
平成30年度第1回南風原町総合教育会議

開催芽時平成31年1月器日(火)午後4時~午後5時

2 開催場所南風原1町役場

3 出席者

南風原町長:赤嶺正之

南風原町教育委員会:新垣吉紀教育長、諸見里元委員、

大城雅史委員、柴山睦子委員

4 協議事項

(1)平成31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
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事務局

平成30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。平成30年度第 1回南風原町総合教育会議を開催いた

します。この会議は(南風原町)総合教育会議設置要綱の第6条で事務局

を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

が務めさせて頂きますのでよろしくお願いします。また、本日の会議は(南

風原町)総合教育会議要綱の第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、ご了

承ください。これまでの内容についてもホームページで公開されておりま

す。

お手元の式次第ご覧ください。この式次第に沿って進行していきたいと

思います。では次第2、町長のあいさつをよろしくお願いいたします。

町 長 皆さんこんにちは。また、新年明けましておめでとうございます。本年

もよろしくお願いいたします。この総合教育会議は、平成訂年に法改正が

ありまして、市町村長と教育委員会が会議を持つことによって教育の中立

性、継続性、安定性を確保するとともに責任を明確化して迅速な危機管埋

の確立が法の中で規定されておりまして、町長と教育委員の連携を図ると

いう趣旨で総合教育会議が開催されているわけです。私と教育委員の皆さ

んとは、速携はとれているものと思っておりますが、行政といった立場か

らすると又違った視点がありますので、南風原町の教育行政につぃてぃろ

いろと意見交換していきたいと思っておりますのでどぅぞよろしくお願い

いたします。

事務局

町

町長ありがとうございました。それでは早速ですが、議事の進行は要綱

第2条により町長が議長となりますので町長よろしくお願いぃたします。

長 それでは私の方で会議を進めていきたいと思います。

恊議事項に入る前に、先ほど事務局からもありましたが、本日の会議の

議事録は公開しますので、議事録を作成するにあたり、総合教育会議設置

要綱第5条第2項の規定により、議事録署名委員を 1人指名させていただ

きます。

議事録署名委員は、新垣吉紀教育長を指名したいと思います。

教育長よろしくお願いいたします。
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それでは協議事項に入りたいと思います。

本日の協議は、「平成31年度南風原町一般会計当初予算(教育音円に関す

る意見書について」となっております。それでは、「平成31年度南風原町一

般会計当初予算(教育音円に関する意見書にっいて」教育長より説明をお願
いいたします。

~教育長より「平成31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~

教育長の説明が終わりましたので、この恊議事項にっきまして、ご意見

がございましたらお願いいたします。

説明に補足等あれば担当課長お願いします。

はい。

学校教育課長。

平成30年度の国の補正予算にかかる冷房設備の臨時特例交付金の活用で

す。これにっいては、平成30年度の3月補正予算において、次年度の工事

費において計上を予定しております。現在、国へ価郡剖特例交付金の交

付申請を行い、工事に向けて準備を進めているところであります。

特例交付金の名称は、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金となっ

ております。

教育長

町 長

教育長

学校教育課長

町 長

学校教育課長

町 長

教育長

これは、どこの補正予算であげているということですか。

国の補正予算です。平成31年度事業ですが平成30年度補正予算で町は計

上することになります。

町長

学校教育課長

今は何をしていますか。

今は設計をしています。設計は、平成30年度当初予算に組まれています。

財源は、一般財源ですか。

今この特例交付金に組み込めるということで調整しています。

町 長

学校教育課長
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町 長

学校教青課長

教育長

約9千万円でしたか。

交付申請額については、 9,0舵万6 千円となっております。

起債もありますよね。

学校教青課長

町長

はい。

学校教育課長

事業をしながら交付金申請をしているということですね。

1"丁 長

はい。

学校教青課長

町

今回設計も含めて交付金申請するということですね。

長

はい。

生涯学習文

化課長

生涯学習文化課の伝統芸能の補助金の要求は、民俗芸能交流会事業とは

別の考え方ですね。

伝統芸能の補助金は、各自治会への備品購入の補助金です。民俗芸能交

流会事業は、活動状況を中央公民館で発表するものです。

伝統芸能保存育成補助金というのは、平成30年度予算は不用額がなかっ

たですか。

町長

生涯学習文

化課長

はい。予算を100万円組んで約40万円が未執行です。今から兼城区などか

ら組踊りをしたいということがあって、こういった大きい行政区がやると

きに金額がかかってきますので、平成31年度予算要求も100万円で要求して

います。

町長 これは必要性を感じています。ただし、年度が明けてから各区長さんに

こういった制度の予算がありますといったことでやるよりもこの厳しい時

期なので、例えば兼城区が今度組踊りをするのでこうぃった物を作るとい

つたような方針が固まった時点で補正予算にあげていった方がいぃのでは

ないかと思います。
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生涯学習文

化課長

町

各自治会も区長さんがやりたくても周りの方々がなかなかついてこない

といったこともあります。

長 要綱もありますので印し込みが出た場合は、予算を立てないといけない

ですから、その辺を老えてみて下さい。それから民俗芸能交流会事業も他

市町村とはある程度実績もあり、以前は読谷や今帰仁からも呼んでいます

よね。

生涯学習文

化課長

町長

はい。平成26年は町内だけで平成27と器年は他市町村を呼んでいます。

他市町村のものを見るのも大事ですが、まずは町の伝統芸能保存指定が

されている各字の伝統芸能を発表させる機会を設けるということで優先的

に町内の交流会をやった方がいいのではないかという気がします。そした

らみんな隔年ごとでもいいので発表する場があるということは、それだけ

伝統芸能を受け継ぐことになると思います。

関速することですが、青年フェスタも予算要求していますが青年フェス

タは、ふるさと博覧会と交互にやる予定で、今回はⅡ月に2日間する予定

で進めています。 1日目が伝統芸能や子ども会と一緒に行い、 2日目が工

イサーでこれも南部から呼んでするそうですが、 1番のメインは石川県の

方と青年会が交流しているので、そこからも呼びたいと、そこが来る予定

をしているそうです。

生涯学習文

化課長

町 長 青年達が頑張るのは大いに激励します。資金は青年会で計画して者えた

方がいいと思います。

平田委員

他に何かありませんか。

南風原大学の講師謝礼金がありますが、今まで南風原町について学びま

しょうということで講師も役場職員を招いていますが、今までは講師謝礼

は発生していないということですか。

生涯学習文

化課長

平田委員

今までは、バスの運転手のみです。

私たちを案内してもらったときのものですね。

りますか。
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生涯学習文

化課長

平田委員

2期目は専門家も呼んで出来るようにする予定です。

是非、これは継続してほしいです。私は1期目卒業しますが2期目は入

れますか。

生涯学習文

化課長

教育部長

これも含めて次からどのようなスタイルでやりたいのか恊議しながらや

りたいと思います。

掘り下げたいところ等を会議したり、冑分たちで話し合いの場や学習の

場を組んでいけるようにするっもりだという担当の話しでした。要望や考

えをみんなでディスカッション出来る場をつくるのでみんなで提案してい

ただきたいということでした。

そうですね。なるべくは町内には素晴らしい方が大勢おりますからその

方たちを講師に呼んでお話も聞きたいと思いますね。そうするととてもい

いですね。充実してくると思います。

南風原大学は、今まではどちらかというと行政の方で講師をやってきて

いましたが、平田委員からあったように、これからは民間の方を講師に含

めていくということですね。

平田委員

1町 長

教育長

生涯学習文

化課長

今は広くやっていますが、テーマを絞ることも老えていますよね。

今年は南風原町を知ってもらおうということでそういうふうになりまし

た。これを含めて次からこんな感じがいいのではないかなど意見を組み入

れながらやっていきたいと思います。

平田委員

町

そうですね。わかりました。

指導主事の 2名制は、しばらくは難しいかもしれないですね。私が教育

長のときから要望がありますがなかなか実現できなくて、申し訳ないなと

思っています。南風原、与那原、八重瀬も 1名制ですね。

子どもたちの増え方を見ると八重瀬と与那原を抜いて南風原が断トツで

はないですか。

子どもたちが増えている要因もありますが、学校が抱える課題が多いと

長

平田委員

町 長
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指導主事

いうことです。

去年は学力向上と生徒指導はどぅなのと前町長に言われましたが、そこ

に問題があるとははっきりは言えませんが、最近は不登校が増えているの

で2 人体制であればより対応ができたのかなという気はします。今は、不

登校が気になります。

これは教育委員会も対応しなければいけないのは当然のことですが、当

時から一義的には学校現場だと思っていますね。

そうですね。

以前は不登校対策委員会の中で報告事項がありますが、現状報告が多か

つたです。この子に対してどのような支援をしたのか聞きたいのですが、

それが学校現場から出てこなくて、それを民生部の要保護児竜対策地域協

議会に持っていきましょうとかいろいろとしていたの力井旨導主事になるわ

けですよね。

町 長

指導主事

町長

指導主事 はい、そうですね。今は学校の方からの相談がある分のサポート会議等

対応はできていますが、こちらからアプローチをかけてこの子どぅですか

ということができる余裕がないですね。

学力向上に関してはそれなりに成果はでていますね。

はい、良かったと思っています。

先進地視察はどうなっていますか。

平成31年度は、先進地視察の予算要求を出してぃます。

これは、学力向上推進委員会の補助金でしたか。

はい。視察は県外視察です。

他にございませんか。

町長

指導主事

町長

教育長

町長

教育長

町長

教青総務課長 はい町長。
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町 長

教育総務課長

はいどうぞ。

教育総務課の給食材料に係る賄い材料費の件なんですが、今年度の当初

予算の査定を受けて追加要望にあたっては栄養士を含め相談いたしました。

今回、賄い材料費の補填分を再要求していますがこれがないことには次年

度の給食費については、消費税の値上げや毎年基本物資の食材価格の値上

がりも予想されますので是非これは今年度同様、次年度も通して欲しいと

いう給食調理場全体の意見としてありますのでよろしくお願いします。

この消費税の分を一般財源からということと給食費の方に消費税分を転

嫁するということを内部でも議論したほうがいいと思います。

調理場だけの話しではなくて全体的な話しで、前々から値上げについて

も議論したりしているというのはありますが、給食の無償化というのも国

の中で議論が出ていたり、 10月に消費税が2 %あがって10%になるという

のがあったものですから、議会でも近い将来上げますというような答弁し

ています。しかし、国の幼児教育の無償化の中に給食費も組み込まれたり

外されたりとかがあり議論が必要だと思います。

これは給食費を値上げするという方針なのでやっていただくんですが、

2年前に打ち出した額では足りなくなるはずです。

そうですね。その辺は再度検討が必要です。

消費税の分は含めていないと思うので。

そうですね。消費税というのは食材ではなくて燃料費などすべてに反映

されると思います。

食材には入らないですよね。

食材には、運送費とかに単価加算されてくると思いますのでその辺も含

めて検討していくことになります。

今日は、給食交流会で地域の食材を使った郷士料理でしたが、地域の食

材となると食材費に費用がかかってきますので今後我々のところで議諭し

町長

教育長

町 長

教育長

町長

教育長

町長

教育長

教育部長
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町

ていかないといけないと思っています。

町内産とか県内産を購入すると割高だということがあり厳しいとは思い

ます。

今日の給食交流会はクーブイリチーでみんなよく食べていました。

朝ご飯を7時から7時半に食べて給食が1時というのは遅くないですか。

中学校は授業が長いので1時前からになります、小学校が12時半頃と

なっています。

そうですよね。朝ご飯から給食までの時間が長いと思いました。また、

給食を食べて部活終わって帰るのが7時頃でこれも長いですね。

そうですね、長いですね。

3校時の後に給食というのはないですか。

4校時終わってからになります。

他にございませんか。

それでは協議事項については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。

長

平田委員

教青総務課長

平田委員

指導主事

柴山委員

指導主事

町 長

各委員

町 長

はい。

本日の「平成30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。

9・


