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令和元年度第 11 回教育委員会議事録 

 

 

日  時     令和２年２月２５日（火）午前１０時００分～１１時４２分 

         

 

場  所     尾鷲市教育委員会 教育長室 

 

議  題     報告事項  

（１）令和元年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査の 

結果公表について 

 

審議事項  

（１）令和 2 年第 1 回定例会尾鷲市一般会計補正予算（第 8 号）（案）

について（教育総務課） 

（２）令和 2 年第 1 回定例会尾鷲市一般会計当初予算（案）及び 

主要施策（案）について（教育総務課、生涯学習課） 

（３）尾鷲市民文化会館指定管理に係る経過と今後の予定について 

（４）教職員の人事について     

 

出 席 者     委員（教育長職務代理者） 森下 龍美  

委員           北裏 佳代  

委員           大門 利江子 

委員           濵口 精幸  

※出口教育長は別公務のため欠席 

 

出席事務局職員  教育総務課長       山口 修史 

教育総務課調整監     大川  太 

生涯学習課長       野地 敬史 

    教育総務課総務係長    丸田 智則 
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１０時００分開会  

 

教育長職務代理者： 

それでは令和元年度第 11 回教育委員会を始めたいと思います。前回の会議録署名委

員は A 委員と B 委員でした。今回の会議録署名委員は B 委員と C 委員です。よろし

くお願いいたします。事項書 4.教育長報告ですが、本日は教育長が不在のため資料の配

布でご確認いただければと思います。 

 

～報告事項・審議事項の一部について非公開の秘密会とすることを発議～ 

（委員から「異議なし」の声） 

 

教育長職務代理者： 

それでは報告事項に入ります。（１）令和元年度全国体力・運動能力・運動習慣等調

査の結果公表についてお願いいたします。 

 

事務局： 

 ［主な説明内容］ 

   ・小学校 5 年生と中学校 2 年生の体力に関する調査。 

・小学校男子は、握力、上体起こし、反復横跳び、ソフトボール投げ等は全国平均

を上回っているが、いくつかの項目は下回っている。 

・小学校 5 年生は、概ね全国平均を上回っているが、体前屈、体の柔らかさ、立ち

幅跳び等は下回っている。 

・中学生男子は、握力、反復横跳び、50ｍ走、立ち幅跳び、ハンドボール投げは全

国平均を上回っているが、体前屈、持久走等は下回っている。 

・中学生女子は、概ね全国平均を上回っているが、体前屈、体の柔らかさ、持久走、

50ｍ走等は下回っている。 

・筋肉を使う項目は、比較的全国平均を上回っているが、柔軟性、体が硬いという

結果がみられる。 

・子ども達への質問結果ですが、運動やスポーツが好き、放課後、休みの日によく

動く、体育の授業で学習していることは将来役に立つ、などについては高い数値

であるが、テレビ、ゲーム、スマホ、パソコンを 3 時間以上見ている児童の割合

は、男女ともに全国平均を上回っている。 

・本市では以前から全学年で実施しており、記録している。 

・家庭でもご協力をいただきながら、運動能力を高めていきたい。 

 

教育長職務代理者： 

 ご質問等はございますか。 

 

A 委員： 

    空欄になっているところは意味があるのでしょうか。 

 

事務局： 

   持久走とシャトルランはどちらかを選択して実施するため、未実施の種目は空欄に 
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 なっています。 

 

A 委員： 

  テレビやゲーム、パソコンを 1 日 3 時間以上みているとの結果ですが、クラブに入 

 っている子は、帰ってからそんなに時間はあるのでしょうか。睡眠時間が短いのでしょ 

 うか。 

 

事務局： 

   それもあるかもしれません。以前からこのような結果がみられるため、家庭でのル 

  ールづくりも大切だと思います。 

 

D 委員： 

  香川県がネットやゲームの利用時間を規制する条例を制定する件について新聞で読 

みましたが、賛否両論があります。 

 

C 委員 

  ご家庭の問題だと思います。 

 

A 委員： 

  実際、中学生はスマホは持っているのでしょうか。 

 

C 委員 

  ほぼみんな持っていますね。 

 

D 委員： 

  それらなしの生活は、到底無理なことなので、どのように使うかということを子ども 

 で管理できるかというと難しいと思います。この間、ゲーム依存の子どもについてテレ 

ビ番組で観ましたが、依存者は家庭ではどうしようもなくなり、更生施設に預かっても

らう。では更生施設でゲームをさせてないのかというと、させているんです。結局はゲ

ームをするかしないかは自分で決めないとダメなので、だからさせている。自分で 1 時

間なら 1 時間と決めてゲームをする。時間が来たら止められる子もいれば、止められ

ない子もいるそうです。確かに家庭の問題ではありますが、そこまでの依存となると、

家庭での解決は難しいのかなと思いました。 

 

A 委員： 

  ヨガを教えてられる方が、今の子どもたちは落ち着きや集中力がないが、ヨガは柔軟 

性や脳を活性化する働きがあるので、学校で授業が始まる前に 10 分位、教えに行きた

いと言われたことを思い出しました。 

 

事務局： 

   時間的な余裕があれば導入することは良いと思います。10 分だけでもそのような

動きをして、リラックスした状態で授業に入ることは理想だと思います。ただ導入す

るのであれば、その分の時間を他で時間をとらないといけない。時間的な余裕があれ
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ばいいのですが。 

 

B 委員： 

  ヨガについて、校長会等で紹介はできないのでしょうか。 

 

事務局： 

   紹介することは可能です。 

 

教育長職務代理者： 

  では、審議事項へ入ります。まず（１）令和 2 年第 1 回定例会尾鷲市一般会計補正 

 予算（第 8 号）（案）について、ご説明をお願いします。 

 

事務局： 

 ［主な説明内容］ 

  ・小学校学校管理費の役務費の減額は、各小学校の危険木を夏休み中に伐採した入札

差金。 

・小学校施設整備事業の工事請負費の減額は、矢浜小学校すべり台設置工事の入札

差金と、賀田小学校の校舎庇改修工事の入札差金。 

・中学校管理費の役務費の減額は、小学校費学校管理費と同様の入札差金。 

 

教育長職務代理者： 

  この件について質問等はございませんか。よろしいでしょうか。では、令和 2 年第 1 

回尾鷲市定例会にこの内容で上程してよろしいでしょうか。 

 

（委員から「異議なし」の声） 

 

教育長職務代理者： 

続きまして、令和 2 年度第 1 回定例会尾鷲市一般会計当初予算（案）及び主要施策

（案）について、教育総務課と生涯学習課に続けてご説明をお願いします。 

 

事務局： 

 ［主な説明内容］ 

  教育総務課 

  （歳入） 

・教育費雑入の主なものは、九鬼中学校教員住宅の解体補償金。 

  （歳出） 

・教育一般事務局費の大幅な減額は、会計年度任用職員の報酬、共済費等を令和 2 年 

度は、小学校の用務員であれば小学校費など、各科目へ計上したため。 

  ・遊具点検手数料を新たに計上。 

・学校教育事務局費の増額の主な要因は、学校の各教室に Wi-Fi などを整備してタ

ブレットパソコンを使用した授業が可能となるようにする費用の計上、英語のデ

ジタル教科書購入費。 

  生涯学習課 
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  （歳入） 

・社会教育使用料の増額の主な要因は、公民館等の使用料の値上げ、公民館入口付近

に設置した自動販売機の使用料。 

・保健体育使用料の増額の主な要因は、使用料の値上げなど。 

・森と緑の県民税は、国体への参加品や大会の視察費用など。 

  （歳出） 

・社会教育一般事務費の主な内容は、子育て HAPPY 事業。 

・公民館管理経費の増額は、非常用照明の取替え、エレベーターの防火スクリーン取

り付けなど、防火設備に関する工事費。 

・文化会館管理運営費の減額の主な要因は、会計年度職員としての算定方法の変更。 

・体育文化会館維持関係事業の増額は、PCB を含む機器の撤去工事費。 

・三重とこわか国体活動費の増額は、国体実施本部設立関係の事務経費、オープンウ

ォータースイミングのリハーサル大会の開催準備、運営費、視察費、大会参加品な

ど。 

 

B 委員： 

  「魅力ある学校づくり推進事業」ですが、教職員向けの研修会というのは、市内全て 

の小中学校の教員ということでしょうか。 

 

事務局： 

 実際にこの事業を進めている先生たちに、教材の効果的な指導方法等の研修会を行 

います。他の先生方につきましても、賀田小学校で実施している授業を見学する機会を 

設けて、少しでも広げていきたいと考えています。 

 

B 委員： 

  幼稚園教諭は対象でしょうか。 

 

事務局： 

  ＡＬＴは幼稚園に行って英語に触れ合う機会もつくっておりますが、幼稚園教諭は 

 対象としておりません。 

  

B 委員： 

  ご検討をお願いします。 

 

A 委員： 

  小学校の英語のデジタル教科書は、どのようなものでしょうか。 

 

事務局： 

 現在は教科書に準じたデジタル教科書を、文科省が無償で配布してくれています。各 

学校では、それを大きい画面に映して、英語の発音を聞くなどの授業を実施しておりま 

す。来年度、教科として正式にスタートするときに同じ環境が必要だろうということで、 

紙の教科書は１人１冊ありますが、それに準じたデジタル教科書導入して、大型モニタ 

ーに映し、クリックすれば動画が再生されたり音声が聞こえる。このような授業を進め 
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るため導入したいと考えております。 

 

A 委員： 

 各校に 1 つのデジタル教科書ですか。 

 

事務局： 

  ５・６年生だけとなりますが、教科として各校で使えるように配布します。 

 

教育長職務代理：  

 紙の教科書は無料ですが、デジタル教科書は有料ですか。 

 

事務局： 

  そうです。買うかどうかは自治体が決めます。 

 

A 委員： 

  使用しなさいと強制するものではないのですか。 

 

事務局： 

  強制するものではないです。デジタル教科書は、算数や理科など各全教科あります。 

 本当は全教科導入したいです。来年度は、特に英語だけ導入が必要であると考えており 

 ます。 

 

A 委員： 

  学校開放使用料ですが、クラブなどの自主的に体育館を使用するときの使用料です 

か。ママさんバレーとか。 

 

事務局： 

  そうです。基本的に休校も含めて夜間の使用が多いのですが、一般の方々が使いたい 

とのことで開放しております。使用率も高いです。 

 

A 委員： 

  会計年度任用職員となると、小中学校と幼稚園の職員は現在より勤務時間が短くな 

るかと思いますが、今まで職員が行ってきた仕事は、教員がカバーするのでしょうか。 

教員の時間外を減らそうとしているのに、できるのでしょうか。 

 

事務局： 

  会計年度任用職員については、基本は 6 時間勤務であり、給食調理員は調理時間の 

 関係上 7 時間です。委員が言われるように、他に負担が生じる可能性もあり、業務の 

 見直しや教員が行う部分も出てくるかもしれません。今後、もし支障が出てくることが 

 あれば、対応について協議をしていく必要があると考えています。 

 

D 委員： 

  職員から聞き取りなども行うのですか。 
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事務局： 

  現場の声も聞いて、どのような対応ができるのか検討していきたいと思います。 

 

D 委員： 

  実質的には給料が下がるので、雇われる方からすれば、勤務時間が減って仕事が同じ 

であれは納得されないのでは。 

 

事務局： 

  会計年度任用職員は、これまで賞与が支給されていなかった方も賞与が支給される 

 ようになりますので、給料が一概に下がるわけではありません。 

 

教育長職務代理：   

年収としては大体一緒ですか。 

 

事務局： 

  基本同じくらいの基準となっております。 

 

D 委員： 

  経験年数は問われないということですか。 

 

事務局： 

  加算されます。5 年が上限です。 

 

教育長職務代理： 

  勤務時間の 6 時間は、連続 6 時間でしょうか。3 時間と 3 時間で分けてはダメなので 

しょうか。 

 

事務局： 

  8 時間以上の勤務でなければ、休憩時間をとらなくてもよい。教育委員会の職員の場 

合は、6 時間連続勤務の方もいらっしゃいますし、1 時間の昼休憩を含めて 7 時間の方 

もいらっしゃいます。なお副業も可となります。 

 

C 委員： 

  勤務時間が短くなりますからね。 

 

教育長職務代理： 

  では、令和 2 年第 1 回定例会尾鷲市一般会計当初予算（案）及び主要施策（案）につ 

いて、この内容で上程してよろしいでしょうか。 

 

（委員から「異議なし」の声） 

 

教育長職務代理： 
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異議がないようですので、これでお願いします。続きまして、(３)尾鷲市民文化会館 

指定管理にかかる過程と今後の予定について、ご説明をお願いします。 

 

事務局： 

 ［主な説明内容］ 

  ・市民文化会館の指定管理の公募、選定委員会の開催、議会への説明等、決定までの 

経緯。 

 

教育長職務代理： 

  質問等はございませんが。よろしいでしょうか。では、次に（4）教職員の人事につ 

いてご説明をお願いします。 

 

（人事案件のため秘密会） 

 

教育長職務代理： 

  続きまして、7、その他で何かございますか。 

 

～事務局より新型コロナウィルス対策について説明～ 

 

教育長職務代理： 

  卒業遠足はどこへ行くのですか。 

 

事務局： 

  今週の金曜日に、賀田小学校は長島スパーランド、宮小はレゴランド、来週の金曜日 

に、尾小は長島スパーランド、向井小は鈴鹿サーキットを予定しております。 

 

B 委員： 

  中止することなどはあり得るのでしょうか。 

 

事務局： 

  状況によっては考える必要があります。 

 

C 委員： 

  行かせてあげたい気持ちもあるでしょうね。しかし、このような状態で行かすのかと 

言われる方もいらっしゃるでしょうから、難しいですね。 

 

A 委員： 

  矢浜小学校は、なぜ行き先が熊野少年自然の家なのでしょうか。 

 

事務局： 

  元々、そこへ行く予定でした。 

 

D 委員： 
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  卒業遠足に行くのはおかしいと言われるか、行くことができたのにと言われるか。 

 

B 委員： 

  行くことができたのにと言われる方が、感染するよりはよいでしょう。 

 

事務局： 

  今、ちょうど微妙な時ですね。 

 

B 委員： 

  専門家は、これから 1～2 週間の状況によると言われています。 

 

事務局： 

  校長先生に対しては、来週になって状況が変わるようであれば、再度協議をしましょ 

うと伝えております。 

 

C 委員： 

  ちょっと咳が出て、風邪かなと思っている人もいるかも知れません。 

 

事務局： 

  これだけは本当に分かりません。 

  公民館や市民文化会館、体育館にも消毒液、マスクをご用意しております。一昨日子 

育て HAPPYDAY が開催されましたが、アルコール消毒と、スタッフを含めて子ども 

達にもマスクを配らせていただきました。厚生労働省からは一律に自粛を促すもので 

はない、要は主催者側で最終判断をとのことですので、この地域では現在感染者が出て 

いないことはプラス面ですが、室内での講座や講演会等々となりますし、主催者も市や 

各団体のものもありますので話し合いながら決めているところでございます。本日、国 

の指針が発表され、また状況も変わってくると思いますが、随時、教育長とも相談しな 

がら決定したいと考えております。 

 

B 委員： 

  「いきいき尾鷲っ子」の開催にも関わってきますね。 

 

事務局： 

  そうですね、35 人くらいですので、学校の授業に近い人数ではありますが、講座内 

容も含めて判断していきたいと思います。 

 

教育長職務代理：   

その他はよろしいでしょうか。では次回の開催日についてお願いします。 

 

事務局： 

  来月ですが、議会が 25 日に閉会となりますので、26 日木曜日の午後からか、27 日 

金曜日のご都合はいかがでしょうか。 
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（日程調整） 

 

教育長職務代理： 

次回開催日は 3 月 27 日金曜日、10 時からでお願いします。これで第 11 回教育委員 

会を閉会させていただきます。ありがとうございました。 

 

１１時４２分閉会 

 


