
平成29年度第1回南風原町総合教育会議

1 開催日時平成3 0年1月23日(火)午後4時~午後 5時

2 開催場所南風原町役場

3 出席者

南風原町長:城聞俊安

南風原町教育委員会:教育長職務代理者仲宗根廣美委員、平田崟子委員

大城雅史委員、諸見里元委員

署名人教育長職務代理者

4 協議事項

(1)平成30年度南風原町一般会計当初予算(教育音扮に関する意見書にっいて

(2)意見交換会

(3)その他
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出席職員

事務局(総務部総務課):儀間総務課長、大城人事行政班長

教育委員会:宮平教育部長、上間教育総務課長、野原学校教育課長

神里生涯学習文化課長、志伊良指導主事、平田庶務班長
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事務局

平成29年度第1回南風原町総合教育会議会議禄

皆さんこんにちは。これより平成29年度第1回南風原町総合教育会議を開

催致します。この会議は要綱の第6条で事務局を南風原町役場総務課で行う

ことが規定されていますので、進行役は私、総務課の儀間が進めさせて頂

きますのでよろしくお願いします。また、この会議は要綱の第5条で議事録

を作成することとなっております。この議事録は南風原町のホームページ

で公開いたしますので、予めご了承ください。

さっそくですが、式次第にそって進行していきたいと思いまt。では次

第2、町長の方からあいさつをよろしくぉ願いします。

皆さんこんにちは。今日は、忙しい中お集まりいただき、ありがとうご

ざいます。それでは、さっそくではありますが、会議を進めていきたいと

思います。先程もありましたように本会議の議事録は公開されますので、

議事録を作成するにあたり議事録署名委員を決めたいと思います。それで

は仲宗根廣美委員を指名しまt。よろしいでしょうか。

城間町長

仲宗根委

城間町長

はい。

それでは協議事項に入りたいと思います。本日の協議は初めに、平成30

年度一般会計当初予算(教育部)に関する意見についてとなっております

ので、教育部長より説明をお願いします。

はい、では手厶の方より座って説明させていただきます。

~宮平教育部長より「平成30年度南風原町一般会計当初予算に関する意

見書」を読み上げて提案~

説明が終わりましたので、意見交換会に移りたいと'思います。ご意見が

ございましたらお願いいたします。

宮平教育

部長

城間町長

大城委員

城間町長

はい、よろしいでしょうか。

はい、どうぞ。
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大城委員 本日、学校給食交流ということで、翔南小学校を訪問させていただきま

した。5年2組をお伺いしたときにみんな良い子で器名の教室だったんです

けども、すぐに言われたのが、「大城さんクーラーはいつ付けてもらえるの

ですか?」といった要望がありました。順次予算を付けてくれるはずです

が、どぅかその辺りもよろしくお願いいたします。

城間町長

呂' IF 教1 青、

部長

教育部長経過説明をお願いします。

はい、こちらの方につきましては、町の中期財政計画を立てております。

その計画の中で平成30年度は一括交付金を活用して幼稚園は設計・工事、

小学校・中学校は30年度に設計、 31~噐年度の2年をかけて空調機の設置工

事を行い、 30年度から3力年で幼稚園・小学校・中学校の全教室にクーラー

を設置する計画となっております。

大城委員

城間町長

ありがとうございます。

この件に対してクーラーの設置が遅くなった経緯は、以前教育委員会の

方針として、教育には生徒同士の交流が大切だということで窓枠を取り外

し、オープン教室にしました。そこにクーラーを入れると全体的に無駄な

費用が出てしまうということで、南風原町としてはクーラー設置は後追い

になったという経緯があります。しかし、また時代が変わってきて地球温

暖化の影粋等もあるものですから、オープン教室は素情らしい効果はでて

いるが、ーつーつの教室に壁や窓を設置し、クーラーを設置していこうと

方針が変わりました。その時点からクーラーを設置する計画を進めており

ます。

大城委員 ありがとうございます。その中で余談ではありますが、昨日は少し寒か

つたのですが、 2、 3名は半袖がいまして、この子達は年間を通して半袖で

過ごすということで、とてもたくましい子ども達だなと感じました。

城間町長

諸見里委

他に何かありますか。

はい。よろしいですか。後ほど出てくるかと思うのですが、学校でのUSB

紛失の件について、教育委員会の中で話が出たのですが、原因として先生

方の多忙さ結局4時まで授業をして、その後帰るまでに業務をこなすのが

とても困難であると。家に持ち帰って仕事をやらないと、全然時間が足り
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ないということで、どぅにか改善策がないのかなと芳えたときに、教育委

員会の意見で、先生方の業務の縮小、1クラスあたりの子ども達の人数の縮

小など話が出たのですが、どぅにか改善策を考えないといけないと思いま

す。やはり持ち帰って仕事をすることができないとなると、残業になるわ

けで、そうすると夜遅くまで学校で残って仕事をする、そうすると子ども

達のためにやっているんだけど今度は自分の家庭がおろそかになると、 、ー

のように悪循環になってしまいまして、先生方のためにも真剣に取り組ん

でいく問題ではないかなと思いました。

城間町長 この件に関しては、以前教育委員会でWA側力ードを使っての出退勤管理

が導入されましたが、これもーつの解決策になるのかなと。出退勤を管理

することで働きすぎが無いかなど管理できるため、解決策のーつになるの

ではないかと思います。

宮平教育

部長

これまで、教育委員の先生方には説明していますが、陥側力ードで気怪

に出勤退勤の管埋ができることになり、大幅な業務改善に繋がるかと思い

ます。このデータを蓄積して先生方の勤務時間の適正な把握が可能となり

ます。勤務状況を把握することでさらに先生方の業務改善、事業のスクラ

ツプ&ビルドに取り組み、先生方の健康管理に努めていきたいと者えてお

ります。南風原町は、安全衛生委員会を立ち上げております。教育委員会、

各学校の先生で組織する、安全衛生委員会を年に2回突施しております。

先生方の安全衛生について恊議をしており、同委員会も活かしながら業務

改善に努めていきたいと脊えております。

城間町長

宮平教育

部長

保護者説明会が行われた時の状況の説明もお願いします。

はい。先日の17日に保護者説明会を行いました。その中で教育長、校長、

教頭からも経過説明及び謝罪をしました。十分に説明したことで、経緯・

今後の対応を埋解したという保護者の方もいました。その中で逆にこの先

生を萎縮させることなくサポートしてほしいと、もう起こったことはしょ

うがないので次のステップに移るためにもこの先生をどぅにかサポートし

て今後もいい先生であり統けるように指導してほしいという声や、今後の

対応策をどぅするかといった声がありました。我々としては、今後は、パ

ソコンから個人情報は取り出せない仕組みで再発防止に取り組んでいるこ

とを説明し、了解してもらっています。

城間町長 諸見里委員がおっしゃっていた業務多忙の解決方法のーつとしてWAON力
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宮平教育

部長

城間町長

ドの導入も上げられ、この導入で一気に問題が解決できるわけではない

が、一歩一歩解決に前向きに進んでいるということですね。

、 5 、

はい。町長あと1点よろしいでしょうか。

宮平教育

部長

はいどうぞ。

今回、予算措置をして、島尻地区で統一した校務支援システムで成績処

埋、学齡癒の管理等を行うシステムを導入しております。今現在導入して

整備段階であり、 4月1日から共用開始します。このシステムが使えれば、

全ての先生が同じシステムで成績処埋など統一してできますので、大幅な

業務改善に繋がると思い、準備を進めております。

城間町長

平田委員

他に何かありますか。

城間町長

平田委員

はい。よろしいでしょうか。

はいどうぞ。

私の方からは指導主事の志伊良先生ですが、本当に10人分ぐらいの仕事

をしているんじゃないかなと見ています。毎回の定例教育委員会の特に、

学校側からとか保護者の方からいろんな問題の提起が多すぎて、たくさん

のケースの問題を抱えていると、そういった問題を解決・共感していくた

めにも是非2名体制でできないかなと思うのですがどうでしょうか。聞くと

ころにょると、西原町など、殆どの町が2名体制でやっていると聞いたもの

ですから、その辺りも含めて、どぅかよろしくぉ願いいたします。

城間町長 指導主事について南風原町は1名体制で他の市町村は2名であると。ちな

みに、南風原町と、指導主事が2名いる市町村では学力の面ではどぅなって

いますか?

志伊良

指導主事

学校の細かい情報までは把握していないのですが、島尻地区では、南風

原町・与'那原町・八重瀬町以外の市町村は2名以上の体制になっておりま

す。中頭地区は北中城村と中城村が1人体制なのですが、この2村も来年、

再来年には2人体制にしていくそうです。あとは国頭村と籬島の市町村'が1

人体制ですね。そういった状況を見るとやはり複数体制にして、学力向上

を図っているのではないのかなと思います。



城間町長

宮平.教育

部長

南風原町は学力が上位であると閉いているので、2名体制にして、

うな差が出るといったことを示すことができるのかなと。

指導主事だけで学力が向上するわけではないのですが、実際に指導主事

の横で仕事を見ていて、色んな事件事故、それから先生方の悩み相談など、

毎日のようにあって、何もない日が無いような状況を見ています。その中

でやはり先生方もより深い授業を行うために、学校(校長・教頭・先生方)

に寄り添った指導・恊力体制を敷くためにも、 2名体制をして、さらに厚い

支援をできるようにしていきたいと考えております。

城間町長

志伊良指

導主事

こういう所までつっこんで説明してもらえると、受ける側もああそうい

うことかと、ならば恊力していかないといけないなと見えてきますね。

とにかく、相談の電話が多くてですね、勤務時間内は電話対応している

事が多いです。それで、自分のやるべき作業は卵寺過ぎてからが多くて、士

曜日、日1畷にしていることもあります。

野原学校

教育課長

またですね、業務として指導・助言とあるのですが、先ほども話題に上

つた、事故等に対する指導・助言をやらないといけないですし、また、後

で報告するのですが、いじめに対する指導・助言、学力向上に対する部分、

それから生徒指導に対する部分、また、管理職(校長先生・教頭先生)の

指導・助言など、多岐に渡ります。これが一人だとどぅしても縦に分担、

分けることができないということもありまして、非常に多忙を極めており

ますので、どうかよろしくお願いいたします。

このよ

城間町長 そしたら、生徒指導に対して、南風原町と他市町村を比較するとどぅな

るかと、生徒に関する色々な事件事故がi起きているのは南風原町は、他市

町村よりも多いのかなど、こういったことも火事だと思います。

宮平教育

部長

現在は一人体制ではありますけど事故等は決して多いとは考えておりま

せん。逆に少なく、生徒指導が行き届いていると認識していますが、さら

に高い所を目指し、強化していきたいと考えております。

城間町長 本町が他市町村に比べてどぅなのかと、生徒指導に対して、多忙に渡っ

ているから、行き届いてない所もあるのかなと。私は南風原町の生徒達は

非常に穏便だなとみているので、どぅなのかなと思うのですが。
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宮平教育

部長

他の市町村に比べても、成績・学力・スポーツ・文化面・生活指導にお

いても他の市町村よりもいいと思います。しかしながら、今後高みを目指

すためにも二人体制で強化して、保幼小の速携も小さいときからやってい

つて、高めていってどこにも負けない南風原町の子ども達に育てていきた

いと、そのためにももう一人加えれば万全な体制が敷けるのかなと思って

おります。校長先生の悩み相談等も受けていて、先生方の支援体制もでき

ていて、 J1シ常にいい仲でやってはいますが、あと一人いれば、さらに強化

していけると思っております。よろしくお願いします。

城間町長 優っているものをさらに伸ばしていき、劣っているものは見直していく

といった方針が大事だと老えるが、見ていると、南風原町の子ども達は素

直さがあるなと思っているのですが、児童生徒プラス父兄の対応も大事か

なと思っているのですが、例えば、他市町村のある学校においては、コン

ビニで万引きをすると、学校の先生方が呼び出し、生徒も呼び出されて、

万引きした子どもの親も呼び出しをすると、父兄の対応が違うなと思うの

が、先生方の指導が悪いから、うちの子どもが万引きしたんだといった地

域もあるみたいですが、南風原町ではそういう、父兄から先生方に対して、

先生の指導が悪いから、こういう事をしたんだ等の意見はありますか。

宮'平卓女育

部長

志伊良指

導主事

城間町長

そういったことはないですね。

南風原町の保護者はそういった所はすごく埋解してくれていますので。

仲宗根委

他市町村ではこういった常識的に考えてありえないことが、

いですから、廣美先生こういったことはありませんでしたか。

無いですね。南風原町の教育面では褒めることをよく閉きます。南風原

の保護者は上品なんでしょうね。教師の悪口はあまり言わなくて協力的と

いいますか、環境が整っていて信頼しているから先生から注意されたら聞

きなさいよという感じで雰囲気はとていいと思いますね。

城間町長 南風原町は昔から、学校で指導されたら、お家でも指導されますからね。

そういう環境なのかなと思いますね。ただ先ほどいった事もあるというこ

とですから、私たちが埋解しがたい、多岐の方向から行政に対して、先生

方に対して、父兄からあまりにも意識しすぎたのかなと思うのは、私たち

の税金で先生方は仕事しているので、幽分たちの子どもがしたことに対し

あったみた

・フ・
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て責任を持つのは当然だとおっしゃる方もいるようなので、感謝はしても、

親の責任転嫁を先生方に対してやるというのは御法度だったと思うんです

けどね、そういったこともあることは考えておかないといけないですね。

仲宗根委

城間町長

そうですね。心しておかないといけないですね。

仲宗根委

他に何かありますか。

先ほどもありましたが、南風原町は教育環境がいいとよく聞きます。教

育を受けさせるのは南風原がいいよね、という声をよく聞きます。町長の

教育に対する情熱と、事務方の施策の速やかな実践といいますか、チーム

ワークがとてもいいなと感心しますね。教育相談事業や、英会話の充実事

業、学習支援員の配置、特別支援教育支援員の配置など他市町村から羨ま

しがられるくらい、充実していると言われます。それから子ども達がいき

いきしている秘訣というか、コツといいますか、各種大会の経費助成事業

と、県外交流事業などこういうもので子ども達がいきいき・キラキラした

りしているのかなという感じは受けます。これからもずっと統けてほしい

なと思います。子ども達がいきいき・キラキラしていると、親も嬉しくて、

教育委員会などへ信頼も厚くなってきて、特に意見などは言わなくなって

きていますね。自分たちができる範囲内で物力しようと思ってくれている

んじゃないかなと思います。先ほど上間課長から頂いたのですが、入学準

備金の前倒し支給も1月に南風原町で1回目の支給が行われると聞きました。

さすがだなと、こういうので南風原町が新聞に載ると、南風原に住みたい

と考える人達が増えてくるんじゃないかなと思って、本当にいい町作りを

していらっしゃるんじゃないかなと思います。これからも、教育費が多い

と、他市町村から聞きますので、今後ともこういった事業を支援して下さ

いますようお願いいたします。

城間町長 今、おっしゃっていたのですが、私は教育委員会と一緒になって、教育

は待ったなしだと、前に子ども達に投資しておけば、それはW年後20年後3

0年後に帰ってくるものだと、この子たちが羽ばたいて大きく成長していけ

ば、還元されるものだと、教育は待ったなしだというのはこういう所なん

だと思います。あらゆる面での支援は行政がやるべきだと、個人でできな

い部分は行政が支援することが一番大事だと、こういう意味でよく、教育

委員会、その他団体、職員の皆さん方が前向きに考えているのは、素晴ら

しいことだと私は思っております。
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宮平教育

部長

今の入学準備金の件ですが、我々は当初は年度内、3月までに支給できれ

ばいいかなと考えていましたが、町長から入学用品を買うのは3月じゃない

でしょと、 12月1月には買うから、それまでにはやりなさいと、予算措置し

ていただいたので、早めに行いました。

城間町長 この件は遅いか早いかのものなので、前もってやっていこうという思い

で、担当の皆さんがすぐ答えてくれたので、私はすごい高い評価すべきだ

なと。

仲宗根委

城間町長

この前倒し支給はすごいですね。

子ども達は、半年前からこういったランドセルなど準備する物の話をし

ますから、やはり、同じゃるのであれば、前もって支給すれぱ、この支援

を受ける子ども達もぎりぎりまで我慢して嫌な思いをするのではなくて、

早い時期から買ってもらったという喜びはこの子たちの成長面にも大きく

影縛するものだと思います。これは教育委員会の担当の皆さんも感じて、

実行したというのは、とても評価します。行政というのはやはり、年度内

までにやろうという思いがあるが、これを打破するのが一番大事なのかな

と感じます。

仲宗根委

城間町長

素晴らしいと思います。

話は変わりますが、次年度からの北丘小学校の避挑通路の件ですね、行

政において北丘小学校が避難場所に指定されているのですが、もし、北丘

幼稚園の所で、擁壁が崩れたら避難した人達はどこに逃げるのかと、避難

場所に避難できなくなってしまうと、これはやはり、迂回路を作るべきだ

ということになりましたので、今現在の迂回路整備の状況の説明をお願い

します。

宮平教育

部長

車の避難通路はにこにこ坂しかないので、このにこにこ坂の幼稚園の部

分が崩れてしまったら車で通れなくて、避難通路として使えなくなってし

まうため、もうーつ車が通れる進入路を設けるよう計画しております。予

定としては、北丘の新川階段の整備が30年度までかかります。それが終わ

つて31年度から器年度まで一括交付金の期問で、避難通路を北丘ハイツ側

に抜ける道路を一本設けて何かあった場合は出れるように中期財政計画で

計画を立てて、取り組んでいるところであります。
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城間町長 教育委員の皆さんにも、こういった避難通路の取り組みを行っているこ

とを知ってもらうのも大事だと思いましたので、説明してもらいました。

あと、1点ですね、もともとマラソンコースだった津嘉山幼稚園と津嘉山小

学校の間も非常に狭隆だと、また、ハブ等も出ないとは限らないというこ

とで、指摘されているので拡張しようとしています。詳しい説明をお願い

します。

宮平教育

部長

はい。町長がおっしゃったように、津嘉山小学校の運動場の西イ則、幼稚

園との間になりますけども、そこに進入路があるのですが、狭陸で、以前

はマラソン道路として使っていたのですが、今は使えない状況であります。

この道路を5メートルにするために去年から用地交渉を進めている所であり

まして、相続関係もありますが順調に進んでいますので、 3月までに用地買

収を完了させて、来年度工事費を計上して津嘉山小南側避難通路整備を計

画しているところです。

城間町長

宮平教育

部長

こういう状況をやはり、教育委員の先生方も知っておいた方がいいかと

思いましたので、説明をお願いしました。

事務局から報告よろしいでしょうか。町内の小学校で以前ありましたい

じめ問題の級告で、最終報告はまだなのですが、途中経過の概要というこ

とで説明を担当課長の方からお願いします。

野原学校

教育課長

平成29年12月27日に町長に報告いたしました、いじめ重大事態発生の概

要であります。町内小学校の4年生が30日間いじめを起因とする欠席があり

まして、いじめ防止対策推進法第器条第1項第2号に該当する重大事態とい

うことで、学校から報告がありまして、町長に報告した次第であります。

その時に、今後の方針として学校に専門委員会を設置して調査を行う旨を

町長に報告いたしました。その後平成30年炯Ⅱ日に学校の方で専門委員会

設置に向けた話し合いが行われております。今現在は設置しており、調査

中でございます。今後いじめの原因の調査、それから対策、解決策、今後

の対応策を含め全て終わらせてからの、学校からの報告を待っている状況

でございます、今現在は第1回目の会合が終わった段階でありさらに調査を

行っている最中です。

城間町長 、いじめのお話がありましたが、これは学校間だけでなく、行政にと

つても深刻なことなので、真剣に対応して下さい。学校だけに負担させる

のではなく、行政側も一緒になってこの問題に取り組んでいく姿勢を見せ
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ることで学校の先生方も少し責任が軽減されることもあると思いますので。

今は全国的にこういう問題がありますので、学校現場にだけ任せる傾向が

ありますが、行政側がもっと真剣に深刻さを持って対応することが大事で

解決も早くなるのかなと思うので、これは是非、聞くだけではなく一緒に

対応してほしいと思いますのでよろしくお願いします。

平田委員

宮平教育

部長

この、学校の専門委員会というのはどぅいった方が選ばれて、何名ぐら

いいるのですか。

平田委員

学校の校長教頭を中心に、教務主任、関わった学年の主任や担任等です

ね。

志伊良指

導主事

宮平教育

部長

学校の先生方で構成されているのですね。

小中アシストの方にも会議に参加してもらっています。

我々も、こういった問題は早期解決を目指して、すぐ手を打たないと、

より大きな問題になって大変ですから、出来るだけ早くの解決を目指して

対応しているところです。

城間町長 いじめている、いじめられている子からすると、本当に真剣"未を持って

動いているのかなと、ここが一番不信感を持ってしまうところなので、し

つかり動いていれば、両方とも変わってくると思うので、真剣卸朱をもって

取り組むことをお願いしたいと思います。

宮平教育

沸長

いじめだけではないのですが、保護者、地域、学校応援隊はえばる等の

地域のボランティアの方も含めて、町全体で教育していくことを考えてお

ります。

城間町長 これは大事だと思います。南風原町には多岐にわたって多くの学校支援

ボランティアの方がいらっしゃるので、専門性をもったその方達に協力し

てもらうのはとても大事だと思います。今聞いてよかったと思ったのが、 1

学校に任せるのではなく、校区外の先生方にも協力してもらうというのは

大事なことだと思います。

仲宗根委 町長、この南風原町のボランティアの方々は誇らしいんですよ。他の市

町村から見に来るくらいですね。プロの先生や塾の先生方がボランティア

H
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を進んでやりたいということで来てくれるんですけど、 1年に1回のボラン

ティア交流会を楽しみにしているみたいで、食事等もとても評判がいいみ

たいです。本当に雰囲気がよくてですね、声をかけたらすぐに行けるよー

といった声がきけるくらいです。コーディネーターの人達も素晴らしくて、

ほんとにみんながすごく動いてくれています。

こういったのも、教育委員の先生方が一生懸命努力したことが結果とし

て出ているのだと思います。また、職種は違っても、交流を深めて顔を知

ることが大事だと思います。

人数は毎年毎年増えてきているんですけども、その予算の範囲内でやる

といったのが課題ですね。ボランティアで料・埋作ってくれる方もいるので。

少し予算増やして欲しいですね。

城間町長

平田委員

仲宗根委

宮平教育

部長

城間町長

平成却年度から食材費は増えていますよ。

観光恊会の皆様やボランティアの皆さんに感謝ですね。町としては多岐

にわたってボランティアの皆さんには恊力してもらっていますし、行政と

しても期待に応えていけるような体制作りをやっていくことが大事ですね。

その面では指導主事の件も大事ですね。町としては教育に対して、先に進

んでいると言えるような体制が一番大事で、人材育成においても、将来を

担うのは子ども達なので、この子達をしっかりと育成することが大事だと

思うので、今後ともよろしくお願いいたします。

他には何かないですか。城間町長

城間町長

各委員

城問町長

ある程度意見は出尽くしたと思うので、終了してよろしいでしょうか。

はい。

城間町長

ありがとうございました。恊議事項については、以上でございます。 今

回の件につきまして何か特にご質問はありますか。

無いようなので、本日の「平成29年度第1回南風原町総合教育会議」を終

了とさせていただきます。委員の皆さま、ありがとうございました。
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