
５月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成27年５月21日（木） 午後３時～午後４時48分

２ 場　所 湖西市役所　市長公室

３ 出席者 教 育 長 山下　宗茂

委 員 大林　裕子 柴田　隆夫 袴田　雄司 飯田　宣子

事 務 局 教育次長兼図書館長(落合　　進) 教 育 総 務 課 長(竹上　　弘)

学 校 教 育 課 長(渡辺　宜宏) 幼 児 教 育 課 長(杉浦よしみ)

社 会 教 育 課 長(朝倉　陽美) 文 化 課 長(切池　　融)

スポーツ推進課長(河合　利和) 教育総務課長代理(三浦　祐治)

４ 議　案 第 37 号 湖西市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正

について

第 38 号 湖西市青少年育成センター運営協議会委員の委嘱又は任

命について

第 39 号 湖西市スポーツ推進審議会委員の委嘱又は任命について

第 40 号 湖西市立図書館運営協議会委員の委嘱又は任命について

第 41 号 湖西市教育委員会事務局組織規則の一部改正について

５ 報　告 第 16 号 湖西市青少年問題協議会委員の委嘱又は任命について

６ その他 ・平成27年度全国学力・学習状況調査の対応について

・平成28年度中学校使用教科書採択の流れ（予定）

・保育園におけるアレルギー児の誤食事故について



午後３時00分開会

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　出席は５名、定足数に達しているので、平成27年５月湖西市教育委員

会定例会を開会する。

　本日は、議案５件、報告１件のほか、その他３件がある。これについては、事務局

から説明し、意見を求めるという形で行いたい。

　それでは審議に入る。

　議案第37号「湖西市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について」事

務局の説明を求める。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　議案第37号「湖西市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改

正について」、湖西市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（平成15年湖西市教育委

員会告示第14号）の一部を別紙のとおり改正したいので承認を求める。平成27年５月

21日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　湖西市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正については、文部科学省が

所管する幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の改正に伴い、国庫補助限度額の一部が変

更されることとなったことから、これに準じて本市の要綱を改正するものである。

　具体的には、別表第１の非課税世帯の第１子、第２子の補助限度額の増額、別表第

２の非課税世帯の第２子の補助限度額の増額である。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　ちなみに、国の方の限度額の改正は、幾らから幾らに変わったのか。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　国に合わせて改正している。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　全く一緒ということか。第１子が19万9,200円から27万2,000円、第２

子が25万3,000円から29万円に、国に合わせて改正をしたということでよろしいか。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　そのとおりである。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　本件については、以前から国の方で改正があるかもしれないというよ

うな含みがあったのだが、できるだけ早く金額を決定して公布しなければいけないの

で、最終的な国の金額の決定を待たずに暫定的に市の要綱の改正案を作ったという状

況である。

　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑がないようであれば、議案第37号「湖西市私立幼稚園就園奨励費

補助金交付要綱の一部改正について」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとおり

承認する方の挙手をお願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第37号「湖西市私立幼稚園就園奨励費

補助金交付要綱の一部改正について」は原案のとおり承認された。

　議案第38号「湖西市青少年育成センター運営協議会委員の委嘱又は任命について」

事務局の説明を求める。

((((社会教育課長社会教育課長社会教育課長社会教育課長))))　議案第38号「湖西市青少年育成センター運営協議会委員の委嘱又は

任命について」、湖西市青少年育成センター設置要綱（昭和47年湖西市教育委員会告

示第１号）第５条第３項の規定により、下記の者を湖西市青少年育成センター運営協

議会委員に委嘱又は任命したいので承認を求める。平成27年５月21日提出　湖西市教

育委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命する委員は14名である。任期は平成27年６月１日から平成29年５月31



日までの２か年である。

　湖西市青少年育成センター設置要綱では、青少年の保護育成に関係する機関及び団

体が相互に連携協調して青少年の健全育成を図るため、湖西市青少年育成センターを

設置し、その適正な運営を図るため、湖西市青少年育成センター運営協議会を置くと

されている。委員は15名以内、任期は２年で、教育委員会が委嘱又は任命をすること

になっている。

　本件は、本年５月31日任期満了に伴い、委員を委嘱するものである。委嘱しようと

する委員14名中９名が再任である。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

((((飯田委員飯田委員飯田委員飯田委員))))　後で報告で出てくる青少年問題協議会とメンバーが被っていたり、会議

を行う日も一緒だったりするようだが、その役割の違いはどうなっているか。

((((社会教育課長社会教育課長社会教育課長社会教育課長))))　昨年までは、青少年問題協議会の会議と青少年育成センター運営協

議会の会議は、同時に開催していた。今年度からは、別々に開催する予定になってい

る。青少年育成センターの活動の中には、４月に承認いただいた補導員の活動等が

入っており、その事業計画等を審議する場所として運営協議会を持っている。青少年

問題協議会については、湖西市全体の青少年問題について協議するという形になって

いる。青少年問題協議会の会長は市長であり、青少年育成センター運営協議会につい

ては教育委員会の所管であるので、教育長が会長となっている。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　青少年育成センター運営協議会は、実質的に青少年の保護育成等に関

係するメンバーの協議会である。そういう人たちがセンターにいて、その運営につい

て協議をするという場である。青少年問題協議会の方は、この人たちも含めて、現状

等についていろいろな方々と協議をし、意見をいただくという形のものである。実際

に補導を行う日は年に何回もあるのだが、何度も御足労を願うのは難しいということ

で同日開催をし、青少年問題協議会が終わった後に開催するというような形で行って

いた。ただ、少し趣旨が違うので、これはこれできちんと開催をするという形にしよ

うと、今年度からこの協議会は協議会だけで正式に開催するという形にした。ただ、

どうしてもメンバーは限定されてしまうので、同じ方々にならざるを得ない。

((((飯田委員飯田委員飯田委員飯田委員))))　小学校、中学校、高校の先生が１人ずつ入られているが、ときどき替

わっていくのか。

((((社会教育課長社会教育課長社会教育課長社会教育課長))))　小学校、中学校については、たまたま、平成25、26年度と同じ白須

賀中学校、東小学校から選出されているが、校長会に依頼して選出していただいてい

る。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　高校は、湖西高校と２年ごとにチェンジをしている。

((((社会教育課長社会教育課長社会教育課長社会教育課長))))　市長から要望があり、なるべく新居の人たちを入れるということで

青少年問題協議会の方で協議されている。元々「学警連（湖西地区学校警察連絡協議

会）」というのがあり、そちらの方は１年１年で交代しており、どちらの高校につい

てもそこで話し合いがされ様子が分かると思うので、今年度は新居高校にさせていた

だいた。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　他に質疑がないようであれば、議案第38号「湖西市青少年育成セン

ター運営協議会委員の委嘱又は任命について」採決を行うがよろしいか。本案を原案

のとおり承認する方の挙手をお願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第38号「湖西市青少年育成センター運

営協議会委員の委嘱又は任命について」は原案のとおり承認された。



　議案第39号「湖西市スポーツ推進審議会委員の委嘱又は任命について」事務局の説

明を求める。

((((スポーツ推進課長スポーツ推進課長スポーツ推進課長スポーツ推進課長))))　議案第39号「湖西市スポーツ推進審議会委員の委嘱又は任命に

ついて」、湖西市スポーツ推進審議会条例（平成５年湖西市条例第22号）第４条の規

定により、下記の者を湖西市スポーツ推進審議会委員に委嘱又は任命したいので承認

を求める。平成27年５月21日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命する委員は４名である。任期は平成27年６月１日から平成28年３月31

日までの前任者の残任期間となる。

　湖西市スポーツ推進審議会は、湖西市スポーツ推進計画やその他スポーツの推進に

関する重要事項を調査審議するため、条例で規定された組織である。

　審議会は18人以内の委員で組織し、委員はスポーツに関する学識経験のある者及び

関係行政機関の職員の中から教育委員会が委嘱又は任命する。

　今回提案させていただいた新委員４名は、所属団体の代表者変更に伴い前任者より

引継ぎを受けた委員を任命するものである。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　これは、関係機関の代表の方々で組織されているということでよろし

いか。

((((スポーツ推進課長スポーツ推進課長スポーツ推進課長スポーツ推進課長))))　そのとおりである。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　他に質疑がないようであれば、議案第39号「湖西市スポーツ推進審議

会委員の委嘱又は任命について」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとおり承認

する方の挙手をお願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第39号「湖西市スポーツ推進審議会委

員の委嘱又は任命について」は原案のとおり承認された。

　議案第40号「湖西市立図書館運営協議会委員の委嘱又は任命について」事務局の説

明を求める。

((((教育次長兼図書館長教育次長兼図書館長教育次長兼図書館長教育次長兼図書館長))))　議案第40号「湖西市立図書館運営協議会委員の委嘱又は任命

について」、図書館法（昭和25年法律第118号）第15条及び湖西市立図書館条例（平

成元年湖西市条例第13号）第７条の規定により、下記の者を湖西市立図書館運営協議

会委員に委嘱又は任命したいので承認を求める。平成27年５月21日提出　湖西市教育

委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命する委員は７名である。任期については、平成27年６月１日から平成

29年５月31日までである。

　図書館法では、第14条の規定により市に図書館協議会を置くことができるとされ、

湖西市立図書館条例にて設置が位置付けられている。その委員については、学校及び

社会教育の関係者や家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の

中から、教育委員会が委嘱又は任命するとされている。

　湖西市立図書館条例では、委員の定数は10人以内、任期は２年となっている。

　本件は、本年５月31日の任期満了に伴い、委員の委嘱をするものであり、委嘱しよ

うとする委員７名中２名が再任である。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

((((飯田委員飯田委員飯田委員飯田委員))))　今回、学識経験者が３名入っているが、図書館の利用者が減りつつある



中、一般の利用者の声を反映するため、もう少し一般の利用者の代表を増やそうとい

うことはないのか。

((((教育次長兼図書館長教育次長兼図書館長教育次長兼図書館長教育次長兼図書館長))))　７名中１名が利用者代表ということで入ってもらっている。

中央図書館と新居図書館でよく使われる利用者の方をピックアップし、声を掛けたが、

なかなか良い返事をもらえなかったというのが現状である。委員の定数は10名で、ま

だ３名の空きがあるので、任期途中でも適任の方がおられれば、随時お願いしていき

たい。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　実は、協議会委員が前回と少し変更になっている。今までは充て職の

部分があったのだが、できるだけ図書館運営に対して様々な方面から意見を出してい

ただけるような協議会にしたいということで、少しメンバーを変えた。利用者にお願

いをしたのだが、なかなか個人的にお忙しい方もおられ、断られた方もいらっしゃっ

て、今、館長が説明をしたように、利用者代表が１名になってしまったという経緯が

ある。今後また、追加で委員の方を議案として出させていただくということも含めて、

説明にさせていただきたい。

((((大林委員大林委員大林委員大林委員))))　再任の新居小学校校長は、今回中学校の校長から小学校の校長に替わら

れていると思うが、小学校、中学校関係なく校長会から出ているということか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　ここは、学校関係者ということで出ていただいている。

((((大林委員大林委員大林委員大林委員))))　小学校、中学校のくくりではないということなので、再任ということか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　そのとおりである。たしか、以前は小学校と中学校を分けてあったの

だが、10名の定員の中であまり学校関係の方ばかりが増えるというのも、公立の図書

館であり、学校図書館ではないので、そういう意味で１名減らして、学校関係１名と

いうような形にさせていただいた。

　他に質疑がないようであれば、議案第40号「湖西市立図書館運営協議会委員の委嘱

又は任命について」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとおり承認する方の挙手

をお願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第40号「湖西市立図書館運営協議会委

員の委嘱又は任命について」は原案のとおり承認された。

　議案第41号「湖西市教育委員会事務局組織規則の一部改正について」事務局の説明

を求める。

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))　議案第41号「湖西市教育委員会事務局組織規則の一部改正につい

て」、湖西市教育委員会事務局組織規則（平成25年湖西市教育委員会規則第１号）の

一部を別紙のとおり改正したいので承認を求める。平成27年５月21日提出　湖西市教

育委員会教育長　山下宗茂。

　今回の改正は、生涯学習推進本部及び白須賀公民館の廃止に伴う残務が終了し、こ

れらの事務がなくなったため、社会教育課の事務分掌から削り、生涯学習の企画推進

に関することを同課の事務分掌に追加するものである。また、文化課長の個別専決事

項のうち、新居関所史料館に係る事項については、今回新たに文化課参事を置いたの

で、文化課参事の専決事項とするため、「文化課長」という表記を、参事を含む表記

である「文化課長等」に改めるものである。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　補足をする。

　生涯学習推進本部については、平成３年に生涯学習推進大綱というのが湖西市で出

来上がり、生涯学習を推進するために庁舎内に生涯学習の推進本部を置くという設置

要綱が出来上がり、更に幹事会のような形でそれぞれ該当の課長がそこに入って、生



涯学習について協議をするというような組織立てがなされていた。ただ、現実的には

組織が大きくてなかなか動きが取れないということがあったので、昨年度、生涯学習

推進計画を策定する際に、生涯学習推進本部を廃止した。それに代わるものとして社

会教育課に生涯学習推進協議会を置き、定期的に生涯学習を推進するための協議を行

うという形に変えたので、この推進本部については規則から削除するということであ

る。白須賀公民館についてはもう既にご存知だと思うが、取壊しも終わり、これで完

全に白須賀公民館がなくなってしまったので、それについてもここからはずす。

　ただし、社会教育と生涯学習、両方あるのだが、生涯学習という言葉がなくなって

しまうのはどうかということがあったので、「生涯学習の企画推進に関すること」と

いう仕事をここに入れさせていただいて、それと併記するような形で「社会教育の企

画推進」とさせていただいた。

　質疑のある方は発言をするように。

((((飯田委員飯田委員飯田委員飯田委員))))　また参事という職の方がなくなるときには、元に戻すのか。「等」と書

いてあると、どうにでも取れてしまうと思う。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　参事職の方が不在になった折は、また事務局の方で、元に戻すという

ことも含めて検討させていただく。

　他に質疑がないようであれば、議案第41号「湖西市教育委員会事務局組織規則の一

部改正について」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとおり承認する方の挙手を

お願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第41号「湖西市教育委員会事務局組織

規則の一部改正について」は原案のとおり承認された。

　報告第16号「湖西市青少年問題協議会委員の委嘱又は任命について」事務局の説明

を求める。

((((社会教育課長社会教育課長社会教育課長社会教育課長))))　報告第16号「湖西市青少年問題協議会委員の委嘱又は任命につい

て」、湖西市青少年問題協議会条例（昭和37年湖西市条例第17号）第３条の規定に基

づき、下記の者が湖西市青少年問題協議会委員に委嘱又は任命されたので報告する。

平成27年５月21日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命する委員は22名、任期は平成27年６月１日から平成29年５月31日まで

の２か年である。

　湖西市青少年問題協議会条例では、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総

合的施策の樹立並びに適正な実施をするため、地方青少年問題協議会法第１条の規定

に基づき、湖西市青少年問題協議会を置くとされ、委員は25名以内、任期は２か年で

ある。市長が委嘱又は任命するものとされている。

　本件は、本年度５月31日任期満了に伴い、委員を委嘱するものである。委嘱する委

員22名の内12名が再任である。

　なお、議会より選出される委員については、楠浩幸議員が選出されたので、次回に

新しい名簿に差し替えさせていただく。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　楠議員は、今回福祉教育委員会の委員になった関係があるため、こち

らの方の委員にも選任されたという形である。

　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　「その他」として、今回３件上げさせていただいた。実はこれまでは、

この後の教育委員協議会の方で私の方から提案をさせていただいて、委員の皆さんに



協議をしていただいたり、意見をいただいたりしてきた。ただ、教育委員協議会は非

公開で、議事録を作らないので、意見交換や協議の内容、協議をしているということ

が市民の方になかなか届かない。私の方で協議事項の概要ということで何回かウェブ

サイトにアップさせていただいているが、やはり添え物のような印象は拭えなかった。

　そこで、時機に合った問題や課題、教育委員会として今後の方針を定めなければい

けないようなものについて、「その他」事項として教育委員会定例会の方に入れさせ

ていただき、事務局が説明をし、それについて協議をしていただくこととした。これ

は当然、議事録に残り、今まで以上に市民の方にも周知されるのではないかと思って

いる。議事録に残るので、個人情報については説明の中にも入らない形にさせていた

だく。よろしくお願いする。

　「平成27年度全国学力・学習状況調査の対応について」学校教育課長の説明を求め

る。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　実はこのテストを平成27年４月21日の火曜日に、小学校６年生、中

学校３年生全員やった。今年度は、昨年度と違って理科が一つ増えているということ

で、テスト時間も丸１日かかったというのが実情である。

　このテストの調査目的は、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るという

ことがまず一つ。二つ目としては、児童生徒への教育指導の充実。三つ目としては、

学習状況の改善等。こんなものに役立てるというのが、この調査の目的になっている。

　ところが、２年前ぐらいから平均正答率が独り歩きをし始めて、できる、できない

というふうなことになっているというのが現状である。

　そこで、今年度の湖西市の方針として、湖西市の考えや内容は昨年度と同じ形で

やっていきたいというふうに思っている。趣旨に合致しない数値による結果の公表は

行わないという形でいきたいと思う。ただし、昨年度と同様、全国学力・学習状況調

査の結果と分析内容を、保護者へは通知をする。また、学習指導のチェックと改善を

行っていき、教員への学習指導向上研修も継続的に実施していくというように、今年

度の方針を考えている。

　早期対応については実は、県の方から「早期対応策について」という文書が３月17

日に来た。昨年度に比べると、内容がトーンダウンしている。昨年度は、テストが始

まる前であったと思うが、新聞で湖西市はこの早期対応をしないということが報道さ

れるというようなことがあった。今年度は、県の方へするかしないかを報告するとい

う義務はないということであるので、今回は新聞に載らなかった。県としても、事前

の丸付けなど学校に負担をかけていることは認識をしているが、児童生徒のために役

立っているということは聞いてはいるということで、結果的には抽出をしてやるとい

う形のものが出てきている。

　早期対応の目的は、１番目としては、８月を待たずに児童生徒のその後の学習や教

師の指導に生かすということである。これについては、昨年度も湖西市でも行ってい

るところである。２番目としては、採点を行うことにより国が求める確かな学力を理

解するということ。これも、実際には県へは上げていないが、事前に、振り返りとい

うことで授業の中で行ってはいる。３番目として、児童生徒の実態を把握するという

のがあるのだが、このテストだけが実態を把握するということではないと思う。毎日

の日記を指導したり、小テストをやったり、いろいろなことをやりながら実態を把握

しているというのが現実である。これらの目的については、事前に採点をして県に出

さなくてもできるだろうということで、今年度も、採点については県には報告をしな

いというふうに考えているところである。

　早期対応については、昨年度と同様、調査実施後、各学校で調査問題の振り返りを



授業の中で行う。これを５月中旬までに行うよう、各学校にはお願いをしている。ま

た、児童生徒の実態に応じて習得状況を確認する。授業の中で、採点をしながら確認

をしていく。そして、全職員が必ず問題に目を通して、今後の学習に役立てていくと

いうことも、早期対応としてやっていきたい。

　今年度のスケジュールは、現在、早期対応について５月中旬までに実施をするとい

うことで行っている。６月上旬には、早期対応報告書の提出を各学校にお願いをする。

その報告書は、ただ今年度こうやったからこうなのだという報告書ではなく、積み重

ねの中でこうなっているということで、１番目としては昨年度の取組、２番目として

今回の調査における子どもの表れ、３番目として今年度どのように「振り返り」を実

施したかという点、４番目は２番目と３番目から考えられる「昨年度の取組」におけ

る成果と課題――昨年度こういうことを授業の中でやっていこうということでやった

が、最終的にどうであったか、どんな課題があったか、成果があったかということを

４番目にまとめる。５番目として、今回の調査における課題――新たにこんな課題が

見られるということで進める。６番目として、昨年度の取組における成果と課題、今

回の調査における課題から考える今後の取組について、各学校で最終的にはまとめて

いく。

　これを、６月上旬までに各学校で作成して、教育委員会に出すようにということで

お願いをしている。これをもって全小・中学校の学力向上の委員で学力向上検討会を

やり、湖西市の問題点とか、各学校の取組とかといったものの意見交換をしながら、

市内で取り組んでいきたい。

　８月下旬には、文科省の方から結果の発表が出される。その結果を得て、今回新聞

にどうやって出てくるか分からないが、湖西市の速報ということで、昨年度と同じよ

うな形で速報を出す。10月上旬にはまた、昨年度と同じように湖西市の結果公表をし

ていく。11月中旬には、第２回の学力向上検討会を開催して、来年度に向けてという

ことで再度やっていきたいと思う。このように、昨年度と同じような取組をやってい

くというふうに考えているところである。

　昨年度は５月２日に、保護者宛ての文書を配付した。湖西市は事後すぐの採点をや

らないというのが新聞に大きく出たので、湖西市は何もやっていないのではないとい

う意味でこの文書を出させていただいた。今回はそういうことがなかったのでこうし

た文書を出していないが、保護者の皆さんへは速報として、どんな形だということを

出させいただく。その内容については検討の余地があるかもしれないが、速報につい

ては出していきたいと思っている。

　昨年度の10月７日には、「保護者の皆さんへ」ということで小学校あるいは中学校

の細かな分析、学習状況等も踏まえながら、各家庭に「こんなことを」ということで

お願いをしたところである。

　このような形で今年度は取り組んでいきたいと思うが、御意見があれば、教えてい

ただきたい。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　補足をする。

　昨年度は、県が県としての早期対応策を行った。早期対応策とは何か。終わったら

すぐに答案を全員分コピーし、コピーした答案で採点・集計をし、採点・集計した数

字を県へ送ると、県は文科省より早く集計をするというのが早期対応策である。それ

はあまり意味がないだろうということで、湖西市は参加を拒否した。その結果、今課

長が言ったように、新聞に大きく報道されたということである。

　今年度は、参加云々について回答しなくてもよいということではなく、平成27年度

は本対応策への参加確認は行わない、要するに、県では参加するかしないかという確



認はしないということであるので、最初から全ての市町教育委員会管轄の学校が参加

するということを前提にして早期対応策を行うという通知が来た。これはあくまでも

依頼文書であるので、本市としては、校長会等にも諮って意見を聞いた上で、昨年度

と同じような形で、県の言う早期対応策には参加をしないと決めて、今動いている。

　ただし、本市としては、今課長から説明のあったように、本市としての早期対応策

は昨年も行ったし、今年度も更に改善、充実をさせて行っていくつもりである。特に、

早期対応報告書の表の形で、実際に昨年度の取組、指導を踏まえた形で、今年度の結

果と合わせて、細かい分析を学校の方に依頼することにした。これは、学校の方とし

てはかなりの負担になると思うが、これを作らない限り、先生方にもなかなか細かい

部分が見えてこないのではないかということで、あえてお願いしている。

　それから、課長からの説明にはなかったが、当該児童生徒の手元に届く調査個表が

ある。全ての教科について、全く同じような個表が届くことになっている。これは実

は、設問ごとに、結果と同時に、全国的にはどのくらいの正答率があるかというのが

ここにずっと出ている。これと見比べることによって、個々の子どもたちの、「これ

はできなければいけなかった」とか「これは難しくてみんなやはりできなかったの

だ」とか、いろいろな形の分析ができるような個表である。そういう意味では、県の

平均正答率であるとか市の平均正答率であるとか学校平均正答率と比べるよりも、全

国的なこの部分についてこういう比較ができるような個表が既にあるので、あえて出

す必要はないだろうと考えている。

　全国学力・学習状況調査には、質問紙というのがある。実は、学力調査以上に質問

紙の方に注目している。これは、かなり細かな部分、起床だとか、就寝だとか、１日

にテレビをどのくらい見ているかとか、スマホをどのくらいやっているかとか、生活

状況を把握する上でのかなり細かな調査になっている。文科省では、そういう生活実

態と学習の関係を捉えようということで、この全国学力・学習状況調査を行っている

というのが基本である。テストだけではなく、日常の教育活動も含めて、それから家

庭での生活状況も含めて、トータルとして子どもを育てる、改善をさせて子どもを育

てるという方向は、当然良しとしているし、市としてもその辺りをきちんと推進して

いきたいと思っている。

　こんな形で今年度、全国学力・学習状況調査実施後の対応ということで行っていき

たいと事務局としては考えているが、何か御意見とか、この点についてはこうしたら

いいのではないかというようなものがあれば、ぜひお願いしたい。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　質問紙の内容は、毎年一緒なのか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　基本的には一緒である。過去のものをずっと比較してみると若干異な

る部分はあったが、基本的にはほとんど一緒である。経年変化をきちんと把握できる

ような形にはなっている。ただ、年によって質問の数が若干変わる。削除される質問

もあれば、追加される部分もないわけではない。

((((大林委員大林委員大林委員大林委員))))　昨年、この対応をしていった状況で、保護者の方とかいろいろなところ

からの反応が、この感じで今年もやっても良さそうだというような反応だったのか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　基本的には、表立った批判であるとか質問であるとかということはな

かった。ただ、新聞を見て、なぜ湖西市は県の早期対応策に参加しないのかというよ

うな問合せ、質問は頂いた。それは、説明をして了解してもらっている部分でもある。

　それから、正直言って、こういう形で説明をすれば御理解いただける部分があるの

だが、文書に書いてあるだけではなかなか理解されにくい部分があるのかもしれない。

昨年出させていただいた、対応についてこうするという文書がある。これは、保護者

に配付をするだけではなく、ウェブサイトにもアップした。だが、これについて反応



がないと言ったら申しわけないが、そういう御意見等を市民の方から頂くことがほと

んどなかった。個人的に親しい方から具体的な話はあったが、それ以外はなかったの

で、「ない」ことが「了解」というわけではないが、こちらとしては、誠実にこうい

う形で対応をしていくことで子どもたちの成長につながると信じているので、今年度

も同じような形で継続をさせていただきたいと思っている。

　ただ、より子どもの成長が分かる、課題が見える、課題が見えれば新たなこちらと

しての取組もできるだろうというような改善はさせていただきたい。

((((袴田委員袴田委員袴田委員袴田委員))))　結果には、全国に対してこの問題は低いなどの湖西市の特徴は見えるの

か

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　見えるときもある。

((((袴田委員袴田委員袴田委員袴田委員))))　そういうときは、学校の先生の教育といったものに反映されるのか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　日々の学習指導で、その部分について、では、どういう形で日々指導

していくことでそれがクリアされるかということを各学校で検討していただくし、各

学校からこういうふうにやるという取組状況が上がってくるので、それについて市教

委で、指導も含めて市全体としてこういう方向で学習指導に取り組んでいただくよう、

各学校にお願いをする。

((((飯田委員飯田委員飯田委員飯田委員))))　この調査を受けての各学校の取組というのは、テストを受けたのは小学

校６年生と中学校３年生なので、そこの学年に対する取組なのか、来年度受ける子ど

もたちへの対応ということで、その１学年下の子どもたちへの対応なのか、両方なの

か。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　１学年ではなく、全学年である。問題の中には１年生のものもある。

校内研修という学校の先生方が全部集まって研修する場がある。その校内研修の中で

こういった事柄を検討して、では、学校としてこういうふうに取り組もうというよう

なことでやっているので、その学年だけということではない。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　学校訪問をしていると、特に小学校というのは、どの学校も同じ学年

の同じ時期、同じ教科は皆、ほとんど同じような指導をしている。先生も子どもたち

も違うが、指導方法というのは基本的にはほとんど一緒である。ということは、どこ

かで指導に不十分な部分があるということであれば、全ての学校で、全ての学年にお

いて指導内容の改善を行わないと、より良い形で成果が表れてこない、習得が良くな

らないということがあるので、「どの学年だけ」改善をするのではなくて、通して学

習指導について改善を図っていく。そのため、こんなことを言って良いか分からない

が、当該学年の子どもたちに対する手当が少し落ち込むという可能性はある。小学校

６年生で課題が見つかると、その後半年ほどかけて指導によって改善を図るのだが、

時間的に短いという感じは否めない。その子たちが中学へ行ってから、中学で更に改

善を進めてもらうという形を採っているという現状である。

((((大林委員大林委員大林委員大林委員))))　昨年度「保護者の皆さんへ」ということで、教育委員会からお知らせを

出した。大体の不得意な所とか特徴的なものは、どの小学校、中学校でも似たり寄っ

たりなのかもしれないが、際立ってそれぞれの学校でこういう所が不得意であったと

いうようなことがもしあった場合は、昨年も含めて、この湖西市プラス自分たちの学

校特有のそういうお知らせをやっているのか。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　お願いしている。あるいは生活実態についても学校によって差があ

るので、学年だよりとか学校だよりといったもので保護者に連絡したり、協力しても

らったりということでは活用している。

((((大林委員大林委員大林委員大林委員))))　当然、今年もそういうような形で、両方から行うということでよろしい

か。



((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　そのとおりである。

((((袴田委員袴田委員袴田委員袴田委員))))　湖西市の中で、例えば一つの学校がずば抜けて成績が良かったとした場

合の横展開みたいなものも、そういった中でこういうことに取り組んだから良くなっ

たとかいったものもやられるのか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　年によって、正直ばらつきがあるというのが実態で、昨年良かった学

校が今年も良いというような状況にはない。ある学校が毎年突出してずっと出来が良

いということはない。前年は小さな学校が良かったけれども、次の年は大きな学校の

方が良くなったとかいろいろであるので、そこの分析も行うが、基本的には学校単位

というよりも全体として、当該学年の子どもたちの状況をトータルとして分析をして、

できるだけどの学校でも同じような改善をしていこうというふうには思っている。

　よろしければ、今年度についてもこのような形で対応をさせていただきたいと思う。

報告等がまた上がってくるし、途中では文科省からの結果発表等もあるので、その時

その時また、委員の皆さんに報告と説明をさせていただきたい。

　続いて、「平成28年度中学校使用教科書採択の流れ」について学校教育課長の説明

を求める。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　昨年度、小学校の使用教科書の採択のお願いをした。今年度は、来

年度用の中学校の教科書の採択を行う年度になっている。

　昨年度、皆様にも非常に御迷惑をお掛けしたので、事前に流れを説明させていただ

く。

　前回の教育委員会で、選定委員を選出していただいた。５月の校長会で、各教科の

研究委員をお願いしたところである。各小・中学校に教科書を回し、各教科の先生方

で見ている段階である。第１回の教科用図書選定委員会も行っている。

　今後、地区の教科書研究委員会を開催する。ここでは、教科ごとに全ての教科書を

見ながら、こういった所がいいだろうということで報告書を作成していただく。

　それを受けて、選定委員の方々にこの報告書と教科書持っていって、全部見ていた

だく。第２回教科用図書選定委員会を開催し、教科ごとに説明を受け、選定委員の

方々に、ではこの教科書が良いだろうという候補を出していただく。

　それを受けて、教科書と報告書とその採択案を付けたものを皆さんに見ていただき、

教育委員会で最終的な採択をお願いしたいと思っている。よろしくお願いする。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　一つだけ確認する。質問事項等があった場合はどうすればいいか。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　質問事項をこちらへ言っていただければ、当日、選定委員長が説明

に来るので、そこで回答する。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　それは、学校教育課の方に出せばよろしいか。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　もしあれば、出していただくという対応にする。

((((袴田委員袴田委員袴田委員袴田委員))))　去年、説明していただいた時に、本当に分かりやすく説明していただけ

る先生と、分かりにくい方がいたが、書式、説明方法等を統一できないのか。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　教科にもよる。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　内容については現場の先生がよく知っているので、実際に教えていてこ

ういう所がこうだから、こちらの方がきれいだが実際に教えてみるとこちらの方が良

いので推しているというような意見にしてもらえるとありがたい。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　十分に御意見は分かるので、当日、もし分かりにくい説明をされるよ

うな方がいらっしゃる場合は、こちらの方で、もう少しはっきりと端的に分かりやす

く説明していただけるよう要望をして、再度説明をしてもらう。もし、分かりにくけ

れば、その場で分かりにくいと率直におっしゃっていただきたい。分かりにくいまま

採択をするというわけにはいかないと思う。十分意見を聞いて、議論を尽くして採択



をさせていただきたい。

　一応、この流れということで了解いただけるか。今回は、不測の事態があってもい

いように、昨年度に比べて一月ほど早く採択するので、よろしくお願いする。

　最後に「保育園におけるアレルギー児の誤食事故について」幼児教育課長の説明を

求める。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　保育園で誤食事故があった。

　１件目は鷲津保育園、４月、２歳男児である。保育士の配膳ミスで、除去食対応を

していたのだが、それを渡さずに早退した子の分を間違えて配膳をしてしまい、半分

ぐらい食べたところで気が付き、対応した。園にいる間では体調に変化はなかったの

だが、保護者が迎えに来て、帰宅途中からアレルギー症状が発症し、救急で湖西病院

受診、点滴を受けて安定をしたということである。

　２件目も鷲津保育園で、５月、ゼロ歳女児で、栄養士の確認ミスである。この子は

５月入園で、連休がありすぐに仕事が始まらない保護者であったので、２日間とも保

護者付き添いの下、保護者も食べるところを見てはいたのだが、疑問に思っていて２

日目に、店で成分表を見て、やはり食べられないものをくれていたのではないのかと

いう報告を受け、こちらで確認して分かった。この子の場合は、体調に変化はなかっ

た。

　それから、同じ５月、今度は内山保育園で３歳男児。これは給食員の調理ミスと担

任の確認ミスということで、卵アレルギーのお子さんだが、みんなと同じような手作

りおやつを出してしまった。栄養士が分かっていてちゃんと別の物を作るように言っ

たのだが、給食員の方がちょっと忙しくて作るのを忘れてしまい、与えてしまった。

ただ、このお子さんに関しては、家庭ではもう加熱卵を摂取しているので大丈夫だと

いうことであった。しかし、一応、園としては医師の診断と生活管理表を出していた

だけなければ除去食対応するということであるので、経過はどうであれ園側のミスと

いうことである。

　１回目の鷲津保育園の報告を受けて、とりあえず幼稚園、保育園を含めて全園統一

の対応策を提示した。幼稚園の方がまだアレルギー疾患用の生活管理指導表を使用し

ておらず、保護者の申出で対応していた。保育園と学校の方は既に管理指導表に基づ

いてアレルギー対応をしているのだが、幼稚園は使えないと思っていてやっていな

かったので、同じように対応するよう変更した。それから、お代わりのところでミス

が出るということが度々聞かれるので、お代わりも全園出すのをやめる対応をするよ

うに、４月７日にすぐに園へ通知し、なおかつ13日の園長会にて再度口頭で通知をし

たのだが、また５月に２件続けてということで、各園の対策の実態を調査し、今、対

応を統一したいと考え作っているところである。

　保育園については、県が作成した保育園における食物アレルギーの対応チェック

シートがあり、それを参考にして、実際に食事を出す、おやつを出す具体的な統一の

対応策を考えた。アレルギーの確認、全体の連携、それから給食室の対応、保育室の

対応、全園で共通することと、エピペンの使用についてまで書かせていただいた。実

際、新居幼稚園で今年度、エピペンを持参して来ているお子さんもいる。命に関わる

ことであるので、ここはもう、みんなで共通理解をしていただき、気を引き締めて対

応をしていただきたいと思って考えた。

　献立表の明記、見やすい場所への掲示、保護者への確認、複数の者での声出し確認

――何々さんのアレルギー食、何々除去を出したとか、何々さんのアレルギー食いた

だいたというのを給食室と担任、それから担任同士とか担任と保護者での確認とかそ

こら辺の複数での確認をするということを強化することを特に入れた。また、アレル



ギー児の隔離だとか、担任が付き添って食べ切るまでちゃんと見届ける、それから食

事の明確化――これは今もう既にやってはいるのだが――別皿とか別トレイとか食札

を立てて分かるようにしてはいるというところなのだが、それももう一度確認という

ことでやっていきたいと思っている。

　児童への対応の共通の表を作ってみたが、これで今後、保育園の方には１日ずつ

行って、全園の職員に説明をし、意識を高めてもらうように指導していきたいと思っ

ている。ぱっと見では分からないかもしれないが、何か良い御意見があれば頂きたい。

保育園としてはアレルギー疾患の対応マニュアルを全園共通して持ってはいるのだが、

実際に食事を供する具体的な所までは対応マニュアルの方にはなく、日々やってはい

るのだが、どうしてもやはり人為的ミスが起こるところであり、そこをもう一度、複

数の者での確認というのを一番メインにやりたいと思っている。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　私も報告を受けて、今後の改善策についていろいろ課長等と協議した

が、一番は職員が共通理解してきちんと対応するということ、それからもう一つは、

おやつの話があったが、間違えやすい状況をできるだけ排除すること、これしかない

と思っている。これまでもトレイの色を変えるとか、場所を変えるとかいろいろやっ

ているのだが、それでもこういう失敗が起こってしまう。子どもの命に関わることで

あり、失敗したでは許されないので、より徹底をして明確にする、それしかないと考

えている。一番最後に、アレルギーを持つ児童への対応の説明があったが、非常に細

かいと思いながらも、これを日々実施する中で、職員の意識にこれがきちっと入って

くれれば、このような誤食事故はなくなるのではないかと期待をしている。特にこの

辺りについて、ここはこうした方が良いのではないかという御意見等があれば、また

ぜひお願いをしたい。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　これについては、全て新しく出したことではない。もう既にやって

いること、やっていてもやはりこういうことが起こるというところで、ここに新しく

特にということで加えたことは、声出しで複数の者の確認、それから代替食であろう

がなかろうが、アレルギーのある子にはそのトレイを使用して、同じ物であっても出

す――幼稚園と違って保育園には栄養士、看護師がいて、面接も全てで行って、話合

いもして、全てオーケーになっているはずなので、どうしても栄養士が出してくるも

のが良いと言うか、それが合っているという過信というのがあり、担任がそこまで確

認するのを忘れるというところがどうしても出てきてしまうのではないか。そこら辺

の気の緩みというのがあるので、それをもう、どこの部分でもしっかりと確認を取り

ながらやる、そこをもう一度、気を引き締めてもらおうと、これを作らせていただい

た。だから、これだけ全部書いてあるからと言っても、全部一からやることではない。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　委員の皆さんの意見を伺う。

((((大林委員大林委員大林委員大林委員))))　アレルギーを持った子に対して除去食にしているのだが、その食事とい

うのは、普通のアレルギーを持っていないような子が食べてもおいしく感じたりとか、

栄養面で欠けることがなかったりとかということはどうなのか。もし、それが余り問

題なければ、逆にもうみんな除去食みたいにしてしまえばいいのではないか。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　それをしたいのだが、卵の人もいる、加熱はオーケーの人もいる。

生だけだめというのは簡単なのだが、卵だけではなく、エビがだめな子がいる、バナ

ナがだめな子がいる、それから小麦粉がだめな子がいる、大豆がだめな子がいる。そ

の人によって違うし、そのアレルギーを持つお子さんにしても年齢とともにだんだん

良くなってくる場合がある。それだけ多量のアレルゲンに対して全て食べ得るものの

食事ばかりというと、やはりレパートリーが少なくなってきてしまう。なるべくそう

いう良い物に替えていくよう栄養士も努力はしていると思うのだが、対象が一人では



ないというところと、年齢が違うということと、本当に量が多すぎるというところで、

ちょっと全部が全部というのは難しいところがある。本当にひどいお子さんは、給食

室の中でも密閉した空間の中でアレルゲンを絶対一切使わず、鍋も箸もそういう物も

全て全然使ったことのない物でやらなければいけない。そこまでいくと、今の施設で

はとてもできない。あまりアレルゲンの量が多いお子さんは、申しわけないが話合い

をして、お弁当を持ってきてもらう状況になる場合もある。

((((大林委員大林委員大林委員大林委員))))　統一できれば一番簡単なのだが。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　本当にそれが一番良い。

((((大林委員大林委員大林委員大林委員))))　せめて、おやつだけでもそういうふうにするということもできないか。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　いつも同じ物ばかりだとなかなか、というところがある。おせんべ

いの中にも乳化剤が入っている。大豆もだめな人もいる。万人にというのは本当にな

くて難しいところである。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　エピペンは、基本的には児童が持ってくるのか。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　保護者に持ってきてもらう。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　本人が使用するのか。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　子どもはまだ、自分ではできないので、職員がやる。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　保護者が毎日持ってきて、職員に預けるのか。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　そのとおりである。

((((袴田委員袴田委員袴田委員袴田委員))))　誤食事故は、本当になくなるのか。再発防止の部分を詰めていかないと

多分また発生するのではないか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　今までも誤食事故がないようにということでできるだけ徹底をして、

いろいろな対策を立ててやってはきているのだが……。

((((袴田委員袴田委員袴田委員袴田委員))))　そこで例えばちょっと変わったことをやるとか、第三者で何か月に１回

とかチェックしてみるとか、そういったものはやれれているか。栄養士のところに作

る時に外部の人が入って、ちゃんとやられているかどうかチェックをするとか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　監視体制ということか。

((((袴田委員袴田委員袴田委員袴田委員))))　そのとおりである。習慣になってしまっていると、また出てしまわない

かという心配がある。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　誰がやるかという問題がある。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　本当は、究極の選択、改善策としては、そのアレルギーを持った子ど

もに何かを与える時に専用の人が付いて、作って直接与えるというふうにすれば、間

違いはない。ただ、いろいろな人の手を通って子どもの口に入っていく。だから、皆

がそれを共通理解していかないと、誤食事故がなくならない。現有の職員の中でどこ

までシステム化して事故を減らし、排除するかという話になってくると思う。

((((袴田委員袴田委員袴田委員袴田委員))))　ちょっと立て続けに出ているというと、保護者から心配だという話も出

てこないか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　きっと出てくると思う。やはりこれは、信頼関係が崩れるという話に

なる。特にアレルギーを持ったお子さんをお持ちの御家庭は、信頼して預けているの

にそういう誤食事故があったのでは、命に関わるのでということはあると思うので、

できるだけ早めに根絶する対応を採らなければいけないということで動いている。

((((袴田委員袴田委員袴田委員袴田委員))))　そういう人はお弁当を持ってきてもらうのが一番いい。でもやはり、お

子さんにしても、みんなと同じような食事をしたいとは思うだろう。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　これは、幾ら頑張ってもある程度出るだろう。お弁当にしてもらうしか

ないのではないか。

((((飯田委員飯田委員飯田委員飯田委員))))　保育園でお弁当って、結構毎日のことであるので大変である。しかし、



命に関わることであるので、場合によってはというところもあろうかとは思う。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　園によっては、先ほど大林委員がおっしゃったような、アレルギーの

種類が少ない、子どもも少ない園であったら、例えば牛乳なら牛乳とか、卵なら卵と

いうのだけを取り除いた形でおやつを作り、それを全員が食べるということは可能だ

ろうと思う。しかし、複数の物ということになると、なかなか難しい。また、そこら

辺は各園の方に確認をした上で、できるだけ簡単に、間違いのないような形でできる

方法を採りたいと思っている。

((((大林委員大林委員大林委員大林委員))))　チェックシートみたいなものはやっているのか。例えば、栄養士が除去

食を完璧に出したというような形で。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　チェックと思ったのだが、申しわけないが、給食室は戦争である。

結局、除去食を作ると、普通食を作りながら一人が担当して出すことになる。大きい

方の子たちなら、だんだんに食べられるようになるのであまり除去食を作らなくてい

いのだが、乳児はやはりまだ未熟なので除去もたくさんしなければいけない。11時に

欲しいというところで、まだ他の人たちのをいっぱい作っている最中に除去食を先に

作って、まず出さなければいけない。鉛筆を持つとなると、その都度、また全部、手

袋を外してとか、１回ずつ何かやる度に手を消毒し、殺菌をしてということになって

しまうので、作業の手順がすごくたくさんになってしまう。やっていることは本当に

厳しくて、食材一つ一つでも全て熱湯消毒したりだとか、包丁、まな板を換えて、シ

ンクを換えてというような形を全部採りながらやる中でのことであるので、本当に

チェックシートと私も思ったのだが、難しい。だから声出し確認をする。

((((大林委員大林委員大林委員大林委員))))　口頭だと、信じてもらっていないというような感じを受ける。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　それと、一人の人に責任を全部与えてしまうと、他の人が確認を

取っていなかったということにもなる。また、土曜日があって、ローテーションで職

員が替わるので、絶対に一人だけというわけにはいかない。土曜保育だと担任も替わ

る。とにかく全員が共通して分かってやらないといけないし、全員ができる体制にし

ておかなければいけない。それならば声を掛けて、声に出して全員が言っていれば分

かっていくのではないかと思い、一番できやすい声出し確認を考えた。それから全国

の対応を確認したところ、やはり複数の者での声出し確認が一番正確と言うか、すぐ

にやれるような内容で、どこもやっていることなので、良いやり方は取り入れた方が

良いだろうと思い、進めさせてもらった。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　もう一つ、例えば調理室、職員室、各園児のクラス、どこにでもこの

子はこういうアレルギーを持っているというプレートみたいなものはもう付いている

のか。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　プレートではなく、個人情報なので、アレルギーのある子たちの個

人情報には全てある。この子にはこれがあるというのは持ってはいるのだが、ぱっと

見られるようにはなっていないと思う。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　見られるようにすれば良い。はっきり、教室にも調理室にもどこにも

付ければ良い。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　そういうふうに今回、表示をすることとした。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　これは、個人情報以前の問題で、みんなが共有しないとやはり間違い

が起こる。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　クラスにもそれを、この子何々と書いたのを貼るというふうにする。

掲示をするというのがその意味であるので、そこは全部やっておく。市販のおやつは

これが入っているからだめ、卵アレルギーの子が食べられるのはこのおやつというの

も全部、クラスにも給食室にも貼ってもらおうと思い、それを掲示というところで入



れた。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　名前も含めて、できるだけ大きく掲示をしていただきたい。

　これ以外にまた、こうしたらどうかという意見があれば、御連絡いただきたい。こ

の対応策については、できるだけ早くやっていかなければいけない、徹底していかな

ければいけないという状況であるので、よろしくお願いしたい。

　本日の案件については、これをもってすべて終了した。これにて、平成27年５月湖

西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午後４時48分終了


