日に直接聞き取りを行ったものです。

業務内容につきましては、記載してますとおりこれまでの統一献立の導入等の職務軽減策により、負担

が軽くなったとの声をいただいております。しかしながら勤務状況につきましては、ほぼ定時で退勤し

ている者がいる一方、一月の超過勤務が数時間を越える栄養教諭もおりますが、栄養教諭が担う業務内

容はほぼ同様であると考えますと、各栄養教諭の業務の取り組み方等により超過勤務の実態に大きな差

が生じていると認識しております。以上で説明を終わります。 

○髙石委員 

 ただいまの詳しい報告により、業務の調査や聞き取りが行われていることがよく分かりました。こう

いった状況を細かく受け止めていただきながら、また現場からの声がありましたら、その都度考慮しな

がら取り組んでいただければと思います。 

(継続審議) 

 

○大隈委員 

以上をもちまして、本日の全ての議題の審議は終了いたしました。 

これをもちまして、平成31年第1回教育委員会会議 定例会を閉会いたします。 

なお、次回定例会は2月21日(木)10時から開催しますのでよろしくお願いします。 


