
令和元年度第1回南風原町総合教育会議

開催日時令和2年1月23日(木)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:赤嶺正之

南風原町教育委員会:教育長新垣吉紀、諸見里元委員、平田崇子委員

大城雅史委員、柴山睦子委員

署名人

4 協議事項

(1)令和2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

(2)意見交換会

(3)その他

教育長

5階委員会室1

町

5

長

出席職員

事務局硫怠務部総務課):新垣総務課長、宜野座主査

教育委員会:金城教育部長、比嘉教育総務課長、宮良学校教育課長

神里生涯学習文化課長、大城指導主事

a.正.乏一

6 傍聴人

7 議事の経過次のとおり

0名

仏を紀
>
ン



事務局

令和元年度第1回南風原町総合教育会議会議禄

皆さんこんにちは。令和元年度第1回南風原町総合教育会議を開催致しま

す。この会議は南風原町総合教育会議設置要綱の第6条により事務局を総務

部総務課が行うこととなっていますので、進行役は私、総務課の新垣が進

めさせて頂きますのでよろしくお願いします。また、本日の会議は総合教

育会議設置要綱の第5条により議事録を作成しまして、ホームページで公開

いたしますので、ご了承ください。

式次第にそって進行していきたいと思います。まず始めに町長よりあい

さつをよろしくお願いします。

赤嶺町長 皆さんこんにちは。あらためまして、新年あけましておめでとうござい

ます。本年もよろしくお願い致します。この総合教育会議は、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

確保するとともにお互いが教育行政に関する責任を明確化して迅速な危機

管理の確立を基底として町長と教育委員のみなさんと速携を図るという趣

旨で総合教育会議が開催されているわけです、私と教育委員のみなさんと

は連携はとれているものと思っておりますが、町長部局と教育委員会とい

つた立場からすると又違った視点がありますので、違った視点からいろい

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致

します。

事務局

赤嶺町長

町長ありがとうございました、それでは、議事の進行につきましては要

綱第2条より町長が議長となりますので町長よろしくお願い致します。

それでは早速会議を進めていきたいと思います。

協議事項に入る前に、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のでよろし

くお願いいたします。

それでは恊議事項に入りたいと思います。

本日の協議は「令和2年度南風原町一般会計当初予算(教育剖D に関する

意見書について」となっております。それでは、「令和2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」教育長より説明をお願い
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嘉仕亘教育長

します。

赤嶺町長

~新垣教育長より「令和2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~

大城委員

教育長の説明が終わりましたので、この協議事項につきまして、ご意見

がございましたらお願いいたします。

先程教育長からございました、学校教育課の項目で4番学力調査におい

てりーディングスキルテストの取り組みについて視察研修とありまして、

これまで行っている学力調査でもいい成績を収めていると思いますが、 、ー

のりーディングスキルを取り入れていただき読解力の向上に取り組む事に

より児童生徒に生き抜く力が育つのではないかと思いますので是非ご配應

よろしくお願いします。

赤嶺町長

学校教育

課長

秒仕亘教育長

これは補助事業でしたか。

一括交付金の中で活用しています。

標準学力調査を全学年実施していますが、国や県で同様な学力検査があ

りますので、町が単独で実施しております標準学力調査を国県では実施し

ていない 1・ 2年生にしまして、予算規模はあまり増減がないように予算

要求しております。リーディングスキル、読解力のテストは、小学生は6

年生くらいでないと対応できないようです、中学校は 1・ 2年生で実施し

たいと思います。

赤嶺町長

学校教育

課長

これは、文科・省が進めているものですか。

教育部長

いいえ。リーディングスキルテストに関しては、南風原町独自で実施し

たいと考えています。

リーティングスキルテストは独自で、専門の先生が作っているテストを

受けたいということで、文科省の方でちゃんとした根拠のある教育方法を

進めなさいという意1味では、文利・省の進めている方m1性にはなるのかなと

思っています。

赤嶺町長 この先進地の視察研修の視察団の構成はどのようなイメージですか。
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学校教育

課長

赤嶺町長

今老えているのが、指導主事、学力向上担当の学校教育課班長、両中学

校から先生1名の4名の机而戈で考えています。

中学校のみで小学校はいないということですか。

学校教育

課長

赤嶺町長

はいそうです。まずは中学校から考えていいます。

柴山委員

はい。

他ににございませんか。

赤嶺町長

柴山委員

はい。

柴山委員どぅぞ。

今日は給食の試食したところで食育のことですが、 1頁の教育総務課の

共同調理場の釜が2つ増えたり子ども達の増により調哩員の補助であると

か4月からの給食費の値上げすることでメニューが充実するなど食育の重

要性をもっと学校、子どもだけではなく保護者の皆さんにも周知していく

ような教育に力を入れていただければいいなと思っています。

教育総務

課長

今現在 5,400 食あまり作っております、どんどん児童生徒が増えていく

中で、釜を今回補正予算でいただきましたので、釜を2台設置しますが今

後はまた、コンテナなど児童生徒が増えていく可能性がありますのでまた

学校給食センター等の配置を芳えていかないといけないかなと思っていま

すが、今回値上げもありますのでメニュー充実と釜整備も整えております

ので安心してください。

赤嶺町長 ハード面の整備は順番がわかるのでね、今は 6,000食のキャパで、約 5,600

食作りますのでギリギリですので、ハード而は改善していかないといけま

せんのでね、これから課題になるのは食育の面でセンターの栄養士の先生

がどのくらい学校と連携がとれるかですね、今現在はどのような感じで食

育の授業していますか。

教育部長 去年も栄養士の報告会などがありましたが、いろいろ学校にも食育の授

業ということで、 3年生から6年生までの授業で一生懸命やっています。

あとは、今日は放送の中で細かい放送は無かったですが給食委員を含めて

毎回給食の栄養の部分について話しのレクチャーしていもらったり、また
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赤嶺町長

教育総務

課長

赤嶺町長

保護者の方にもアンケートをとったりとかでいろいろと食育の取り組んで

いるということを聞いています。

給食の残液は、今現在どうですか。

メニューによって残る残らないあります。

諸見里委員

おいしいですかと聞くと、おいしいとはいっていましたね。また、足り

ていますかと聞くと足りないという子が何名かいましたね。

中学校でもありました、おいしいけどもっと増やしてくださいとお願い

されましたね。

先生が塩を持ってきてですね、やっぱりおかずによってご飯があまり進

まないというか、そのときは子ども達に塩おむすびを作って、ちゃんと完

食、ペロリ賞とかあって推進してやってクラスで完食を続けるという工夫

もしてくださる先生方もいらっしゃっいました。

担任の先生によっていろいろと違いはあるんでしょうね。

現実として、食がもともと細い子、よく食べる子というのが混在します

よね、今日もクラス見て思いますし、食事するのがめんどくさいような子

もいましたね。

柴山委員

赤嶺町長

瀬仕亘教育長

赤嶺町長

総務課長

南風原町の一般会計のなかで以前は教育費は10%くらいあったと思いま

すが今はどのくらいですかね。

一般会計が B5 億として教育費 12 億6 千万だと約 9.3 パーセントになり

ます。

那亘教育長 去年はとても多いですね、エアコン設置がありましたので、ハードがあ

るのと無いのとでは違いますね、あと、教室の整備とかがあると上がりま

すね。

赤嶺町長

那亘教育長

以前は B %というのもありましたね。

クラスの増築などがあったのではないでしょうかね。
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赤嶺町長

瀬仕亘教育長

赤嶺町長

拶け亘教育長

北丘小学校の工事がありましたね。

北丘小の工事は大きいですね単年度2億近くあったと思います。

10 %まではないんですね。

教育部長

2億が減っているくらいですよね、斜面が2億づつ位の工事できていま

すので。

赤嶺町長

斜而もそうですし津嘉山小学校と南風原小学校の増築もなくなっていま

すので。

那亘教育長

赤嶺町長

去年はありましたね。

それで 11%とかになっていたはずです。

今が普通になっているわけですね。

学校教育課長、スクールサポートスタッフは、今年は全学校配置できま

したか。

学校教育

課長

赤嶺町長

まだ、 1校配置できていません。

年度途中で退職がありましたので、

学校教育

課長

柴山委員

この事業は国の補助で 10n0 ということでしたので是非区長さん達にも

お願いしてでも誰か探して、学校はいくらい人がても足りないのでね。

学校からも必要ということできています。

学校教育

課長

柴山委員

学校の用務員さんはいなくなってスクールサポートスタッフがはいりま

したよね。

当初は全学校配置出来ていましたが、

1校はまだ募集しています。

はい。

学校教育

課長

この反縛というのは届いていますか。

学校は先生方の時間確保というのが課題になっていますので、やはり用

務員さんも欲しいという意見もありますが、スクールサポートスタッフの
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赤嶺町長

事業で人の配置ができていますので、その点では大きな要求はきていませ

ん。

学校教育

課長

GIGA スクール構想で今度内閣が打ち出した全小学校の子ども達に一人

一台というのはイメージ的に南風原町はどぅ考えていますか。

いきなり全校生徒にすべてというのは厳しいのかなと脊えています、ま

ずは高学年だったり、各学年に割合を決めて整備をしていきたいと者えて

います。

赤嶺町長

学校教育

探長

赤嶺町長

教育部長

これは、継続でできるんですか。

継続はできないです。

単年度事業ですよね。

考え方としては、学籍人数の 2B に対しては補助金があります、ν3 にっ

いては各市町村で整備することになっています。今回 2B に対しては整備

計画を立てようと IB については、各市町村で年次的に整備していくとい

うかたちを取ろうということです。

赤嶺町長

教育部長

そういった整備の仕方でできるわけですね。

はい。特に IB をすでに整備していることの要件ではないということな

ので、ただ、ν3 をどのように整備していくかという計画書は要件というこ

ととなっていますので、その部分は作っていこうということです。

郭仕亘教育長

教育部長

本町はネットワークは、一応各教室張られているので、後は Wi、Fi のル

ーターがあれば。

一気にこれまで、如台とか 50 台くらい使用していたネットワークが生

徒達で今回整備で約 3,000 台近くのコンピューターが動くとなるといろん

な意味で部分的に整備が必要になるはずですから、ケーブルは来ているん

ですけどちょっと補填をしないといけない所と無線のアクセスポイントと

いわれている Wi・Fi部分ですねその部分については、ネットワークの工事

ということで整備が必要になるかなと芳えています。
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刻仕亘教育長

赤嶺町長

秒寸亘教育長

これから詳しい説明会があるみたいですけれども、文科省の補助ですか

ら単価が決まっているんですね、 1台 45,000円。

限度額があるということですね。

赤嶺町長

各メーカ 45,000円の単価で対応できるかどぅかですね。

学校の校舎建築と一緒ですね、 ntあたりいくらまでですよという事です

けどその単価で建築は落札しないときもあるので超過負担分は一般会計か

らとなりますね。

紗寸亘教育長

赤嶺町長

過度な機器は選ばずにしっかりと目的が達成されるような機種を選ぶと

いうようなことになると思います。

教育部長

コンピューター教室のパソコンとか以前購入したタブレットも整備して

いる分もあるのでそれも併せるとν3にならないですか。

赤嶺町長

それも大丈夫です。すでに整備されているのは数値としてカウントして

いることになるはずです。

整備すると電子教材の購入があるかもしれないですね。

嘉趣教育長

柴山委員

紗仕亘教育長

柴山委員

学校教育

課長

設備投資をして次は、どのように授業に活かしていくかが大事だと思い

ます。

電子黒板は今後どのようになっていきますか、引き続き必要ですか。

それは引き続き使用していきます。

壊れている電子黒板があると思いますがそれはどぅなっていきますか。

令和2年度の予算で電子黒板の修繕費予算要求しています。修繕後継続

して活用してもらうような計画を立てております。電子黒板に子ども達の

タブレットの情報を映し出したりして別に使うのではなく、一緒に使うこ

ともできますしタブレットだけでの授業もできます。

電子黒板の画像が薄くなってきていますが、それを修繕するんですか。諸見里委員
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学校教育

課長

行者見里委員

新しくバージョンアップしていきます。

学校教育

課長

ある教室によっては、テレビのモニターを持ってきて使用していたとこ

ろがありましたがそれではなくなりますか。

赤嶺町長

今あるものの上のプロジェクターのバージョンアップですね、新しく機

器というのは性能は上がってきていると思いますので。

電子黒板が薄くなっているのは,教室の力ーテンを閉めると良くなります

学校教育

課長

か 0

赤嶺町長

カーテンを閉めて見えるようになるところとそれでも見えない所もあり

ます、厳しいですね。

学校教育

課長

赤嶺町長

寿命になっているということですかね。

はい、プロジェクターの中の電球の方が対応時間が過ぎていますので使

えなくなるということです。

学校教育

課長

那亘教育長

来年度からはクーラーもあるので力ーテンは閉めてもいいのではないで

すか。

そうですね。

赤嶺町長

使わないときはしっかりとモニターの電源を切るということですね。

拶仕亘教育長

そうですね、学校訪問の時に保護者の方が話していましたね。教室には

誰も居ないけど電子黒板は点いている。

使う側の使い方も大事ですね。

赤嶺町長

生涯学習

文化課長

赤嶺町長

話しは変わりますが、照屋地区の試掘の事業は、補助事業はないですか。

補助事業も出してはいます。

補助事業でやっているということですね。
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生涯学習

文化課長

那亘教育長

全額、町負担でないです。

生涯学習

文化課長

文化庁の補助ですか。

はい。試掘の場合は市町村ですることになっているので、その補助でい

くら以上だと補助対象になりますというようなものに補助申諸しています。

本事業になると、事業主体がしないといけません。

那亘教育長

赤嶺町長

事業主体がするとき国県の場合は、事業主体者が文化財調査を委託する

ことになりますが、町独自の事業なので違いますね。

学校教育

課長

いじめはどぅですか、情報としてはどのようになっていますか。

令和元年度ですね、重大事項となるいじめは、発生していないです。以

前には、いじめが原因で不登校になる事象もありましたので、そのような

時には学校教育課の方で恊議会や連絡会がありますのでそちらの委員を集

めて対策などを話し合ったりしています、今年度については重大事項にあ

たるいじめはないです。

赤嶺町長

学校教育

課長

赤嶺町長

いじめ対策協議会は、年に 11回は開催しないといけないですよね。

はい、開催しております。

学校教育

課長

ちゃんと開催して、特にいじめの案件がなくても開催しないといけ無い

ですよね。

はい、南風原町ではいじめが無くても年に 1回開催して、共通認誠を図

るためにいじめというのはどういうことか、例えばですが、相手がいじめ

と思ったらいじめと該当しますのでまずは、早期対応するようにとかそう

いう共通認識を図ったりしています。

赤嶺町長

学絞教育

課長

柴山委員

そうですね。

委員の任期もありますので、毎年開かないといけないですね。

はい、毎年開いています。

はい。
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赤嶺町長

柴山委員

指導主事

柴山委員どうぞ。

重大なというのはどのような感じですか。

まず、生命財産などに関わるような事案がーつ、もうーつは不登校30

日以上の欠席をするような事案に関しては重大事態という案件になってお

ります。

那亘教育長 ニュースなどででてくるのが調査不足でもみ消されたという県外である

ので、なかなかこれは顕在化しにくい事だと思いますのでしっかりと様子

を見たり声に耳をかたむけるというのが大事なことですね。

赤嶺町長 いじめ対策協議会を年1回持つためには、学校からいろんなヒヤリング

をしないといけないですよね。各学校にもいじめ対策の規則がありますの

でそれに基づいて毎年1回アンケート開査していますかとか、役割分担ど

うなっていますか等ちゃんと聞き取り調査をしないと協議会で話ができま

せんので、恊議会を開くためには学校に聞き取りをしないといけないです

ので学校もやるべき事はやっておかないといけないです。

アンケート調査しましたか等確認してますよね。

学校教育

課長

教育部長

はい、そうでね、担当の方でまとめて年に 1回委員の方と確認していま

す。

毎月そのへんの話し合いは集まって頂いてやっています。心の相談室も

そうですけどいろんなかたちで民生部も含めてサポートしていますので実

際教育委員会の方では、いじめの事案についてはちょっとしたことでも上

げてくださいということで、先生達へお願いしていますので増えているよ

うなかたちではありますが、それを初期の段階で対応するというかたちで

各学校いろいろ努力しているかたちを取っています。そういうことで大き

い事案には至っていないということです。

いじめではないということだったものも認知したら全部上げるようにと

なっていますので件数が増えるのもしょうがない。

すごい増え方でした、咋日教育長の研修会がありましたが本当に件数の

増え方としてはすごいです。今町長からあったように、この程度はという

のがありませんので、本人が嫌な気分になったらいじめという定義がそこ

、 11"
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赤嶺町長

にはありますので、 2年ぐらい前と比べると倍くらい、倍どころではない

ですね。

件数が多くなるのはしょうがないとして、その後どぅ追跡、調査してこ

の件は解決、この件は継続とかのより分けをしていれば問題ないわけです

から。

河仕亘教育長 言える環境をどうやって作っていくか、いじめられていることを伝えら

れる状況をですね、いくら大人がやっても駆け込み寺みたいなのがないと

いけないですよね。

赤嶺町長

指導主事

諸見里委員

大城委員

諸見里委員

学校でアンケートは取っていますよね指導主事。

毎月生活アンケートの中でですね。

津嘉山小学校にBOXなかったですか。

那亘教育長

有りましたね。

赤嶺町長

子ども達が投函するものですね。

学校教育

課長

意見箱みたいなものですね。

そういった物があればいいですね。

嘉仕亘教育長

心の教室相談員の先生が各小中学校に配置されていますのでそういった

言いづらいことは相談員の先生に話をしたりといったこともあります。

環境があることを子ども達全員が共通して分かっておくことが大事だと

思います。

赤嶺町長

平田委員

他にございませんか。

赤嶺町長

平田委員

はい。

平田委員どうぞ。

私は、生涯学習文化課の一括交付金を活用した事業ということで子ども
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平和学習交流事業、海外移住者子弟の研修生の事業、国際交流事業は、私

も踊りの指導を通して子ども達と関わっています、この報告会でのことで

すが、審査員の先生が、この事業は、ずっとありますかねと心配していま

した、この子ども達が中心となり子どもジュニアリーダーとなっています、

公民館祭りでは私が司会進行をしていましたが2、 3年前からは、この子

達が司会進行もしてくれて力を発揮してすごいなと思っています。この事

業は無くしてはいけないと感じています、また、ふるさと発見ウォークで

もみんなの前に出て堂々とラジオ休操をさせていて成長がみれていいなと

感じています。是非継続して欲しいと思っています。

また、海外移住者子弟の研修生の事業では、 3ケ月間の研修で琉球舞踊

や料理、伝統芸能、織り等の研修をして報告会も大変索晴らしかったです。

赤嶺町長

教育部長

これは、歴史のある事業ですので簡単になくすことはできないと思いま

す。今度は海外移住者子弟研修は無かったですよね。

赤嶺町長

生涯学習

文化課長

平田委員

はい。

新年度からは予定していますか。

要求は出しています。

生涯学習

文化課長

平田委員

来る子ども達が3世4世となってなかなか来てくれないとかですか。

はいあります。

芳血教育長

生涯学習

文化課長

平田委員

そういうのもあるわけですね。

期間が長いというのもあるかもしれないですね。

赤嶺町長

3ケ月が長いという声も聞こえますね。

調整も必要ですね。

基本的に海外移住者子弟の研修は、踊りや沖縄の文化三線を習ったり焼

き物を習ったりいろいろとしていますので3ケ月は必要だということでこ

うなったとは思いますが、本来は1~2週間くらいでしたか。

B



生涯学習

文化課

赤嶺町長

ハワイが約2週間です。

ハワイはどちらかというと自分のルーツを探すのが主な回的なので2週

間くらいでもいいと思いますが、南米の場合はいろいろな何印多も受けます

ので3ケ月は必要となったと思いますが、最初は2週間くらいでしたか。

最初から1ケ月はいたと思います。平成元年の話しですけど。

新しい要求ではそのへんの企画を練り直して。

剰優教育長

教育部長

那亘教育長

平田委員

赤嶺町長

両方とも目的は同じにした方がいいのかなと。

生涯学習

文化課長

長くて参加しずらいということがあるなら。

家系図が作れるくらいの期間にするとかですね。

平田委員

3ケ河だと学校を休んだり、仕事を休んだりとかということが有るよう

なので。

生涯学習

文化課長

苦しくならないですかね3ケ月

平田委員

赤嶺町長

諸見里委員

南風原の場合は無いんですが、他市町村ではあるということは聞いてい

ます。途中で帰されたということもあるようです。南風原はないですよ。

指導者がいいんじゃないですか、受け入れの体制も。

どうぞ他にありませんか。

はい。

4頁の中頃に家庭教育というのがありますが、子ども達学校に行ってい

る問は先生方から指導などいろんな事を学びますが、家庭に帰ってきて、

居心地のいい家庭といいますか、この家庭で保護者の関わり方これも平行

していくと子ども達の心も安定していくのではないかというふうに思いま

すが、そのためにどぅするか、各家庭の親というのは自分の子どもが関わ

つていることみんな楽しいと思ってやっていますが、みんなそれぞれ違う

と思うんですよね、この子どもに対しての関わり方正しい関わり方と言っ

たらいいですかね、成功事例の保護者のお話を聞いたりとか、子どもが家
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赤嶺町長

廷に帰って居心辻也がいいという家庭環境があればよくなるのではないかな

と者えます。

そうですね、我々はどちらかというと学校教育に目がいきがちですが、

本来教育委員会は学校教育も社会教育もすべて含めて教育委員会ですから

ね、者え方などは話はできますが具体的に何をするかというと家庭教育難

しいですよね、公民館活動で呼ぶのか、 PTA の成人学級ではなくて何かな

かったですか。

那亘教育長

赤嶺町長

柴山委員

以前ありましたね、家庭教育学級というのもありましたね。

今でも無いですか。

生涯学習

文化課長

はい、文化教養とか県でも家一なれ一運動とか G0 家運動とかもありま

す。

教育部長

県が家一なれ一運動を前年度までしていましたが、やらなくなってぃま

すので新規で生涯学習文化課の方で予算を組んでいます。

南風原町の教育基本計画の下の方に施策としては、家庭・地域の教育力

を高める関係機関や諸団体との連携を図り、親の学習支援を推進するとい

うことで誕っています、その辺については町長おっしゃっているようにな

かなか親に教育というのが直接的にできないのでどぅいう事をしたらいい

のかなと案として

赤嶺町長 だから具体的に何をしたらいいのか難しいですよねということです。教

育講演会とか、家庭婦人学級に支援したり講師の手配や学級の開き方を教

えるなど、社会教育委員が行っている南風原発見ウォークも家族で参加で

きますから。

教育部長

赤嶺町長

いろんなかたちで子ども達とのふれあう時間を増やそうということでや

つてはいますので。

拶仕亘教育長

いずれにせよ、学校教育、社会教育これがすべて教育委員会の所管だと

いうことが諸見里委員のおっしゃることでしょうね。

社会教育委員のテーマに、家庭教育をクローズアッブしてやるというこ
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生涯学習

文化課長

赤嶺町長

ともいいでしょうね令和 2年度からは。以前は成人学級というのがありま

した、女性会とかPTAの方が混在している。

各PTA に成人学級みたいなものがあって、ここから補助は出しています。

生涯学習

文化課長

家一なれ一運動も勉強会するとみんな一生懸命やっていますよね。

これを新規で今回は、家庭教育支援ということで事業をあげていますの

で、あとコミュニティスクールをどのような感じでするかという検討委員

会を立ち上げるということです。

赤嶺町長

指導主事

赤嶺町長

赤嶺町長

家一なれ一運動の所管はどこでした。

県の生涯学習振興課です。

他にはございませんか。

赤嶺町長

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、

れで終了したいと思います。

それでは「令和元年度第1回南風原町総合教育会議」を閉会とさせていた

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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