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令和元年山武市教育委員会第９回定例会会議録 

 

１．日 時  令和元年９月19日（木）午後１時30分 

２．場 所  山武市教育委員会庁舎（会議室） 

３．招集者  山武市教育委員会 教育長 嘉瀬尚男 

４．議 題 

 

議決事項 

 議案第１号 令和元年度（平成30年度実施事業分）教育委員会事務の点検・評価 

       に関する報告書について 

 議案第２号 令和元年度山武市教育委員会顕彰被表彰者の決定について 

 議案第３号 山武市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の制定について 

 議案第４号 山武市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱を廃止する告示の制定 

       について 

 議案第５号 山武市学校給食センター管理規則の一部を改正する規則の制定につ 

       いて 

 議案第６号 令和２年度山武市幼稚園及びこども園（短児部）の園児募集につい 

       て 

 

協議事項 

 協議第１号 要保護及び準要保護児童生徒の認定について 

 協議第２号 令和元年度（秋）山武地区教育委員会連絡協議会表彰について 

 協議第３号 蓮沼中学校・松尾中学校学校統合実施計画策定について 

 

報告事項 

 報告第１号 校務支援システムの運用状況・ICT環境について 

 報告第２号 音楽発表会・ダンス発表会について 

 報告第３号 第12回山武市生涯学習振興大会開催について 

 報告第４号 令和元年度山武市スリランカ青少年招へい事業について 

 報告第５号 行事の共催・後援について 

 報告第６号 10月の行事予定について  
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出席委員  教育長      嘉瀬 尚男 

      教育長職務代理者 小野﨑 一男 

      委員       今関 百合 

      委員       清水 新次 

      委員       木島 弘喜 

      委員       渡邊 礼子 

 

欠席委員  なし 

 

出席した職員の職及び氏名 

教育部長 小川 宏治 

教育総務課長 鈴木 幸宏 

学校再編推進室長 川島 美雄 

学校教育課長 中村 正浩 

学校教育課指導室長 越川 幸夫 

生涯学習課長 神谷 英典 

スポーツ振興課長 大谷 広貴 

学校給食センター所長 仲村 由美子 

子育て支援課長 横地 博 

事務局 

教育総務課総務企画係主査補 鈴木 秀一 

教育総務課総務企画係主査補 齋藤 未希  
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◎開  会  午後１時30分 

教育長  今回の台風第15号の影響により、電気が市内でまだ約4,000戸は通って

いないところがあるとのことです。台風の被害への対応として、市では避

難所やブルーシート配布などで対応しています。職員の皆さんも災害対応

に当たるために割り振りがあり、いろいろなところに出向いています。ま

た、本日の16時から災害対応の庁議があり、これは毎日行っております。 

 本日の定例会ですが、それぞれの議案等説明は簡略化させていただき、

進行を早めていきたいと思いますので、ご協力お願いします。 

 それでは、教育委員会第９回定例会を始めます。 

                                      

◎日程第１ 会議録署名人の指名 

教育長  日程第１、会議録署名人の指名ですが、本日、清水委員を指名いたしま

す。よろしくお願いいたします。 

 

清水委員  はい。 

                                      

◎日程第２ 会議録の承認 

教育長  日程第２、会議録の承認、令和元年教育委員会第８回定例会の会議録に

ついて、事前に配付をしてありますが、いかがでしょうか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

教育長  異議ないようですので、教育委員会第８回定例会の会議録は承認といた

します。 

                                      

◎日程第３ 教育長報告 

教育長  日程第３、教育長報告です。 

 ２ページをご覧ください。８月23日から９月19日の期間です。 

 ８月23日、ニュージーランドに行っていた少年海外派遣団は無事に帰国

いたしました。 

 ８月28日、29日、教員の管理職選考の志願者面接。教育委員会の面接を

行っています。 

 ９月７日、中学校の体育祭。成東東中学校、蓮沼中学校、松尾中学校が

無事に終了しました。 

 ９月14日、蓮沼小学校の運動会。台風の被害があった後ということで心

配されましたが、蓮沼小学校は早くから学校が復旧しておりましたので、

半日のプログラムで運動会を実施いたしました。 

 ９月12日、庁議。台風第15号災害対応とありますが、これ以降、毎日、
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１日に２回程度、台風第15号対応のための庁議が行われているところでご

ざいます。 

 以上です。何か質問などありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  ありがとうございます。 

 それでは、議事に入ります。 

 本日の議題ですが、議案第２号、令和元年度山武市教育委員会顕彰被表

彰者の決定について、協議第１号、要保護及び準要保護児童生徒の認定に

ついて、協議第２号、令和元年度（秋）山武地区教育委員会連絡協議会表

彰について、これらは氏名等の内容が含まれており、公開することにより、

個人のプライバシーを侵害するおそれがあり、公開に適さない事項である

ことから、また、協議第３号、蓮沼中学校、松尾中学校学校統合実施計画

策定については、意思形成過程にあり、公開に適さない事項であることか

ら、教育委員会会議規則第12条の規定により秘密会としたいのですが、い

かがでしょうか。賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

 （全員挙手） 

教育長  挙手全員です。よって、議案第２号、協議第１号、協議第２号及び協議

第３号は秘密会とします。 

                                      

◎日程第４ 議決事項 

○議案第１号 

教育長  日程第４、議決事項に入ります。議案第１号、令和元年度（平成30年度

実施事業分）教育委員会事務の点検・評価に関する報告書について、事務

局からの説明をお願いいたします。 

 教育総務課長お願いします。 

 

教育総務課長  資料４ページをご覧ください。議案第１号、令和元年度（平成30年度実

施事業分）教育委員会事務の点検・評価の評価報告書でございます。報告

書については、別冊となっております。 

 提案理由ですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規

定によりまして、教育委員会事務の点検評価を行った結果に関する報告書

を決定しようとするものでございます。 

 別添報告書は、昨年度に実施いたしました８つの重点施策の活動取組の

内容及び結果につきまして、８月23日に学識経験者の意見をいただき、９

月５日に教育委員会の協議会において、教育委員の皆様に点検評価をいた
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だいたものを取りまとめ、作成したものでございます。 

 事務局といたしましては、今後、この点検評価の結果を活かして、各事

業の一層の改善に取り組んでまいりたいと考えております。 

 この報告書につきましては、本日、議決をいただけましたら、同法第26

条の規定に基づき、市議会に提出を予定しているとともに、ホームページ

に掲載し、公表する予定でございます。 

 以上、ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

教育長  ありがとうございます。別冊になっております報告書ですが、ご覧いた

だいておりますでしょうか。何かありましたらお願いします。 

 清水委員、お願いします。 

 

清水委員  山武市の人口減少、それから、少子高齢化が非常に顕著であり、活性化

ということが大きな課題になっているのだろうと思います。これは教育委

員会だけの問題ではなく、企画政策担当部署で、市の活性化をどう図って

いくのかということが大きな課題になっていると思います。 

 市の活性化に対して、教育委員会が果たす役割は非常に大きいと思いま

すので、いろいろな事業について、市の活性化により結びつけられるよう

な形で、他の部署との連携をより密にしていただければと思っております。 

 特に生涯スポーツや、老人福祉に関係のあるところは、利用向上の面か

らも有効であり、大いに使っていただければ、またお年寄りの方々の健康

が向上すると思います。 

 それから、文化財についてですが、単に文化財としての保存だけではな

く、観光資源として非常に有効性がありますので、観光サービス部門と密

接に連携をとっていくことが良いと思います。このような、市の活性化に

つながる部分で、他の部署との連携をより強めていただければと思ってお

ります。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。この件については、今後、そういった方向で協

議を進めてください。他にございますか。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  それでは、お諮りいたします。本議案に賛成する委員の挙手をお願いい

たします。 

 

 （全員挙手） 
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教育長  挙手全員です。よって、本議案は原案のとおり可決といたします。 

                                      

○議案第２号 

（議案第２号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第２号、令和元年度山武市教育委員会顕彰被表彰者の決定について、

ここから秘密会といたします。提案理由の説明をお願いいたします。 

 教育総務課長、お願いします。 

 

※教育総務課長から、資料に基づき内容を説明。 

 

※審議結果 原案のとおり可決 

 

教育長  ここで秘密会を解きます。 

                                      

○議案第３号 

教育長  議案第３号、山武市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の制定につ

いて、事務局からの説明をお願いします。 

 子育て支援課長お願いします。 

 

子育て支援課長  議案第３号、山武市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の制定につ

いて、ご説明を申し上げます。５ページをお開きください。 

 本規則の改正の提案理由ですが、市内に公立幼稚園を利用する、無償化

の対象となる子どもの保育料が無料となることから、本規則におきまして、

６ページのとおり、規則第30条の２から第31条まで４つの条文がございま

すが、こちらが無償化により不要となるため、条文を削ります。 

 また、規則第32条の２につきましては、こちらも無償化により、参照す

る先の規則の別表がなくなるため、今後は国の基準額とすること、併せて、

別記様式につきましても、番号等を整理し、所要の改正を行うものです。 

 最後に、附則の経過措置につきまして、本規則施行後も、９月までの保

育料分につきましては、従来の規則を適用し、滞納等の事業に適用させる

ものです。７ページ以降は、規則改正に係る新旧対照表となっております

ので、ご参照いただければと思います。 

 説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございました。無償化による法律改正に伴った規則改正とい

うことでございます。何かご質問等、ありますでしょうか。 

 よろしいですか。 
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 （「はい」の声あり） 

教育長  特にないようですので、お諮りいたします。本議案に賛成する委員の挙

手をお願いいたします。 

 

 （全員挙手） 

教育長  挙手全員。よって、本議案は原案のとおり可決といたします。 

                                      

○議案第４号 

教育長  議案第４号、山武市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱を廃止する告

示の制定について、提案理由の説明をお願いいたします。 

 子育て支援課長、お願いします。 

 

子育て支援課長  議案第４号になります。17ページをご覧ください。こちらが山武市私立

幼稚園就園奨励費補助金交付要綱を廃止する告示について、本要綱の廃止

による提案理由ですが、こちらも幼児教育無償化により、国の園児保護者

負担軽減事業であります、幼稚園就園奨励費補助事業が廃止されるため、

関連する本要綱も廃止するものです。 

 就園奨励費ですが、こちらは平成27年４月、子ども・子育て支援法施行

に伴い、幼稚園制度が法制定後の新制度に移行した園と、新制度に移行し

なかった園の２種類が現在、存在しております。こちらの大きな違いです

が、幼稚園保育料の決まり方が異なることです。新制度に移行しました幼

稚園につきましては、収入や世帯構成などを基に、各市町村が保育料を決

定するのに対しまして、新制度に移行しない幼稚園の保育料につきまして

は、各園独自で決定し、保護者の収入の多少に関係なく、一定となってお

ります。 

 そのため、園独自に決めた保育料に対し、その保護者への経済的負担を

軽減するため、就園奨励費補助金として支払われた制度でございます。こ

ちらにつきましては、年間所得額が一番少ない方で、上限で年間30万8,000

円を補助していたところでございます。こちらにつきましても、幼稚園無

償化により、この制度がなくなったため、要綱の廃止となります。 

 ただ、廃止期日につきましては、令和２年４月１日となっております。

これは、無償化は10月から始まりますが、９月までの補助金の確定事務等

が今後、３月頃まで引き続きございますので、廃止期日は令和２年４月１

日となります。 

 説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いします。 
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教育長  ありがとうございました。こちらも幼稚園の無償化に伴って、私立幼稚

園への補助金に関連する要綱が廃止されるというものでございます。 

 質問等、ございますか。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  特にないようですので、お諮りします。本議案に賛成する委員の挙手を

お願いいたします。 

 

 （全員挙手） 

教育長  挙手全員です。よって、本議案は原案のとおり可決といたします。 

                                      

○議案第５号 

教育長  議案第５号、山武市学校給食センター管理規則の一部を改正する規則の

制定について、提案理由の説明をお願いいたします。 

 学校給食センター所長、お願いします。 

 

学校給食センター所長 資料の22ページをご覧ください。 

 議案第５号、山武市学校給食センター管理規則の一部を改正する規則の

制定について、説明いたします。 

 提案する議案は、山武市学校給食センター管理規則の一部を改正する規

則です。施行期日は令和元年10月１日です。 

 提案理由は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が令和元年10

月１日から施行されることに伴い、食事の提供に要する費用の徴収にかか

る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が一部

改正することにより、所要の改正を行うもの及び第３条の表中において、

職員の職及び職務の変更に伴い、一部を改正するものです。詳細につきま

しては、資料の23ページから27ページの表のとおりです。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございました。ただいまの説明に対して、何かございますか。

よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  特にないようですので、お諮りします。本議案に賛成する委員の挙手を

お願いいたします。 

 

 （全員挙手） 
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教育長  挙手全員。よって、本議案は原案のとおり可決いたします。 

                                      

○議案第６号 

教育長  議案第６号、令和２年度山武市立幼稚園及びこども園（短児部）の園児

募集について、事務局から説明をお願いします。 

 子育て支援課長、お願いします。 

 

子育て支援課長  議案第６号、令和２年度山武市立幼稚園及びこども園（短児部）の園児

募集につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 こちらにつきましては、山武市立幼稚園管理規則第20条の規定により、

令和２年度山武市立幼稚園及びこども園（短児部）の園児募集について定

めるものです。 

 変更点は、昨年むつみのおか幼稚園がございましたが、園児募集を行う

園の一覧としては、日向幼稚園のみです。他には、各こども園の短児部で

す。入園の申込期間は12月２日から12月13日まで、募集人数につきまし

ては、中段にあるとおり、定員から、９月１日現在の在園人数を引いた人

数が、募集人数の予定となっております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

教育長  ありがとうございます。ただいまの園児募集について説明をいただきま

したが、何かございますか。 

 木島委員。 

 

木島委員  入園資格に「なんごうこども園を除く」とありますが。 

 

子育て支援課長  現在、なんごうこども園につきましては、４歳児、５歳児のみの受け入

れとなっております。園舎や保育士の人数の関係で、なんごうこども園は、

３歳児の受け入れをしておりませんので、このような表記になっています。 

 

木島委員  わかりました。 

 

教育長  よろしいですか。 

 清水委員。 

 

清水委員  希望者は全員入園できるのでしょうか。 

 

子育て支援課長  今のところ、短児部と幼稚園につきましては、希望された方については、
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全員入園しております。 

 

清水委員  わかりました。 

 

教育長  ほかにございますか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  ないようですので、お諮りします。本議案に賛成する委員の挙手をお願

いいたします。 

 

 （全員挙手） 

教育長  挙手全員です。よって、本議案は原案のとおり可決といたします。 

                                      

◎日程第５ 協議事項 

○協議第１号 

（協議第１号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  日程第５、協議事項。協議第１号、要保護及び準要保護児童生徒の認定

について、ここから秘密会といたします。 

 それでは、事務局からの説明をお願いいたします。 

 学校教育課長、お願いします。 

 

※学校教育課長から、資料に基づき内容を説明。 

 

※審議結果 原案のとおり認定 

                                      

○協議第２号 

（協議第２号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  協議第２号、令和元年度（秋）山武地区教育委員会連絡協議会表彰につ

いて、説明をお願いいたします。 

 教育総務課長、お願いします。 

 

※教育総務課長から、資料に基づき内容を説明。 

 

※審議結果 原案のとおり了承 

                                      

○協議第３号 

（協議第３号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 
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教育長  続いて、協議第３号、蓮沼中学校・松尾中学校学校統合実施計画策定に

ついて、説明をお願いいたします。 

 学校再編推進室長、お願いします。 

 

※学校再編推進室長から、資料に基づき内容を説明。 

 

※審議結果 原案のとおり了承 

 

教育長  ここで秘密会を解きます。 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第１号 

教育長  日程第６報告事項、報告第１号、校務支援システムの運用状況・ＩＣＴ

環境について報告をお願いいたします。学校教育課長、お願いします。 

 

学校教育課長  それでは１学期の状況についてご報告いたします。39ページをご覧くだ

さい。 

 初めに、校務支援システムの活用ですが、本年度、各学校と随時調整を

図りながら研修を実施しまして、校務支援システムがスムーズに活用でき

るようにしているところでございます。 

 次に、ＩＣＴ機器の活用につきましては、来年度から小学校で実施され

るプログラミング学習を念頭に置き、市内の全小中学校にグーグルクロー

ムからプログラミングツール「スクラッチ」をインストールいたしました。

これを使うことによってウェブ上での操作も可能となることからインスト

ールを行ったところです。授業方法についても、各学校に講師を派遣しま

して、研修を進めております。 

 また、各学校からＩＣＴ機器を利用した授業実践の報告、また、各教科

領域で使えるようなプリントワーク等を収集しています。こちらは市内共

有フォルダで公開する取り組みも継続しているところであります。 

 報告は以上となります。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。ただいまの報告について、何かご質問等ありま

すか。よろしいでしょうか。 

 説明がありました「スクラッチ」ですが、ウェブ上で誰でもできます。

皆さんも自宅からできますので、ぜひやってみてください。どんな感じで

プログラミングをやっていくのかというのを試してみてください。 
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○報告第２号 

教育長  それでは、報告第２号、音楽発表会・ダンス発表会について、お願いい

たします。学校教育課長、お願いします。 

 

学校教育課長  資料41ページをご覧ください。音楽発表会・ダンス発表会についての報

告をいたします。 

 今年度は、11月１日金曜日に、さんぶの森中央体育館を会場に音楽発表

会、ダンス発表会を開催する予定でございます。音楽発表会は午前８時か

ら正午、ダンス発表会は午後１時から２時半までを予定しているところで

す。 

 細かな日程につきましては、資料41ページ、42ページに記載してありま

すのでご確認ください。現在、子どもたちにとって充実した発表会になる

ように準備を進めているところでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

教育長  ありがとうございました。音楽発表会・ダンス発表会について、何かご

質問等ございますか。ないようですので、次の報告に移ります。 

                                      

○報告第３号 

教育長  報告第３号、第12回山武市生涯学習振興大会開催について、お願いいた

します。生涯学習課長、お願いします。 

 

生涯学習課長  資料48ページをご覧ください。第12回山武市生涯学習振興大会の開催に

ついて、ご報告させていただきます。 

 この件につきましては、教育委員会第８回定例会の際にご案内を差し上

げたとおりとなります。10月31日、13時30分から開演という形で、内容

はこちらに記載のとおりでございます。 

 出欠につきましては、この会議終了後、お伺いしたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 説明は以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。生涯学習振興大会について、何かご質問等ござ

いますか。ないようですので、次の報告に移ります。 

                                      

○報告第４号 

教育長  報告第４号、令和元年度山武市スリランカ青少年招へい事業についての

説明をお願いします。生涯学習課長、お願いします。 
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生涯学習課長  令和元年度山武市スリランカ青少年招へい事業についてご説明させてい

ただきます。資料の49ページをご覧ください。 

 本年度につきましても、青少年、男女１名ずつと随行者１名の計３名を

招へいしております。招へい期間は 10月 10日から 17日までの７泊８日で、

内ホームステイ３泊を予定しております。 

 今回の招へい者ですが、４番に記載してございます。１人は愛称がチャ

ンピカさんということで、17歳の800メートル走の選手で男子生徒です。

この方は国内の800メートル走のジュニアチャンピオンです。 

 続いて、２番目に記載のイシャーラさん。15歳の高跳びの選手の女子生

徒で、国内のチャンピオンです。また、アジアユース陸上競技大会にも出

場しており、優秀な成績をおさめている方です。 

 随行者はクマーリさんです。この方は、毎年山武市への派遣の際や、昨

年、教育委員の皆さんでスリランカ視察に行った際に教育省のアテンドを

している方です。今回、教育省の課長としていらっしゃいます。 

 ５番、事業の内容を記載してございますが、事業内容に変更等がござい

ますので、正式に決まりましたらお話をさせていただきたいと思います。 

 併せまして、今回、クマーリさんがいらっしゃるということで、別途皆

様にご案内を差し上げることがあると思いますので、その際はよろしくお

願いします。 

 説明は以上になります。 

 

教育長  ありがとうございました。 

 スリランカ青少年招へい事業について、何かございますか。よろしいで

しょうか。ないようですので、次の報告に移ります。 

                                      

○報告第５号 

教育長  では、続いて報告第５号、行事の共催・後援について、報告をお願いし

ます。教育総務課長、お願いします。 

 

教育総務課長  資料50ページをご覧ください。報告第５号は行事の共催・後援について

です。 

 今回、共催につきましては、第36回近隣小学校対抗駅伝大会が１件。後

援につきましては、バスケットボール大会のノースカップ2019と、第20回

成東写友会写真展の２件となります。 

 申請書につきましては、添付のとおりです。ご確認ください。 

 以上です。 
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教育長  ありがとうございます。それでは資料をご覧いただいて、何かあればお

願いいたします。 

 特によろしいですか。ないようですので、次の報告に移ります。 

                                      

○報告第６号 

教育長  それでは、報告第６号、10月の行事予定について報告をお願いします。

各所属長から順次お願いいたします。 

 

教育総務課長  報告第６号、10月の行事予定について、教育総務課からお知らせいたし

ます。10月１日、２日は市議会の決算審査特別委員会が開催されます。教

育部につきましては、２日が予定日となっております。 

 次回の教育委員会第10回定例会は、10月17日、午後１時半からを予定し

ております。よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

学校教育課長  続きまして、学校教育課です。10月１日、２日、教育事務所の指導室訪

問がございます。３日、教育支援委員会。９日、校長会議、11日、市小学

校球技大会が予定されております。17 日、教育委員会定例会に併せまして、

学校訪問、日向幼稚園を予定しております。25日、東上総教育事務所の指

導室訪問となっております。 

 以上です。 

 

学校再編推進室長 続きまして、学校再編推進室です。９月中に、日向小学校と山武西小学校の

ＰＴＡ・通学部会と代表者会議を行う予定でございましたが、台風第15号

の影響もあり、日程が定まってございません。予定では、10月中には全体

会議を開催する予定でございます。10月中にその会議の開催を行いたいと

思いますので、決まり次第、またご案内申し上げます。 

 以上です。 

 

生涯学習課長  続きまして、生涯学習課です。 

 24日、第61回全国社会教育研究大会が行われます。今回は、兵庫県で行

われますが、この大会の席上において、山武市の社会教育委員委員長が表

彰されることが決まっております。 

 以上です。 

 

スポーツ振興課長 続きまして、スポーツ振興課です。 
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 10月13日の市民体育祭でございますが、教育総務課の世界記録可視化事

業と併せまして、台風第15号の被害が甚大であるため、事業を中止するこ

とが決定しましたので、ご報告させていただきます。 

 併せまして、９月28日に予定しておりました歩け歩け大会も同様の理由

で中止となりました。 

 10月20日、成人体力測定事業を実施します。 

 以上でございます。 

 

子育て支援課長  続いて、子育て支援課です。 

 10月５日に各園の運動会を開催します。今のところ開催予定になってお

りますので、委員皆さんのご出席をよろしくお願いいたします。予備日は、

６日になっております。なお、17日、日向幼稚園訪問がありますので、よ

ろしくお願いいたします。18日、園長・副園長会議。28日、まつおこども

園の運動会がございますが、今のところ開催を予定しているところです。 

 30日、おおひらこども園保育等参観訪問。こちらは学校教育課等と参観

を行う予定です。 

 以上です。 

 

教育長  それでは、その他に報告すべき事項があればお願いします。指導室長、

お願いします。 

 

指導室長  別紙、山武市教育委員会ダイアリーについてでございます。記載のとお

りであります。特に３の市内学校情報の中で、夏休み期間中、大きな事故

等の報告はありません。２学期が始まっても大きなことで何か問題があっ

たという報告はございません。 

 また、先日の台風第15号の影響による学校の様子を報告させていただき

ます。 

 ９日朝に台風が上陸しまして、小中学校は、９日から 11 日までの３日間、

全校休校といたしました。翌12日から市内９校が再開しましたが、13日は

８校、山武北小学校に給食が提供できないこと、そして、まだ被災されて

いる方が多い家庭があったということで、山武北小学校はこの日は休校し、

８校となりました。 

 週が明けまして、17日には、日向小学校、睦岡小学校、山武西小学校の

３校を休校としました。 

 18日から全校登校となりました。ただし、現在、今朝の時点で停電して

いる学校が５校あります。日向小学校、睦岡小学校、山武西小学校、成東

中学校、山武中学校の５校が、朝の時点で停電していました。昨日から、
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電源車を配置しています。先ほどの情報によりますと、日向小学校と睦岡

小学校は電気が来ているということですので、今日の夕方に復旧見込みで

あります。 

 児童生徒の欠席状況につきましては、避難されている方と、また登校で

きる環境が整っていないということで、山武中学校は24名。睦岡小学校は

８名。日向小学校で16名。他の学校は０名から１名となっています。これ

については、十分配慮して、欠席扱いにしないということを全校共通で行

っております。 

 また、特に被害が大きかった学校の児童生徒については、登校後、様子

を見て、心のケアをしていきたいと思っております。以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。教育委員会ダイアリーや、現在の学校の状況に

ついてご質問等はありますか。 

 

小野﨑委員  建物の被害が大きかった学校はどこですか。 

 

指導室長  全校、すぐ初期調査したところ、ほとんど全ての学校が被害を受けてお

ります。特に被害が大きい学校は、鳴浜小学校。職員室等の天井がほぼ吹

き飛んでおりました。また、松尾中学校の天井や、成東東中学校のフェン

スが全部倒れるなどしていました。倒木の被害が大きく、何らか全ての学

校に被害がありました。 

 

清水委員  子どもたちの人的被害はどうですか。 

 

指導室長  報告はありません。 

 

清水委員  熱中症で倒れたなどということはなかったのでしょうか。 

 

指導室長  ありませんでした。 

 

教育長  他にはよろしいですか。 

 

生涯学習課長  社会教育施設の状況について報告いたします。 

 今現在、通常開館していない施設は、さんぶの森中央会館、さんぶの森

図書館です。また、さんぶの森ホールは、もともと改修中ということで休

館中です。 

 ただ、さんぶの森中央会館とさんぶの森図書館につきましては、いまだ
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停電ということで開館していません。ただ、さんぶの森中央会館につきま

しては、避難所とするために、電源車を配置し、電源を供給していただい

ております。避難所が閉鎖されなければ、開館はできません。 

 施設の被災としましては、松尾ＩＴ保健福祉センターの屋根が一部損傷

してございます。ただ、これに伴う松尾図書館や松尾藩資料館等への影響

はございませんでした。 

 以上です。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課所管の社会体育施設についてでございますが、施設の被害と

しては、蓮沼しおさい館の屋根瓦の破損や雨漏りといった被害がございま

した。 

 開館状況としましては、松尾運動公園テニスコートの照明が破損し、器

具がぶら下がっており、危ない状態でございますので、テニスコートは使

用を中止しておりますが、その他の施設については通常どおり利用できる

状態でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。教育部長、お願いします。 

 

教育部長  総務部長から、昨日の全員協議会で、市全体の取り組みや被害の状況の

報告がありましたので、それについてここで報告させていただきます。 

 ８日から９日にかけての台風の襲来でしたが、災害対策本部を設置した

のは13日からとなっております。それまで、被災を受けて停電が起こって

いましたが、12日に災害救助法の適用となったところから、13日に災害対

策本部を設置したということでございます。 

 その後は、消防団、消防署、自衛隊等の関係機関の協力を得ながらの対

応になっています。10日からは経済産業省の職員、東京電力の職員、15日

からは千葉県の職員も市役所に常駐し、連絡調整に当たっていただいてお

ります。市役所正面玄関に、災害対策の窓口を設置しておりますが、そこ

にも東京電力の職員に出ていただき、対応していただいております。 

 全容はまだ、どのぐらいの被害程度なのかという調査ができていないた

め、全体の調査はこれからとなります。個々のこれまでの状況の説明をい

たしますと、まず、家屋の被災状況については、現在の罹災証明、家屋、

住家の被害の証明書の発行部数が232件となっています。判定済みの被害に

つきましては、建物被害が、全壊が２件、半壊が２件、一部破損が181件と

なっています。倉庫など居宅以外での被害の被災証明書については、120件

の受け付けをしている状況です。 

 農業関係は、こちらも施設と農作物は多大なる被害です。本日の経済環
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境部からの報告によると、17日現在で山武市の農作物の被害は３億8,000万

円、施設被害は10億2,000万円という説明がありました。また、千葉県全

体で農作物は８億5,400万円、施設は28億1,000万円という数字が出ており、

いかに山武市が多いかがわかる数字です。 

 次に、停電の状況です。昨日の段階で、6,900戸という報告でしたが、現

在は、4,000戸ぐらいまで減っているとのことです。市長、副市長から、市

の停電状態の改善や進捗の促進を促しているとのことですので、大分ペー

スを上げていただいているという状況です。 

 また、停電の影響により、介護施設、水道施設及び小中学校は運営がで

きませんので、電源車を配置しております。市内に22台配置されておりま

すが、昨日の段階で、さらに10台を依頼している状況です。 

 道路関係は、県道が２カ所、通行止めになっていましたが、昨日の段階

で解消しているということです。市道は10カ所が通行止めになっている状

況です。 

 水道については、山武郡市広域水道企業団の給水エリアである成東、松

尾、蓮沼区域は、給水は復旧しております。山武市水道は自家発電ですの

で、給水は通常どおり行っていますが、停電が復旧しておらず井戸水を使

っている家庭は、断水状態がまだ続いている世帯もあるという状況でござ

います。 

 通信関係については、電話はほぼ復旧しています。ただ、携帯電話がな

かなか繋がらない状況ですので、ＮＴＴドコモやソフトバンクに、臨時の

移動基地局を設置していただいているところです。 

 防災無線については、停電エリアにおいてはバッテリーが切れ、防災無

線の放送ができなくなっている家庭もあるため、広報車を走らせ、市の情

報を伝えているところでございます。また、市のホームページで情報更新

を早め、どんどん新しい災害の情報と、復旧活動に関する情報を流すよう

にしています。加えて、教育委員会も13日からツイッターを立ち上げまし

て、よりコンパクトに、より早く情報を発信しようという取り組みです。 

 避難所については、当初４カ所を設置していましたが、新たに４カ所を

設けました。当初は暑さ対策で、冷房の効く施設を開放しようということ

で、８日に各旧町村単位で設置しておりましたが、蓮沼地区の電気、水道

が復旧した時点で、蓮沼の避難所を閉鎖しました。その後、災害対策本部

を立ち上げた後、暑さ対策の避難所という意味合いと、一昨日に大雨のお

それがあるということで、避難所を４カ所開設しました。その避難所を閉

鎖した後、避難所となっているのは、成東保健福祉センターとさんぶの森

中央会館、松尾ＩＴ保健福祉センターの３カ所で、平均すると約20名の方

が避難しております。 
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 給水活動については、避難所となっている場所の他に、あららぎ館や、

水道が復旧しました山武地区の学校で給水を行っております。 

 また、携帯電話の充電については、市役所、松尾ＩＴ保健福祉センター、

あららぎ館、さんぶの森中央会館、山武北小学校など、他にもいくつかの

学校で電源の開放をしている状況です。 

 続いて、災害廃棄物の受け入れについてです。家庭からのごみは、通常

どおり回収が可能となりました。被災ごみは、18日から蓮沼と山武の２カ

所で受け入れを開始しております。受け入れをできるものについては、瓦

や壁など、災害に限定したものとなっております。 

 被災者への対応としまして、保健福祉部職員、地域包括支援センター職

員、民生委員、社会福祉協議会のボランティア等による生存確認、健康状

態の確認を行っています。また、乳幼児のいる家庭への安否確認を併せて

行っているということです。 

 ブルーシートの配布について、屋根瓦が飛んでしまった家庭に対して、

３カ所で配布しており、現時点で累計約１万枚の配布をしております。た

だ、特にご高齢の方については、ブルーシートを張れないという声がかな

りあり、また、業者もなかなか手配できず、ボランティアの方もなかなか

できないという現状があり、実際に張ることが難しいという現状があり、

課題の１つであると感じています。 

 最後に、災害協定を静岡県の牧之原市、茨城県の常総市と結んでおり、

牧之原市、常総市から協定に基づき、ブルーシートや飲料水を送っていた

だいております。その他に東日本大震災のときからの災害協定のある大船

渡市からも支援物資をいただいており、多くの団体や皆様から、物資の提

供をいただいている状況でございます。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。何か聞きたいことなどありますでしょうか。 

 

木島委員  １点よろしいですか。ブルーシートを張るなどの名目で、高額料金を請

求する業者があるようですので、住民に周知していただくなどして、対応

していただけたらと思います。 

 

教育部長  炊き出しと洗濯機設置について報告します。 

 まず、炊き出しについてです。急遽、14日の午後３時から炊き出しをす

るということで、給食センターは、業務委託契約書に、災害時には炊き出

し等も対応するということが記載されていたため、それに基づき急遽炊き

出しをお願いしました。そこから調理員の方を集め、通常で作れる最大食
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数である2,400食をつくり、午後６時には炊き出しのおにぎりを配ることが

できました。炊き出しは、３日間続けて行いました。 

 また、さんぶの森中央会館で、経済産業省からいただいた洗濯機を20台

設置することになり、水道、電気の引き込みや排水管の接続について、急

遽さんぶの森公園管理事務所が対応し、翌日の午前中に20台の洗濯機が設

置できました。以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 

教育総務課長  教育総務課から報告します。先ほど学校教育課から学校の被害の話があ

りましたが、鳴浜小学校の職員室と特別教室の屋根が全部飛ばされてしま

い、それが一番大きな被害です。また、松尾中学校の屋根の破損もあるな

ど、山武西小学校以外の全ての学校で被害を受けています。また、避難所

や充電施設、自衛隊のお風呂や給水の対応で、１日延べ18人、教育部から

出向いており、毎日それが続いている状況でございます。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。子育て支援課長、お願いします。 

 

子育て支援課長  こども園、幼稚園及び学童クラブの状況についてです。こども園につい

ては、９日、これは朝のうちに一度、子どもを受け入れましたが、その後、

断水や停電があったため、保護者には、早く迎えに来ていただくようお願

いをしております。 

 それ以外には、日向幼稚園については、電源車が17日に配置されました

が、園の内部電源で、碍子という絶縁体の部分が故障し、それを修理しな

いと電源車がつなげないということだったので、２日後の19日の朝からつ

ながりました。先ほど学校教育課から連絡があったとおり、日向小学校に

電気が通ったということなので、１日だけの使用になる予定でございます。 

 日向保育園については、いまだに停電しており、電源車は今日の午後に

配置する予定となっております。保育関係につきましては、このような状

況になっています。 

 学童クラブについては、各小学校に合わせて再開しております。ただ、

睦岡小学校のみ、電源車が19時までしか使えないため、18時30分で終了し

ております。また、日向小学校と山武西小学校については、電源車が24時

間使用できますので、通常どおり行っております。 

 以上です。 
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教育長  ありがとうございます。他はよろしいですか。ないようですので、以上

で教育委員会第９回定例会を終了といたします。お疲れさまでした。 

                                      

◎閉  会  午後２時50分 


