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令和元年度第 12 回教育委員会議事録 

 

 

日  時     令和２年３月２７日（金）午前１０時００分～１１時４９分 

         

 

場  所     尾鷲市教育委員会 教育長室 

 

議  題     審議事項  

（１）尾鷲市奨学金貸与規則の一部を改正する規則（案）について 

（２）尾鷲市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部 

   を改正する規則（案）について                    

（３）尾鷲市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則 

の一部を改正する規則（案）について 

（４）尾鷲市外国語指導助手の勤務条件等に関する規則（案）の制定 

について 

（５）尾鷲市立公民館職員に関する規程の一部を改正する訓令（案） 

について 

（６）尾鷲市学校職員に係る過重労働による健康障害防止のための 

対策実施要綱（案）について 

（７）尾鷲市立学校における教育職員の在校等時間の上限等に関す 

る方針（案）について                          

（８）社会教育委員の委嘱について 

（９）公民館運営審議会委員の委嘱について 

（10）令和２年第１回臨時会尾鷲市一般会計補正予算（案）について   

 

出 席 者     教育長           出口 隆久 

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： 

ただ今から、令和元年度第１２回尾鷲市教育委員会を開催いたします。 

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。では、教育長報告に入らせていただき

ます。 

 

【主な教育長報告】 

〇新型コロナウイルスの感染防止に係る対応について 

 ・卒業式、卒園式は、来賓は不参加とし、極力規模を縮小して実施した。 

 ・3 月 2 日から 3 月 15 日までを一斉臨時休校とした。その後、状況が好転せず、 

  3 月 16 日以降も休校措置とした。 

  〇令和 2 年第 1 回尾鷲市議会定例会について 

・ふるさと教育支援事業、コロナウイルス対策の対応、幼稚園無償化に関する質疑 

があった。 

・幼稚園での 3 年保育、尾鷲中学校の給食導入の現状、学力向上問題、いじめ問題     

 についての一般質問があった。 

〇26 日に紀北教育事務協議会があり、紀北教育研究所、あおさぎ教室の運営状況、

予算、決算について報告を受けた。 

  〇26 日に三重大学の準教授が来訪され、三重大学教職大学院についての活動報告 

等のお話を伺った。 

 

A 委員： 

あおさぎ教室に来られる児童生徒数である、延べ 10 数人は、紀北町と尾鷲市を合わ 

せての人数でしょうか。 

 

教育長： 

紀北町では週 1 回、分室で受入れ体制を整えていますが、足を運ぶ児童生徒は少な 

いと聞いています。主に尾鷲市の児童生徒となります。 

 

A 委員： 

分室でも同じ職員が対応しているのですか。 

 

教育長： 

はい。午前と午後で分けて、週 1 回、午前は紀北町の分室に出向き、午後は尾鷲市で 

行っております。他にご質問等はございませんか。 

では、５審議事項に入りたいと思います。 

 

～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） 
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教育長： 

  では（1）尾鷲市奨学金貸与規則の一部を改正する規則（案）についてご説明をお願 

 いします。 

 

事務局： 

  資料 1 をご覧ください。 

 【主な説明内容】 

・編入や途中 2 年生からの応募者に対応するため、「（4）その他、教育委員会が必

要と認める書類を追加。 

・第 10 条第 2 項（1）から（3）について、償還時期を明確にするため「月の月末」

と改正。 

 

教育長： 

  この件についてご質問等はございませんか。この改正案について承認いただけます 

 か。 

（委員から「異議なし」の声） 

教育長： 

  では、（2）尾鷲市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則（案）について説明をお願いします。 

 

事務局： 

  資料 2 をご覧ください。 

 【主な説明内容】 

利用者の利便性のため改正。 

   ・申請者の事前の同意により、許可書の発行を省略することができると改正。 

   ・月単位でのグループ利用については、月末において、料金の後納も認めるように 

    改正。 

 

教育長： 

  この件についてご質問等はございませんか。 

 

A 委員： 

  後納払いということは、当日キャンセルした場合はキャンセル料はとらないという 

 ことでしょうか。 

 

事務局： 

  規定はあります。条例 10 条に、還付の場合は使用者の自己の責に問わないものによ 

り使用できない時は 100％、使用者が使用日の 5 日前に使用許可の取り消しを申し出

た場合において、委員会が相当の理由があると認めたときには 50％となっております。 

 

教育長： 

  他にご質問等はございませんか。この改正案について承認いただけますか。 
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（委員から「異議なし」の声） 

教育長： 

  では、（3）尾鷲市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を

改正する規則（案）についてご説明をお願いします。 

 

事務局： 

  資料 3 をご覧ください。 

 【主な説明内容】 

   この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき定めており、上位 

  法の変更に伴い条項を改正。 

 

教育長： 

  この件についてご質問等はございませんか。この改正案について承認いただけます 

 か。 

 

（委員から「異議なし」の声） 

教育長： 

 では、（4）尾鷲市外国語指導助手の勤務条件等に関する規則の改正についてご説明 

をお願いします。 

 

事務局： 

  資料 4 をご覧ください。 

 【主な説明内容】 

   ・尾鷲市外国語指導助手、ＡＬＴが会計年度任用職員に移行することに伴う、勤務 

    条件等の規則改正。最大 3 年間の任期は変更ないが、年度毎の任期と改正。 

  ・ハラスメントの禁止などを追加。 

 

教育長： 

  この件についてご質問等はございませんか。 

 

A 委員： 

  任期が最大 3 年とのことですが、本人の意思があれば残ることはできないのでしょ 

 うか。 

 

事務局： 

  規定されています。 

 

教育長： 

  この件について他にございませんか。この改正案について承認いただけますか。 

 

（委員から「異議なし」の声） 

教育長： 

 では、（5）尾鷲市立公民館職員に関する規定の改正についてご説明をお願いします。 
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事務局： 

  資料 5 をご覧ください。 

 【主な説明内容】 

   ・会計年度任用職員に移行することに伴う改正。年度毎の任期と改正。 

 

教育長： 

  この件について他にございませんか。この改正案について承認いただけますか。 

 

（委員から「異議なし」の声） 

教育長： 

 では、（6）尾鷲市学校職員にかかる過重労働による健康障害防止のための対策実施 

要項の改正についてご説明をお願いします。 

 

事務局： 

 （6）尾鷲市学校職員にかかる過重労働による健康障害防止のための対策実施要項の 

改正についてと、（7）尾鷲市立学校における教育職員の在校等時間の上限等に関する

方針については関連がありますので、一緒に説明させていただきます。 

 【主な説明内容】 

   ・（6）に、これまでの時間外労働の上限を新たに規定。災害時や突発的な場合は、

1 ケ月 100 時間、1 年 720 時間、制限等も規定。また月 80 時間を超えた場合

は過剰労働のため、健康管理医の面接を受ける必要ありと規定。 

・（7）に、尾鷲市教育委員会の在校等時間の上限等の方針を策定。時間外労働を、

月 45 時間、年間 360 時間を守ることを規定。今後、タイムカードを導入する

など、客観的な勤務時間の管理を実施する。 

 

教育長： 

  この件についてご質問等はございませんか。 

 

資料７（尾鷲市立学校における教育職員の在校等時間の上限等に関する方針について） 

 

A 委員： 

（資料７について）4月1日からの時間の管理は、具体的にどのように行うのですか。 

 

事務局： 

タイムカードを導入する予定です。 

 

D 委員： 

例えば 8 時に出勤、帰りが 20 時の場合で、業務と業務外が含まれている場合は、判 

断は誰がするのでしょうか。自己申告でしょうか。 

 

事務局： 

自己申告となります。 
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D 委員： 

例えば 18 時にタイムカードを押して、帰らずに残って仕事した場合は。 

 

C 委員： 

一旦帰って、夕飯食べてからまた来る職員もいると思います。 

 

事務局： 

個人の良識での対応になるかと思います。その方がどのような勤務状況であるのかを 

データとして明確に記録することが必要となるということです。 

 

C 委員： 

教職員の業務を時間で測ることに問題があると思います。先生の仕事は、表現はおか 

しいかもしれませんが、自己満足のところがあります。傍から見ると仕事をしているの 

かと思われるかもしれません。 

 

事務局： 

あれもこれもしてあげたいと、一生懸命仕事をされます。持ち帰る仕事はないという 

ことが前提です。しかし家で採点したり、学級通信を作成することは現状です。 

 

A 委員： 

午後 6 時 30 分にパソコンの電源を全て落として強制終了する。 

 

事務局： 

今は定時退校日を決めて、市役所でも水曜日は定時で退庁しましょうとしていますし、 

学校でも定時で退校するとか、クラブがすごく負担になってくるので、土日のどちら 

かは休みにしましょう、平日も 1 日は休養日にしましょうなどのガイドラインは作っ 

ているので、守っている学校もあります。子どものこと、先生のこともありますが、 

決めごとをきちんと守るようにする、まずはそこからかなと思います。 

 

教育長： 

結局これが出されてきたのは、教員だけではないですが、体を壊す人、メンタルで苦 

しんでいる人、そういったことを考えていくと、働いている人の健康をきちんと確保 

していこうという大前提があるんですね。それでこういったものが作られてきて、上 

限はどうなのかと示されてきているんです。45 時間と示されていますが、これは 45 

時間までしていいという考え方なのか、極力減らして労働を考えていくべきなのかと 

いう基本的な考え方があると思うんです。国が言っているのは、きちんと数値で表し 

て欲しいというのが 1 つなんですが、タイムカードでしたら数値が表せられるかとい 

うと、そうではなくて、今の議論のなかでもありますように、その後も仕事を続ける 

のはどうなのかとか、朝 6 時に来て学校で朝ご飯を食べていたらそれはどうするのか 

など、いろいろと危惧することが出てくると思うんです。ですから、機械に頼るだけ 

でこれが把握できるかというと多分難しいと思います。手書きで修正を加えることも 

現実的には出てくると思います。基本的には先生方、あるいは労働者の健康を守ると



7 
 

いうことを大前提にして、こういうことを考えていかないといけないと思いますし、

一番困るのは管理職の先生だと思います。管理職の先生は、職員の大体の労働時間を

把握しておりますから、あの先生はまだ仕事をしているから帰りなさいと言えば、そ

の人は帰れる状況にあるのかどうかということもあると思うんです。それも把握しな

がら、逆に校長先生が、45 時間超えているからちょっと、となってくると別の問題が

出てくると思うんです。ですからこの問題を真剣に考えていかないといけないと思い

ます。 

 

D 委員： 

中学校でクラブをもっている先生は、授業を終わってからクラブでしょう。クラブの 

時間を短くするのですか。 

 

事務局： 

今の状況では、例えば 2 時間クラブをして、終わってから仕事に戻ります。 

 

D 委員： 

時間でいうと出来なくなりますよね。 

 

事務局： 

ですから、国、県は外部指導者を使いなさいとしています。 

 

D 委員： 

スクールサポートスタッフは、教員の免許を持っているのですか。 

 

事務局： 

一般の事務をされる方なので、先生でなくてもよいです。中には先生の免許を持た 

れている方もみえますが。 

 

C 委員： 

そういう方が入ったとしても、時間が軽減されるかというと減らないです。余計にそ 

の分仕事をする。先生の仕事はそういうものです、自分で決めないと。 

 

事務局： 

ここまでと決めないと。どこでもそれはあると思いますけれど。 

 

C 委員： 

16 時 30 分に帰ったとしてもきちんと仕事はできていました。けれど人数も増えると 

問題も増えますし、そのようにはいかないと思います。先生の考え方だと思う。 

 

事務局： 

健康管理医が言うのは、「時間ではない。その人がどういう気持ちで仕事をしている 

のか。クラブが負担になっていない先生もいる」。その通りなんですが、数字で表そう 

と思うと時間しかない。現場は難しいと重々分かっていますが。最後に虚偽の記録等、 
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持ち帰りの業務をしてはいけませんと書いています。 

 

D 委員： 

上限を超えても罰則はない。 

 

事務局： 

ないです。 

 

A 委員： 

健康医にかからないといけないんですね。 

 

教育長： 

いろいろとご意見等をいただきましたが、これを達成していくことは至難の業かもし 

れませんが、努力をしていくのは大事だと思います。 

 

～以降の審議事項は秘密会～ 

 

事務局： 

 【主な説明内容】 

  （８）社会教育委員の委嘱について 

    〇令和 2 年度から 2 年間委嘱する 6 名の委員の経歴等を説明 

  （９）公民館運営審議会委員の委嘱について 

    〇令和 2 年度から 2 年間委嘱する 5 名の委員の経歴等を説明 

  （10）令和２年第１回臨時会尾鷲市一般会計補正予算（案）について  

    〇11 月の教育委員会でご承認いただいた ICT 関係の予算であるが、機器借上料 

     と校内 LAN 環境機器整備のうち、校内 LAN 環境機器整備については、国庫 

     補助（公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金）を活用するた 

     め分離する。3 月 31 日開催の臨時議会に上程したい。 

     ・機器借上料については、入札により額が確定したため、債務負担行為額より 

落札額との差額である 24,411 千円を減額。 

     ・校内 LAN 環境機器整備については、新たに歳入 4,220 千円と歳出 8,375 千 

      円を計上 

     ・機器借上料は、5 ケ年リースであり、令和 2 年度当初予算額より落札額の 

      確定額の差額である 2,848 千円を減額する。 

 

 ～審議事項(8)(9)(10)について、承認～ 

 

教育長： 

では、その他にについてお願いします。 

 

事務局： 

 新型コロナウイルスの対策ですが、小中学校は4月6日に始業式をしてから入学式、 

幼稚園は 4 月 7 日に入園式の予定です。今のところ、給食も保護者のことを考えると
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実施すべき方向でと考えております。他に懸念することは消毒液が無くなってきてお

り、手に入りにくい状況です。マスクはこれまでの在庫と市からご提供いただいてい

るのもありますので、何とか対応ができると思います。今後国からどのような方針が

出てくるか分かりませが、状況が変わるようであれば、すぐにご連絡させていただき

ます。 

 

C 委員： 

入学式への参加はなしでよかったですね。 

 

事務局： 

保護者と在校生のみで行うため、来賓者なしになります。 

 

A 委員： 

先ほどの消毒液ですが、理科室の備品で作れないのでしょうか。 

 

教育長： 

アルコール本体が在庫切れで、理科室にも大量には置いていない。除菌水をご寄付い 

 ただける話もありますので、期待をしたいと思います。 

 

D 委員： 

石鹸での手洗いは、効果はないのでしょうか。 

 

B 委員： 

石鹸は効果がありますよね。 

 

教育長： 

まず手洗いを一生懸命にする。30 秒ほどの時間をかけて洗うといいらしいです。 

 

事務局： 

中央公民館や体育文化会館等の社会教育施設ですが、市が主催している公民館講座は 

全て中止にし、体育館でも体を動かす教室があるのですが全て中止にしています。 

3 月末まで予定していましたが、4 月以降も当面の間引き続き中止にします。 

貸館利用は、感染防止の観点から自粛要請をしております。公民館は高齢者の方々

の自主サークルが多いのですが、ほとんどが自主的に中止されています。ただし免許

更新やどうしてもその時期でないと、というものは一部開催しており、体育館につい

ても自粛要請はしていますが、実施されているグループもいます。今「3 密」と言われ

ておりますが、マスク、消毒などの感染防止のお願いをしております。 

図書館ですが、県立図書館は現在貸し出しのみを行っておりますが、尾鷲市立図書 

館は開館しております。しかし閲覧コーナーに長時間の滞在は控えてもらうように呼

びかけをしております。基本的には貸し出し中心です。学校が休校となってから本の貸

し出し数は若干増えております。ニーズもありますので現時点では、現状の対応を継続

しようと考えております。 
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教育長： 

自粛要請を聞いていただける団体と、そうでない団体がありますが、実施される団体 

については先ほどの対策を徹底していただくようにお願いしております。他に何かご

ざいませんか。 

 

D 委員： 

1 つだけよろしいでしょうか。3 年保育の件で。私は 3 年保育を実施して欲しいとい 

 う保護者の立場でさせていただいておりましたが、議会へ傍聴に行ったり、YouTube で   

議会を視聴したりして、勉強したこともたくさんありますし、本当に大変だったと思い 

ます。本当にお疲れさまでしたというか、ありがとうございました。結果としては、認 

定こども園について進め、きちんと決まったら尾鷲幼稚園はいずれ廃園という方向は 

変わらないと思いますが、認定こども園にする議論について、どのように行っていくの 

か決まっている範囲でお話していただきたいのですが。 

 

教育長： 

これから皆さんと相談しながら進めていきたいと思います。議会も終わって、いろい 

ろなご意見もいただいた直後ですので、我々も頭の中を整理して行っていきたいと思 

います。基本的には尾鷲幼稚園での 3 年保育は行わないというのが一つと、認定こど 

も園を設置する方向性は間違いないと思いますが、議論の中でどのようなものにして 

いきたいのかという我々の思いもありますし、それ以前にどういうものなのかという 

ことも周知をしていかないといけないので、そこら辺りも時間をかけながら、ゆっく 

りと進めていきたいと思います。尾鷲幼稚園の廃園については、そこを先に目指すわ 

けではなく、D 委員が言われたように、認定こども園が設置した段階で、ではどうす 

るかという話になりますので、我々は決して急いでいるわけではないことは分かって 

いただきたいと思います。これからの進め方については、教育委員の皆さまにもご相 

談させていただきながら進めたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

D 委員： 

ありがとうございます。 

 

教育長：   

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： 

  次回ですが、4 月 20 日前後に開催したいと思いますが、ご都合はいかがでしょうか。 

 

（日程調整） 

 

教育長： 

次回の教育委員会ですが、4 月 20 日の 10 時からでお願いします。それではこれで令 

和元年度第 12 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４９分閉会 


