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令和元年８月伊勢原市教育委員会定例会議事録 

 

１ 開催日時 

  令和元年８月２７日（火）午前９時３０分から９時５４分 

 

２ 開催場所 

  市役所 ３階 第３委員会室 

 

３ 教育長及び委員 

  教育長           鍛代 英雄                    

  委 員（教育長職務代理者） 菅原 順子 

  委 員           渡辺 正美 

  委 員           永井 武義 

  委 員           重田 恵美子 

 

４ 説明のために出席した職員 

  教育部長          谷亀 博久 

  学校教育担当部長      石渡 誠一 

  参事（兼）教育総務課長   古清水 千多歌 

  参事（兼）歴史文化担当課長 立花 実 

  参事（兼）教育センター所長 橋口 龍郎 

  学校教育課長        守屋 康弘 

  教育指導課長        今井 仁吾 

  社会教育課長        小谷 裕二 

  図書館・子ども科学館長   倉橋 一夫 

     

５ 会議書記 

  教育総務課専門員      麻生 ひろ美 

 

６ 傍聴人 

  ３名 

 

７ 議事日程 

  日程第１ 前回議事録の承認 

  日程第２ 教育長報告 

   

－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

午前９時３０分   開会 
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○教育長【鍛代英雄】  定刻となりました。ただいまから教育委員会議を開催

いたします。 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

日程第１ 前回議事録の承認 

 

○教育長【鍛代英雄】  日程第１、「前回議事録の承認」について、お願いい

たします。 

○教育長及び委員全員  承認 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

日程第２ 教育長報告 

 

○教育長【鍛代英雄】  日程第２「教育長報告」をいたします。本日は２件で

ございます。 

 それでは、学校教育担当部長からお願いします。 

○学校教育担当部長【石渡誠一】  それでは、（１）「小学校給食調理業務の

民間委託の試行について」、ご報告させていただきます。資料１をごらんくださ

い。 

 少子高齢化の進展や人口減少社会の到来により、今後も厳しい財政状況が見込

まれる中、給食調理員の定年退職に合わせて、民間事業者への委託を推進し、簡

素で効率的な行政運営を図ることを目的に、小学校給食調理業務の民間委託の試

行を実施いたします。 

 委託開始時期は令和２年４月からとなりますが、令和２年度から令和３年度ま

での２年間を試行期間とし、この間に教育委員会で検証委員会を組織し、検証を

行い、今後の小学校給食の調理業務の方向性等を検討いたします。 

 委託対象校は、伊勢原小学校と桜台小学校といたしました。選定理由といたし

ましては、市では給食の食数に応じて給食調理員を配置しておりますが、委託の

実施に当たっては一定の食数の規模がある学校がより効果的であると考えられる

こと等、総合的な判断から選定をいたしました。 

 委託請負業者は、公募型プロポーザル方式で民間業者１者を選定いたします。

小学校給食調理業務の経験や実績、経営状況、衛生管理等、市が定める一定の基

準を満たす業者から提案を受け、給食の安全性や質の観点から、総合的な選定審

査を行い、最もすぐれた業者を選定いたします。 

 委託内容は、食材の検収、給食の調理、食器類の洗浄、施設の清掃等片づけ業

務となります。委託は学校ごとに実施し、調理はそれぞれの学校の給食室で行い

ます。委託実施後も、栄養士は各学校に勤務し、児童に必要な栄養量やバランス

を考えた献立を作成し、食材の発注を行います。 
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 食材は、伊勢原市学校給食物資納入指定業者等から安全な食材を購入し、地場

食材の活用についても引き続き推進します。 

 あわせて、食物アレルギーへの対応や食育についても、これまでどおり実施し、

今までと変わらない安全で安心な給食を児童に提供いたします。 

 今後のスケジュールは、１０月初めに委託業者の募集を行い、１０月中旬から

１２月下旬にかけて、参加申し込み、施設見学、第１次審査――こちらは書類審

査を考えています、そして第２次審査――こちらがプレゼンテーションを考えて

おります。これらを実施した後に、年内に優先交渉権者を決定したいと考えてお

ります。その後、年明けに優先交渉権者との契約に向けた協議を行い、契約後、

令和２年４月から委託業務を開始したいと考えております。 

 引き続き、簡素で効率的な行政運営を図りながら、安全で安心な小学校給食を

提供してまいりますので、ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

 続きまして、（２）「平成３１年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査結

果の取扱いについて」、ご報告いたします。資料２をごらんください。 

 平成３１年度の調査は４月１８日に実施され、その結果が７月３１日に文部科

学省から公表されました。今見ていただいている１枚目には、これまでの経緯及

び今後の取り扱いについて記載しております。 

 裏面には参考資料１といたしまして、平成２２年７月の教育委員会議での調査

結果の公開に関する決定内容を記載しております。 

 右側のページは、参考資料２として、昨年度、平成３０年度の公表内容を８ペ

ージまでの４枚でお示ししております。 

 最後は参考資料３として、今後の調査に関する実施要領の概要を記載しており

ます。 

 以前にもご説明しましたが、昨年度までは主として知識に関する問題、いわゆ

るＡ問題と、主として活用に関する問題、いわゆるＢ問題を分けて調査しており

ましたが、今回からＡ・Ｂの区別なく一体的に問われることとなりました。また

中学校では、今回初めて英語の調査が実施されました。 

 それでは、初めのページ、資料２とあるページにお戻りください。 

 まず項番１、これまでの経緯は、後ほどお目通しいただければと思います。 

 続いて項番２、今後の取り扱いをごらんください。内容は昨年度と同様でござ

います。 

 （１）公表事項につきましては、国語、算数または数学、そして英語の、市全

体の平均正答率、児童生徒質問紙調査及び学校質問紙調査の市全体の平均値の一

部の項目、調査結果に係る市全体の分析・見解、市内各小中学校の結果の分析及

び活用についての４点でございます。 

 市全体の分析・見解につきましては、これまでどおり事務局で作業を行います。

各学校による結果の分析及び活用につきましては、各学校において、各教科それ

ぞれの調査結果の分析と考察を行いまして、授業の充実に向けた重点的な取り組

みと、家庭で取り組んでほしい内容という形でまとめます。 
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 今後、データを分析の上、例年どおり１１月下旬をめどにホームページで公表

したいと考えております。 

 （２）学校による説明事項につきましては、調査結果の分析を踏まえた授業改

善の取り組み方針等につきまして、学校だより等を活用して周知を図ってまいり

ます。 

 報告は以上でございます。 

○教育長【鍛代英雄】  以上２点の報告でございます。ご質問やご意見等がご

ざいましたらお願いいたします。 

 渡辺委員、どうぞ。 

○委員【渡辺正美】  資料１にあります、民間委託に関係したことで２点ござ

います。１点目は、いわゆる給食調理員さんは、市内にどのくらいおられるのか

ということ。２点目は、７の委託内容のところに幾つかある中で、※の３つ目に

あるような、納入業者から食材を選定したりすることに関して一体型でやるのか、

その辺がどう変わるのか。 

○教育長【鍛代英雄】  ２点のご質問のうち、まず１点目は、市の給食調理員

の人数ということでよろしいですか。 

○委員【渡辺正美】  はい。 

○教育長【鍛代英雄】  学校教育課長。 

○学校教育課長【守屋康弘】  まず、今年度従事しております給食調理員の人

数ですが、フルタイムの正規職員が２４名、職員の扱いなる再任用職員が８名で

す。これらの方は週３日とかになります。それから、正規職員の枠でいきますと、

任期付短時間勤務職員で、週４日勤務という方が２名おられます。 

 今年度は４名が定年退職となることから、委託を進めていきたいと考えます。 

 次に、物資の関係ですが、現在、小学校給食につきましては、学校給食会が物

資の納入業者の選定を２年に１回行っております。物資につきましては学期単位

で選定を行っております。 

今回の小学校給食調理の民間委託の導入により、物資納入については特に変わ

ることなく、発注は納入業者に対して学校の栄養士が行います。直営校も委託校

も、献立は共通のもので、同じ物資が使われて、調理が直営職員か委託職員かと

いう違いになるということです。     

 以上です。 

○委員【渡辺正美】  ありがとうございました。 

○教育長【鍛代英雄】  ちょっと補足しますと、給食調理員の関係ですが、今、

学校教育課長から、いわゆるフルタイム、正規職員と再任用職員、それと任期付

短時間勤務職員というお話をしました。それ以外に臨職、いわゆる臨時的な任用

職員がいるわけですが、このうち定数上正規職員としてカウントされるのは、フ

ルタイムの給食調理員だけです。再任用職員につきましても、基本的には週３日

ないし４日ということで、フルタイムではございません。補足をさせていただき

ます。 

 この２件の質問はそれでよろしいですか。 
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 ほかには何かございますか。永井委員。 

○委員【永井武義】  渡辺委員の質問に関連して、質問させていただきます。 

 まず、今後も厳しい財政状況が見込まれる中、執行予算の比較ですね、これに

よって変わるのかという質問が１点目。 

 今、調理員の人数規模について教えていただいたのですが、何を簡素化して何

を効率的にするのかということが２点目。 

 他市の状況、他市がどのような形で進めているのかということが３点目。 

 そして４点目に、検証委員会の具体的な構成と、その業務内容についてご説明

をお願いしたいと思います。 

○教育長【鍛代英雄】  ４点ご質問をいただきました。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長【守屋康弘】  まず、効果額的なものかと思いますが、参考と

して調理業者からいただいた各学校の見積額と平成３０年度の決算から、平均給

与や臨時職員の賃金等を加えた額で、正式な数字は、持ち合わせておりませんが、

試算として１校当たり２５０万円ぐらい減るかなというところでございます。 

 次に、簡素化、効率化の部分について、調理業務ですが、まず民間活用できる

部分については民間活力を導入するということで、簡素化・効率化に向けて学校

での臨時職員の配置とか、調理業者が調理員等配置しますので、学校の負担減に

なったりするところもあります。そういった面での簡素化・効率化の可能性を期

待しております。 

 それから、他市の状況ですが、自校方式ですと、県内１８市中１１市で、既に

委託を行っております。あと、共同調理場等で行っているところとかもあります。 

 それから、検証委員会ですが、現段階で詳細は決定しておりません。 

○委員【永井武義】  ありがとうございます。 

○教育長【鍛代英雄】  よろしいですか。 

 ほかにはございますか。菅原委員。 

○委員【菅原順子】  検証委員会ですが、２年後に、民間委託を検証した上で

ゴーとなれば、再度委託業者の選定するのでしょうか。 

○教育長【鍛代英雄】  学校教育課長。 

○学校教育課長【守屋康弘】  試行期間を２年間ということで職員組合と合意

しているということです。今回の契約は３年間で契約、その間の２年間が試行と

いうことです。この試行期間で、質であったり味であったり等の検証を行うとい

うことで、さらなる委託を拡大するのか、直営のままでいくのかという検証を行

います。 

 ここで行うのは３年と考えておりますので、まず、その間で契約を変えること

はありません。 

○委員【菅原順子】  前提として民間委託を試行するということですね。 

○学校教育課長【守屋康弘】  はい。 

○委員【菅原順子】  わかりました。 

次に、全国学力・学習調査結果について。昨年度の公表の資料がありますが、
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これはこのとおりで必要十分な公表がされていると思います。 

 資料２の最初に、平成２９年度の情報公開請求について書かれていますが、公

表後のフィードバックといいますか、それがどのように利用されたかということ

はわかりますか。 

○教育指導課長【今井仁吾】  活用の結果は承知しておりません。 

○委員【菅原順子】  開示理由とか、その用途などは問えないのですか。 

○教育指導課長【今井仁吾】  はい。基本的には「調査研究のため」ですとか、

そういう形での請求になっています。 

○委員【菅原順子】  その後、どこかで公開されたとかは。 

○教育指導課長【今井仁吾】  こちらでは把握しておりません。 

○委員【菅原順子】  わかりました。 

次に、資料２の裏面は、公表するのですか。 

○教育指導課長【今井仁吾】 公表の予定はございません。 

○委員【菅原順子】  下の四角の理由のところ、下から５行目に「ランクの低

い学校」という記述があるのですが、ここだけをとると、表現が厳し過ぎるので

はないかと思ったのですが。 

○教育指導課長【今井仁吾】  こちらは答申の付言事項に記載があった文言で

ございまして、決定事項の付言という形で記載をしたということです。 

 こちらとしては、答申の付言事項を踏まえ、非公開の理由とさせていただいた

ところですが、これがそのままホームページに載るということではございません。 

○委員【菅原順子】  表現として、「序列の下位となった」とか、その程度で

すよね。 

○教育指導課長【今井仁吾】  そういった付言事項をいただいたということで

す。 

○委員【菅原順子】  わかりました。以上です。 

○教育長【鍛代英雄】  ほかには何かございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは次に移ります。 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

その他 

 

○教育長【鍛代英雄】  その他ということでございます。まず、委員の皆様か

ら何かありますでしょうか。 

 特にないようですので、事務局から何かありますか。 

 特にないようです。それでは最後に、来月の定例会の日程について、報告をお

願いします。 

○教育総務課長【古清水千多歌】  ９月の定例会につきましては、令和元年９

月２４日、火曜日、午前１０時から、開催場所は市役所３階第２委員会室となっ

ております。よろしくお願いいたします。 



 - 7 -

○教育長【鍛代英雄】  それでは、本日の教育委員会議はこれをもって閉会と

させていただきます。どうもありがとうございました。 

 

午前９時５４分   閉会 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

＜配付資料＞ 

□資料１：小学校給食調理業務の民間委託の試行について 

□資料２：全国学力・学習状況調査結果の取扱いについて 






































