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１２月 定例教育委員会 議事日程 

 

１．日 時 平成27年12月16日（水）午後3時50分から 

２．会 場 教育委員会会議室 

３．出席委員  

教育委員長    矢 野 ひとみ 

  教育委員     鷹 尾 秀 隆 

  教育委員     髙 橋 久美子 

  教育委員     水 口 良 江 

  教育長      渡 邉 博 隆 

４．会議に出席した事務局職員 

事務局長     靏 岡 正 直 

教育総務課長   大 西 昌 治 

社会教育課長   森 田 誠 司 

指導主幹     紺 田 順 一 

指導主事     久保田 貴 章 

学校教育課課長補佐 皆 川 竜 男 

社会教育課課長補佐 安 田   敦 

社会教育課課長補佐 矢 野 真 人 

教育総務課課長補佐 小 田 忠 幸 

５．会議に付した事件 

 (1) 報告事項等 

  ① 10月会議録報告 

② 1月教育委員会行事予定について 

  ③ 事務局報告事項等について 

  ④ その他 

 

 

 

            午後13時30分 開会 

○靏岡局長 開会を宣言 

○矢野委員長 12月の定例教育委員会を開会します。 

 今日は、ラジオ、新聞等、松山市の体罰のことで朝からありまして、何と今日ここへ来て何

もないやろうなあと思いながら来ておりましたら、紺田先生が今のところないですと最初言っ
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てくれたんで、ほっとして、安心して会が始められるようです。 

 本日の開会は、３時50分からですので、時間を延長させていただくことになりますが、委員

さん方よろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 それではよろしくお願いします。 

 それでは、10月の会議録のほう、その前に今回の会議録署名人ですが、水口委員さんになっ

ておりますので、お願いします。 

○水口委員 はい。 

○矢野委員長 それでは、10月の会議録ですが、お手元のほうに届いております文書をもって

承認ということでよろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 ありがとうございました。それでは、承認となります。 

 続きまして、協議事項に入りたいと思います。 

 (1)の議案審議、議案第40号伊予市学校給食等配送業務事業者選定委員会設置要綱の制定に

ついて説明をお願いします。 

 大西課長さん、お願いします。 

○大西課長 それでは、議案書１ページをお開きください。 

 議案第40号伊予市学校給食等配送業務事業者選定委員会設置要綱の制定について、この提案

としまして、伊予市学校給食等配送業務事業者選定をプロポーザル方式により実施するため、

伊予市教育委員会プロポーザル方式等実施要綱第５条の規定により、新たに要綱を制定をする

必要が生じたので提案をいたしておるものです。 

 ２ページをお開きください。 

 要綱の内容につきましては、読み上げて説明のほうにかえさせていただきます。 

 伊予市学校給食等配送業務事業者選定委員会設置要綱。 

 第１条、設置。この要綱は、伊予市学校給食センター整備事業に係る学校給食等配送業者の

選定について透明性及び公平性を確保するとともに、すぐれた提案を求めるため、伊予市教育

委員会プロポーザル方式等実施要綱第５条の規定に基づき、伊予市学校給食等配送業務事業者

選定委員会を設置することとし、必要な事項を定めるものとします。 

 所掌事務として、第２条なんですが、選定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

 第１号、募集要件の決定。 

 第２号、提案書等提出者の指名等。 

 ３号、評価基準の決定。 

 ４号、提案書等の特定。 

 第５号、その他必要と認められる事項。 



- 3 - 

 第３条に、組織を定めております。 

 選定委員会は、次に掲げる委員をもって組織をする。 

 第１号、行政関係者。第２号、その他教育委員会が必要と認める者。 

 第２項、委員は教育委員会が委嘱または任命する。 

 第４条に、任期を定めております。 

 委員の任期は、委嘱または任命の日から第２条に規定する所掌事務が終了するまでの間とす

る。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 第５条に、委員長を設けております。 

 選定委員会に委員長を置き、委員の互選により決定する。 

 第２項、委員長は会務を総理し、委員会を代表する。 

 第３項、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理す

る。 

 第６条にて、会議を定めております。 

 選定委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

 第２項、選定委員会は、委員の２分の１以上の出席がなければ、会議を開くことができな

い。 

 第３項、選定委員会において、委員長が必要と認めるときは、市の職員または配送業務に関

し識見を有する者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

 第４項、選定委員会の決定は、出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は委員長の決

するところによる。 

 第７条、選定委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課学校給食センター準備室におい

て処理をする。 

 第８条、この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、選定委員会

に諮り、委員長が別に定める。 

 附則としまして、第１条、この要綱は平成27年12月16日から施行する。 

 第２条、この要綱は伊予市学校給食センターの供用開始日に、その効力を失うとしておりま

す。 

 補足としまして、今現在建設中の給食センターの完成後、来年の９月、２学期から配送車７

台で13校１園を給食を持って配送するというような計画が、今進めております。これに当たり

まして、民間ノウハウを十分に活用するというところで、今回全面委託としまして、この方式

をプロポーザル方式で業者のほうを決定するといった内容になっております。 

 以上で説明のほうを終わります。 

○矢野委員長 ありがとうございました。 

 全文を読んでいただきました。 
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 御質問等ございませんでしょうか。 

○鷹尾委員 はい、よろしいですか。 

○矢野委員長 鷹尾委員さん。 

○鷹尾委員 私もよくこの言葉を聞くんですが、プロポーザル方式というのは具体的に言った

らどういうふうに考えたらいいんですか。日本語で。 

○靏岡局長 委員長。 

○矢野委員長 局長さんお願いします。 

○靏岡局長 日本語に訳すと、企画提案という意味になろうかと思います。したがいまして、

提案内容をこちらが資料を示すわけなんですが、その資料に従ってこういう提案ができるとい

う内容を各会社によって差のある提案が出てきます。それを評価して、適当な事業者を選定す

るということになります。 

○鷹尾委員 はい、わかりました。 

○渡邉教育長 ちょっと、もう一つ。 

○矢野委員長 教育長さん。 

○渡邉教育長 そのときに、予算の上限を一応設定して、その上限の中で仕様書に沿った提案

をしてくださいというような形、予算は幾らでもというふうな意味合いではないです。 

○矢野委員長 ほかに、ございませんか。 

○水口委員 いいですか。 

○矢野委員長 水口委員さん。 

○水口委員 いつもついてる等のことなんですが、学校給食等配送業者、ほかに給食等の等

と、それからプロポーザル方式にするっていうことは、企画提案の内容で判断すると、多少予

算の上限内であっても高いのは関係なくって、提案方式、企画提案の質を評価するということ

でよろしいんでしょうか。 

○大西課長 はい。 

○矢野委員長 大西課長さん。 

○大西課長 学校給食等の等につきましては、中山幼稚園のほうに給食のほうを提供しており

ますので、等を入れさせていただいております。 

 ２点目の件につきましては、委員さん御指摘のいろいろ会社からの提案に対する金額面も当

然考慮して、それを採点に落とします。その委員さんが、いろいろな項目について採点をしま

して、その合計によって交渉する業者さんのほうを決めるといったような内容となっておりま

す。 

○水口委員 構いませんか。 

○矢野委員長 水口委員さん。 

○水口委員 採点の基準というのが、恐らくあろうかと思うんですよ。例えば、予算の上限内
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であったら、こういうことを聞くのは失礼かもわからんけど、Ａのプロポーザルを提案した業

者が予算は高かった。でも、企画の内容がよかったからというような採点はもちろんあり得る

し、採点委員さん、ついでに委員さんというのは何名というのを書かれてないんですけど、委

員さんのうちに最低基準っていうのはあるんですか。もう、その委員さんの感じ方で採点する

よっていうことなんでしょうか。 

○矢野委員長 大西課長さん。 

○大西課長 委員の人数は、予定では５人を考えております。 

 教育長さんと、今庁内におります４人の部長さんに、この委員さんに入ってもらおうと考え

ております。 

○靏岡局長 委員長。 

○矢野委員長 局長さん。 

○靏岡局長 基準については、その値段に対してより高度な内容であれば、その値段が高くて

も採用される可能性はあります。したがって、必ずしも高いからだめだとか、安いから必ずと

かということではありません。内容に伴って、値段も採点の１項目、内容も採点されますの

で、そのトータルでの採点になります。したがいまして、その値段が高いか安いかというの

は、委員さんの主観と言えば主観になるんですけど、それぞれの判断によるところになりま

す。 

 最低基準というのは、一般論ですけど、採点を例えば100点満点とした場合に、60点を下回

る場合にはだめ、もう採用しませんよというようなケースもあります。逆に、１者の場合に

は、その点が60点を超えてさえいれば、この委員会の中で判断をしてオーケーということであ

れば、その１者で60点を超えておればオーケーということになります。 

○鷹尾委員 はい。 

○矢野委員長 鷹尾委員さん。 

○鷹尾委員 配送車を７台予定されてるということですかね。これは、市の車になるんです

か、それとも業者の車になるんですか。 

○大西課長 はい。 

○矢野委員長 大西課長さん。 

○大西課長 全面委託ということで、業者のほうで車を購入していただいて配送していただく

といった計画になっております。 

○鷹尾委員 わかりました。 

○矢野委員長 今は、市の車ですよね。 

○大西課長 はい中山、双海給食センターの車は市所有です。補足としまして、７人の配送員

と７台の車がありますので、そういった代替車及び交代要員、そういった方も含めて対応が可

能であるというのが条件にはなります。 
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○矢野委員長 ほかにございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 ないようでしたら、この設置要綱について承認していただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 それでは、この要綱でよろしくお願いします。 

 今日の議案審議は、本議案１件だけです。 

 報告事項等のほうに進みたいと思います。 

 １月の教育委員会行事予定について、学校教育課のほうからお願いします。 

 久保田先生、お願いします。 

○久保田指導主事 学校教育課、学校関係の主な行事について説明を行った。 

○矢野委員長 社会教育課お願いします。 

○安田課長補佐 社会教育課の行事について説明を行った。 

○矢野委員長 その他に進みたいと思います。 

 その他で何かございませんでしょうか。 

○大西課長 はい。 

○矢野委員長 はい、大西課長さん。 

○大西課長 本議会におきまして、給食センターの工事の工期のことなんですが、前回の会議

のほうで若干の遅れが生じるかもしれないということをお聞きしたんですが、事務委任先の都

市住宅課のほうから、一応３月15日まで工期のほうを延長するといったことで、今回の議案の

ほうにそれを上程しております。明日が議決日になるんですが、ただこの３月15日というのは

今後何かあったときのことを想定してもう余分目にとっております。実際には、もう１月末に

は工事のほうは完了する予定となっておりますので、またこの工期の延長によりまして給食セ

ンターの整備事業の全体計画のほうに影響はございませんので、そういったことでうちのほう

も、工期のほうを延長するに至ったような次第でございます。 

 以上、報告とさせていただきます。 

○矢野委員長 ほかにありませんでしょうか。 

○水口委員 構いませんか。 

○矢野委員長 水口委員さん。 

○水口委員 今日の提案とは全く関係ないんですけれど、12月の議会のときに、ちょっと新聞

に子ども総合相談センターっていうふうな議会の答弁の内容が載ったんですけれども、ちょっ

とだけ詳しく説明していただけるとありがたいなと思うんですが。 

○矢野委員長 局長さん。 

○靏岡局長 資料をお配りさせていただきます。 

○矢野委員長 はい、お願いします。 
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○靏岡局長 今、お配りさせていただきましたのは、子ども総合相談センターの概要を子育て

支援課が今計画をしておりまして、それの案として出されておるものでございます。 

 この子ども総合相談センターにつきましては、現在の総合福祉センターの２階に開設予定と

なっております。 

 取り組みにつきましては、ゼロ歳から18歳までの子供、保護者を対象に相談を受け付けると

いうことになりまして、相談支援を行い、機能の充実と、関係機関団体とのネットワークの構

築、連携に努め、里親制度あるいは家庭的な環境での養育を推進しまして、休日、夜間におけ

る子供の安全確認や児童虐待防止体制を強化するということになります。 

 さらに、教育カウンセラー等を設置しまして、子供の問題についても、子供自身だけでな

く、その取り巻く環境にも働きかけまして、包括的な支援活動を行うという計画となっており

ます。 

 主な事業としましては、相談事業でありますとか、児童虐待防止対策、里親制度、思春期相

談、教育相談事業、不登校対策、非行防止運動、地域支援、情報提供、広報啓発事業の実施と

いう多岐にわたるものになります。 

 なお、この中にあります教育相談事業と不登校対策というところの最初のところに、適応指

導教室の運営というのがございますが、この適応指導教室というのは教育委員会所管になりま

す。したがいまして、これにつきましてはまだ現在計画中といいますか、相談中でございまし

て、具体的にどうするかということはまだ出てない部分があるんですが、適応指導教室といい

ますのは、伊予市の小・中学校に在籍しておる児童・生徒に対して、心理的、情緒的な理由に

よりまして不登校児生徒を対象にしまして、集団生活への適応を促しまして、学校へ登校でき

るよう支援するための教室でございます。こういったものを実施したいというふうに考えてお

ります。ただ、先ほども言いましたように、現在まだ内容が固まっておりませんで、学校等と

打ち合わせ、相談を今後深めてまいりたいというふうに考えております。 

 ４月１日、スタートという計画になっておりますので、今後適応指導教室につきましても実

施すると確定した段階で、その実施要綱を教育委員会のほうに上程させていただくようになり

ます。 

○矢野委員長 教育長さん。 

○渡邉教育長 つけ足しで、この子ども総合相談センターのスタッフなんですが、こういうふ

うな内容ですので臨床心理士とか、ソーシャルワーカーとか、あるいは教育相談員、それから

今局長さんが説明された適応指導教室の指導員に関しては、教職員ＯＢの方を一応設定して対

応していただこうかというふうになっておりますので、つけ加えさせていただきます。 

○水口委員 委員長。 

○矢野委員長 水口委員さん。 

○水口委員 青少年指導員と教育指導員さんと、根本的な違いは、どう違うんですか。 
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○渡邉教育長 構んですか。 

○矢野委員長 教育長さん。 

○渡邉教育長 どういうふうなすみ分けというか、色分けしたら適切かどうかはわからんので

すけども、一応子供子育て支援との絡みで、これが４月１日から立ち上がるということです。

というのが、そこに書いておるような形で、子供が随分不登校も出てくるし、虐待も出てくる

しというふうな家庭環境が随分心配な子供たちが増えているので、この時期立ち上げを、そし

て４月１日からスタートし、その所管が子育て支援課です。 

 そして、子育て支援課の中で立ち上げた子ども総合相談センターは、いわゆる子供たちが今

までフリースクール的な形で、あすなろとかみんくるとか行きよった子らがおるんですけど

も、その子たち自身がただ居場所だけじゃなくて、適応指導教室へ行って、中学生であれば将

来の進路決定に役立つような学習計画も立てて、子供たちの社会人に向けた手助けをしていこ

うじゃないかという教室であり、ここへ出席すれば学校の出欠に関して、ふだんは出席扱いに

するのではなかろうかと思われます。そういうふうな中で位置づけされておるわけです。 

 先ほどの相談員さん自体は、各学校の要請に応じてそれぞれ相談員さんが学校訪問したり、

家庭へ行ったり学校へ行ったりします。そして、青少年センターの相談員さんは、悩み相談の

電話相談員さんという形です。それで、区別がつくかどうかはちょっとわからんのですけど。 

○髙橋委員 よろしいですか。 

○矢野委員長 髙橋委員さん。 

○髙橋委員 大分、何カ月か前か１年くらい前かに、やはり専門のそういった分野で扱える人

を置いてということを考えているけれども、人件費も基本的に時給幾らで常勤ではなくってと

いうような話し合いをここでした記憶があるんですが、それの延長がこれになるわけですか。 

○矢野委員長 教育長さん。 

○渡邉教育長 その辺の意識は、ちょっと薄いんですけども、いわゆるスタッフの中には常勤

で勤務される方と非常勤で勤務される方という形でおられます。だから、それの拡大版的な形

に、総合的な形で子供たちの支援をしようではないかという意味合いで、子ども総合相談セン

ターというふうになっておるんじゃなかろうかと思います。 

○髙橋委員 子育て支援課の所轄になるんですか。 

○渡邉教育長 そうです。 

 適応指導教室のほうも、まだ詰まってないんですけども、運営要綱の中に、実は適応指導教

室へ入室する、退室する、その許可は教育長がするということになっておるんです。教育長が

ここで事務委任的な形でセンターの所長さんにする方向もあるんじゃなかろうか、そのあたり

が構んのかどうかというのも精査してくださいやという話はしておるんです。そんな関係で子

育て支援課も管轄やのに一部教育委員会が、子供たちのことやから教育委員会の所轄になって

おるんだという、そういうふうに理解していただいたらありがたいんですが。 
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○髙橋委員 そうしますと、最終的責任、判断決定っていうことは子育て支援課になるという

ことなんですかね。最終的な何かいろんな細かいことに関しての判断ですとか、決定ですと

か、責任所在っていうのは子育て支援課があくまでも持っておいて、こちらは協力する立場と

いうことなんですか。 

○矢野委員長 局長さん。 

○靏岡局長 おっしゃるとおり、この相談センター全体の運営については子育て支援課、市長

の判断が最終になります。ただ、先ほども言いましたように、適応指導教室の部分だけにつき

ましては教育委員会が最終判断になります。 

○鷹尾委員 いいですか。 

○矢野委員長 鷹尾委員さん。 

○鷹尾委員 このスタッフは何名ぐらいを予定されておるんですか。 

○矢野委員長 局長さん。 

○靏岡局長 まず、子育て相談支援業務、子育て相談の支援につきましては、センター長とい

った市の職員も含めて、常勤、非常勤含めて９人。それと、適応指導教室、これにつきまして

は先ほども言いましたように教育委員会所管になるんですけど３人。児童家庭支援センターと

いう部分ができるんですけど、児童家庭支援センターにつきましては２人という体制になりま

す。そのほか、外部的に協力するということで、現在の子育て支援センターでありますとか、

先ほどありました青少年センターの相談員でありますとか、こういった方がかかわっていくと

いうことになります。 

○矢野委員長 よろしいでしょうか。 

○鷹尾委員 はい。 

○矢野委員長 髙橋委員さん。 

○髙橋委員 まだ、これからということですよね。 

 水口委員さんが言われたことと重なるんですが、今現在でも思春期のお子さん、例えば不登

校であったりとか、いじめ問題だったりで相談に乗ってらっしゃる相談員さんが、電話相談で

なくっていらっしゃいますよね。 

○渡邉教育長 構んですか。 

○矢野委員長 教育長さん。 

○渡邉教育長 今、家庭相談委員さんという形ですね。私が知るところは、幼稚園関係でお一

人、それから小・中関係でお二人の３名が職員と一緒に不登校の子であったり、あるいは少し

虐待が見られるんではなかろうかというところへ足を運んで、そして相談を保護者等と面談し

ながら、話し合いながら解決の道をたどりよる人がおります。そういう方が、さっきの２つの

中に入ってくれます。 

○髙橋委員 ということは、その人たちも全部ごっそり含めてこの事業に組み込まれるという
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ことですよね。先ほど言っていただいた９人さんに２人という人数の中にその方たちも入って

いくわけですね。 

○矢野委員長 局長さん。 

○靏岡局長 今、教育長が説明していただいた方がこの中に入っているわけですけど、今現在

教育委員会が手配しております巡回相談員さんでありますとか、スクールソーシャルワーカー

の方については、今の体制のまま残ります。ここには、新たにスクールソーシャルワーカーの

方なんかも向こうは向こうで配置されます。 

○髙橋委員 こちらの事業と向こうの事業は別々ということですか。こっちはこっちでいて、

向こうは向こうでまた別に。 

○靏岡局長 別に配置されます。ただ、だから別々にやるということではなくて、連携をしな

がらやってまいるというふうになります。 

○髙橋委員 わかりました。ありがとうございました。 

○渡邉教育長 今までより手厚くなったということなんですよ。 

 また、今までしていた学校での教育相談員が今３名それぞれの小学校、中学校へ行きよりま

す。それから、特別支援に関して他の先生が幼稚園、保育園、小学校、中学校まで行きよりま

す。巡回関係で言ったら４名なんです。４名の人がずっと回って子供たちを支援している、ま

た学校生活支援員さんという形も置いてます。個々の生徒をサポートし、１時間目から６時間

目までずっとついてサポートしている人もおります。今、支援体制は随分以前よりも充実して

おります。 

○髙橋委員 要するに、それはそのまま残して新しくつくるということは、さっき９人、３

人、２人という人員を言っていただきましたけど、14人増えるという、単純に思ったんでいい

んですか、じゃあ。それとも、今やってる方もごっそりそこに移ってのことなんですか。 

○渡邉教育長 家庭教育相談員で今おいでる人は、子育て支援課が抱えておる人らはそのまま

行くけれどが、教育委員会が抱えてる人は一切かかわりなしで、向こうがスタッフを用意す

る。だけどが、子供たち自身には学校に関係した巡回教育相談員もセンターの人らも全部かか

わるというふうな形です。今も子育て支援の家庭教育相談員さんだと、岡本先生、それからさ

っき言った相談員さんの人らと一緒に、不登校等困難を抱える子等のミーティングをして連携

を図っとんです。そして、こういう点はこのように支援しましょうということで、お互いが共

通理解して、この子供にはこの先生が行って週何回見に行きましょうという約束をして対応し

ております。なかなか成果は出てこないのですけどね。 

○矢野委員長 よろしいでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 まだ、全貌が見えないんですが、一応適応指導教室等の運営については教育委

員会の所管になるということなので、またこれからも議題で出てくるんじゃないかなと思いま
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す。事業内容がすごくたくさんあるので、私もびっくりしてますけども、これ全部完璧にやろ

うと思ったらかなりの予算がいるんじゃないんかなあと思いつつ、でもどれくらいの人数なの

かなあと思いつつ、今ちょっと見えないので。 

 本案についてはよろしいですか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 その他で、もうありませんでしょうか。ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野委員長 そうしたら、議事のほうは以上で終わりたいと思います。 

○靏岡局長 閉会を宣言 

            午後2時13分 閉会 

 


