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令和元年山武市教育委員会第６回定例会会議録 

 

１．日 時  令和元年６月20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 山武市教育支援委員会委員の委嘱について 

 

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 

 

報告事項 

 報告第１号 山武市議会第２回定例会の報告について 

 報告第２号 山武郡市小学校陸上競技大会結果について 

 報告第３号 日向小学校・山武西小学校学校統合準備委員会の進捗状況について 

 報告第４号 令和元年度山武市少年海外派遣事業申込状況について 

 報告第５号 行事の共催・後援について 

 報告第６号 ７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 

事務局 

教育総務課総務企画係係長 鵜澤 秀己 

教育総務課総務企画係主査補 鈴木 秀一 
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◎開  会  午後１時30分 

教育長  午前中の成東小学校の訪問、お疲れさまでした。成東小学校は、各学年

２クラスということで、１クラスずつ見る時間は大変短かったのですが、

大きい規模の学校の方が色々な面で活気ある部分も多かったという感じを

受けました。今年度、これから幾つか学校訪問がありますが、よろしくお

願いしたいと思います。 

 それでは、ただいまから令和元年教育委員会第６回定例会を開会いたし

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を行います。本日、木島委員を指名いた

します。よろしくお願いいたします。 

 

木島委員  よろしくお願いします。 

                                      

◎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５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、皆様、いかがでしょうか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

教育長  異議ないようなので、教育委員会第５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。私から報告いたします。資料の１ページ目です。

教育長報告は、５月24日から６月20日の本日までとなります。 

 ５月24日、教育長面談。今年度新たに教育委員会に異動となった職員の

皆さんと面談をしております。 

 ５月25日、日向小学校の運動会ですが、この日は他にも６校の運動会が

開催されており、日向小学校の運動会参加後、各校を回らせていただきま

した。 

 ５月26日、山武市ボランティア連絡協議会総会が松尾ＩＴ保健福祉セン

ターで開催され、出席しました。 

 ５月27日、教育委員会事務の点検・評価で、部内評価を行いました。 

 同日、手をつなぐ親の会総会が大会議室で開催され、出席しました。 

 ５月28日、この日、議会運営委員会が開催され、一般質問の通告が出そ

ろいましたので、それに対する調整会議を行いました。 
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 ５月29日、教育委員会事務の点検・評価、先ほどの部内評価の２日目で

ございます。 

 ５月31日、６月１日ですが、関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会

及び研修会（山梨大会）が山梨県の北杜市で開催され、小野﨑委員、木島

委員と出席しました。 

 ６月４日、市議会第２回定例会の開会日。議案の上程・説明等がござい

ました。議案第１号、議案第２号で教育委員会教育長及び教育委員の承認

ということで人事案件がございまして、同日、採決がなされました。教育

委員会教育長として私が、また教育委員として今関委員が再任されました。

今後ともよろしくお願いいたします。議会終了後は庁議、そしてオリ・パ

ラ戦略推進本部会議がございました。 

 ６月６日、新千葉タイムス（峠氏）来庁は、私の再任に対しての取材で

お見えになりました。 

 ６月７日、部内政策会議と教育委員会第６回定例会の事前打ち合わせが

ございました。 

 ６月８日、青少年育成市民会議総会が開催され、出席しました。 

 ６月11日、定例の校長会議が行われました。 

 ６月13日、６月14日、議会の一般質問がございました。13日に能勢議

員、14日は深沢議員及び並木議員から質問がございました。後ほど報告が

あります。 

 ６月17日、第１回山武市立松尾小学校学校運営協議会がございました。

これは統合により松尾小学校がコミュニティ・スクールを導入しており、

第１回目の開催でございます。この日、松尾小学校の学校運営方針につい

て承認をいただきました。 

 ６月18日、文教厚生常任委員会が開催され、教育部では補正予算の審議

がなされ、承認をいただきました。その後、庁議が行われました。 

 ６月19日、行政組合教育委員会臨時会がございました。平成30年度の

事務の点検・評価に関するものでございます。その後、山武警察署管内の

学警連総会及び懇親会が行われました。臨時会があったため、懇親会のみ

出席をしてまいりました。 

 ６月20日、本日ですが、午前中は学校訪問。そして教育委員会第６回定

例会の開催でございます。 

 教育長報告は、以上でございます。ご質問等よろしくお願いします。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。 
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 本日の議題ですが、議案第１号、山武市教育支援委員会委員の委嘱につ

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、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、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１号、協議第１号は秘密会といたします。 

                                      

◎日程第４ 議決事項 

○議案第１号（秘密会につき、概要と結果のみ記載） 

教育長  日程第４、議決事項。議案第１号、山武市教育支援委員会委員の委嘱に

ついて、ここからは秘密会といたします。それでは、提案理由を事務局の

から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 原案のとおり可決 

                                      

◎日程第５ 協議事項 

○協議第１号（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、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 原案のとおり同意。 

                                      

◎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、山武市議会第２回定例会の報告につ

いて。ここで秘密会を解かせていただきます。それでは、事務局から報告

をお願いいたします。教育部長、お願いします。 

 

教育部長  報告第１号、山武市議会第２回定例会の報告でございます。私から、今

回、６月の議会でございますが、教育委員会に対する一般質問について報
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告をさせていただきます。３ページからとなります。 

 ６ページ目をご覧ください。市議会定例会での一般質問の通告一覧に

なっております。８人の議員から通告がありました。そのうち教育委員会

関連の質問をされた議員が、２番目のさんむ21の能勢議員、６番目の公明

党の深沢議員、８番目の並木幹男議員ということで、３人の方から質問を

いただきました。 

 別紙になりますが、会議録の抜粋ということでまとめてございますので、

その中から要約してご説明をさせていただきます。 

 まず、能勢議員からの質問でございます。統廃合の問題ということでの

質問です。まず、成東中学校と成東東中学校の統廃合についての総合教育

会議の開催状況についての質問でございました。私から、30年度は２回会

議を行いまして、８月28日に１回目、この会議において成東中学校、成東

東中学校について今後生徒数の減少が見込まれているということから、統

合という方向性で市長と教育委員会の考えが一致したという会議内容に

なっているという話をさせていただきました。２回目は31年の２月１日に

総合教育会議を行いました。ここでは、成東中学校、成東東中学校の統合

問題について継続協議をするという答弁をさせていただきました。 

 ２問目の質問です。引き続きまして統廃合の関係です。市長から、９月

議会での答弁で、令和２年の３月までに方向性を決めると言っているが、

それが間違いないかという質問でした。令和元年度中に方向性が示せる調

整をしてまいりますというのが市長の答弁でございます。 

 ３つ目として、その方向性を決めるときに、地区毎に説明会を開いて方

向性を定めるべきではないかという提案がございました。それに対しまし

て、市長から、地域の意見を聞くということは考えている。多くの人が集

まってもらうような工夫を考えているという答弁がございました。 

 質問４つ目です。３番目の質問と同様な質問になりますが、地区毎に説

明会を開催する気持ちはあるかという質問でございました。地区毎という

ことも工夫したいと考えているという答弁が市長からございました。 

 能勢議員からは、今年度中というのはもう何カ月もないので、早く進め

てもらいたいという趣旨の要望やご意見がありました。 

 ５つ目として、元々の全体の質問は、議会答弁後の対応がどうなってい

るのかという質問でしたが、それと関連して、教育委員会への質問でした。

統廃合の件と、食虫植物群落の環境整備についてでした。昨年12月に質問

をしていただいた部分は、その後どうなっているかという質問でした。私

から、100周年に向けて柵をつくりたいというような答弁をさせていただき

ました。現状の取り組みとして、柵の設置に向け、未整備範囲の調査、柵

の仕様の検証、費用積算などを行い、来年度の工事着工に向けての準備を
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しているという状況を報告させていただきました。 

 以上が能勢議員の質問になります。 

 続きまして、深沢誠議員からの質問になります。 

 質問の１つ目になりますが、区域外就学についての質問です。特例とし

て認められているその規程の内容や、どういう規程で認められているのか

などのご質問になりました。 

 ３ページをご覧ください。私から、区域外就学の申請理由としまして、

自宅に帰っても誰もいないなど、家庭に関する事情や、転居の予定、通学

距離の問題など、住居に関する理由、また、いじめや保護事情で部活動な

どという教育的配慮などの３つが主な申請理由になっているということを

答弁いたしました。また、申請の期間について、毎年度申請していただく

ような形になっているという答弁をいたしました。 

 ２問目の質問としまして、区域外就学を認められた理由が消滅した場合

の取り扱いについてでした。元在籍していた学校に戻った場合、制服や

ジャージが変わってしまうが、子どもの気持ちを考えれば、みんなと同じ

ものを着せたいというのは無理からぬ話であるので、買い直すための経済

的な負担がないような対策があるのかという質問でございました。私から、

新たな負担が生じることがないように、前の制服でもよいというルールが

あるので、買い直しのための経済的な補助はしていないという状況の説明

をさせていただきました。 

 ３つ目の質問になります。区域外就学を認めるということは、柔軟な対

応ですばらしいと思うが、その理由が消滅してしまう理由も様々であり、

なぜそうなったか、そこまで踏み込んで子どもの気持ちに寄り添う教育的

な配慮をお願いしたいという要望に対する教育長のお考えをお聞かせいた

だきたいという質問でございました。教育長から、さまざまな理由から申

請理由が解消・消滅した場合につきましては、教育委員会ではどのような

要因から承諾要件を満たさなくなってしまったのか、また、これからどう

したらよいのかを伺った中で、承諾基準を総合的に勘案しながら丁寧な対

応をしていきたいと考えていますという答弁をしていただきました。 

 ４つ目、子ども議会に関する質問でした。公明党から子ども議会の開催

についてご質問いただいているというので、今現在の進捗状況、その後の

取り組みはどうかという質問でございました。４ページをご覧ください。

市長からの答弁になります。議会形式で行う緊張感、議員体験、議場の雰

囲気というものを、市長とすれば体験させたいという気持ちも、思いもあ

る。さまざまな開催に向けての課題も考えられるので、市内の各小学校の

状況などを勘案しながら、開催に向け、教育委員会にお願いしており、開

催の形式も含め、現在、調整を進めているところであるという答弁をして
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いただきました。 

 ５つ目は、公営塾に関する質問でした。公営塾を開いた目的等を今一度

教えてくださいという質問でございました。私から、現在、公営塾は教育

委員会で取り組んでいる事業と保健福祉部が取り組んでいる事業の２つが

あるということを説明させていただきました。教育委員会の公営塾につき

ましては、松尾高校の魅力化と地域活性化を図ることを目的として28年度

から開始したもので、29年度からは松尾高校だけではなく近隣の高校や市

内の小中学生も対象として事業を行っているものです。概要としては、自

習室を常設ということ、それと派遣講師による学習支援を週２回行ってい

る。その他に各種講座も開催しているという状況と、利用者数の報告をさ

せていただきました。保健福祉部の公営塾の取り組みにつきましては、要

保護・準要保護家庭での「貧困の連鎖」を断つべく中学生に対する支援と

して、高校進学を目的とした学習支援を行っているということになります。

昨年度は、のぎくプラザ、山武中学校、松尾公民館の３会場で各15回ずつ

の学習教室を開催したという状況を報告させていただきました。 

 ５ページ目をご覧ください。並木幹男議員から就学援助に関する質問で

ございます。2019年度から要保護の拡充ということで、就学援助費が拡大

されたということの例示をしていただいて、これに対して準要保護の制度

も拡充すべきではないかという考えについての質問がございました。私か

ら、その例示で挙げられた入学準備金、卒業アルバム代、修学旅行につき

まして、それぞれ答弁させていただきました。入学準備金の単価の改定に

つきましては、額の改正を同じように行っていきたいという答弁をさせて

いただきました。卒業アルバム代については、今回、新規で入ってきた項

目でございます。これについては、要保護・準要保護とそれぞれ支給対象

になっておりません。今後は追加していきたという答弁をさせていただき

ました。修学旅行費につきましては、市では現在実費負担をしております

が、現在国で支給している平均補助額と比べても、市で行っている実費負

担のほうが、対象者の負担軽減をしている状況なので、今後も実費負担で

補助していきたいという、そういう答弁をさせていただきました。 

 今回の第２回定例会での教育委員会関連の質疑等についての報告は以上

です。 

 

教育長  ありがとうございます。ただいまの報告について、何かお聞きになりた

いことはありますか。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 
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○報告第２号 

教育長  それでは、報告第２号、山武郡市小学校陸上競技大会の結果について、

報告をお願いいたします。指導室長、お願いします。 

 

指導室長  報告第２号、山武郡市小学校陸上競技大会の結果についてであります。

資料は７ページからになります。 

 令和元年６月４日に横芝光町ふれあい坂田池公園陸上競技場を会場に行

われました。７ページは学校毎の得点の一覧であります。上半分が男子、

下半分が女子となっております。山武市内の学校は、男女別、男女総合で

６位に入賞する学校はありませんでしたが、成東小学校が７位、日向小学

校が８位と、あと一歩でありました。ちなみに、男女総合では東金市の城

西小学校が優勝、東金東小学校が準優勝という結果でした。 

 次の８ページですが、こちらは５、６年生の男子の結果であります。本

市の代表として出場した５年生男子で、80メートルハードルで大富小学校

の芹川君が１位、６年生男子の 100 メートルで成東小学校の増田君が２位、

蓮沼小学校の石橋君が３位でした。 

 次の９ページは、女子の結果です。女子は比較的入賞者が多く、鳴浜小

学校の鈴木さんが６年生の80メートルハードル、走り幅跳びで両方とも１

位。日向小学校の宮島さんが６年生の100メートル、150メートルともに１

位。山武西小学校の伊藤さんが６年生の100メートル、150メートルともに

２位でした。 

 結果については以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。陸上競技大会の結果について報告をいただきま

した。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第３号 

教育長  続いて、報告第３号、日向小学校・山武西小学校学校統合準備委員会の

進捗状況について、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 日向小学校・山武西小学校学校統合準備委員会の進捗状況を報告いたします。

資料９の２ページをご覧ください。 

 まず、総務部会でございますが、統合小学校の校名候補の選定について

を議題といたしまして、２回の会議を開催いたしました。第１回の総務部

会は、５月31日に行いました。校名候補の選定に当たっては、準備委員会
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での案を示さない形で、校名候補について公募することといたしました。

また、公募の範囲は、学区内といたします。周知の方法については、回覧

及び日向・山武西の両小学校、日向幼稚園、日向保育園の児童、園児を通

じての配布に加えまして、市のホームページとなります。投票の方法でご

ざいますが、日向・山武西小学校や公共機関などへの投票箱の設置に加え

て、郵送、ファクス、メールといたします。 

 下段でございますが、こちらは６月17日に行われました第２回総務部会

での結果となります。これは、前回会議での決定事項を確認した上で、公

募期間を７月１日から８月９日までとすることとなりました。12月の市議

会への学校設置条例一部改正案の提出を予定してございますことから、事

務局における集計は８月中に終え、９月上旬には総務部会の案を確定し、

10月中を目途に統合準備委員会の案を教育委員会に報告するスケジュール

について、委員の皆様と共有しました。また、校名の結果を見て具体的な

検討となりますが、校章や校歌についても議題といたしました。この中で

は、意見交換を行ったところでございます。場所も変わり、新たにスター

トするので、新しいものにしてみてはどうかといった意見が上がったとこ

ろでございます。 

 次のページをご覧ください。ＰＴＡ・通学部会でございます。６月11日

に第１回の会議を開催いたしました。通学路・通学方法についてを議題と

いたしました。初めに、統合小学校への主な路線の確認を行いました。こ

の主な路線を中心に危険箇所の対策をすることとなりますが、今後、交通

安全プログラムとの連携をしながら行っていくといったことについて、委

員の皆様と共有を図った次第でございます。また、通学方法を検討するに

当たって、車での送迎の実態も各小学校から伺ったところでございます。

日頃から、日向小学校は３割、山武西小学校は５割の児童が、保護者が送

迎しているということでございます。雨の日はさらに増えるということで

ございました。今後、様々な事柄を勘案しながら、スクールバスの運行に

ついて具体的な案を検討していくこととなります。 

 議題の２、ＰＴＡ組織及び議題の３、体操服の選定につきましては、主

な協議内容は記載のとおりとなります。 

 報告は以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。ただいまの進捗状況についてはいかがでしょう

か。 

 

木島委員  校名候補について公募をするということについて、必ずしも一番多かっ

たものが採用されるということではないですね。幾つか選んだ中から審査
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をするということでしょうか。 

 

学校再編推進室長 必ずしも多数のものを決定するものではございません。その中で良いものを

審議してまいります。 

 

木島委員  わかりました。 

 

教育長  他はよろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第４号 

教育長  報告第４号、令和元年度山武市少年海外派遣事業申込状況についてをお

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  報告第４号、令和元年度山武市少年海外派遣事業申込状況について報告

させていただきます。資料は10ページになります。今年度は、定員18名

に対しまして中学生14名、高校生１名、計15名の応募がございました。

これらの応募者に対しましては、６月９日、日曜日に面接審査を行いまし

て、全員派遣に対し問題ないと判断し、今回、全員の合格とさせていただ

きました。 

 今後は、７月４日に結団式、第１回目の事前研修を行い、３回の事前研

修を経た後に、８月16日からニュージーランドへ出発し、帰国は23日の

予定となっております。帰国式等につきましては、後日、皆様にご案内い

たします。その際は、よろしくお願いします。 

 また、帰国後につきましては、事後研修を経まして、今年は10月31日

木曜日に生涯学習振興大会を予定してございます。その場で、今回の研修

の成果を発表していただくことと考えております。その際も、出席をよろ

しくお願いします。 

 以上になります。 

 

教育長  ありがとうございました。ニュージーランドの派遣についてはいかがで

しょうか。 

 

小野﨑委員  希望者が少なくて残念ですね。 

 

生涯学習課長  今回の定員割れの理由としましては、今年３月にニュージーランドの銃
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乱射事件があったことと併せまして、４月にはスリランカの連続爆破テロ

もございました。そういったことを考えて、躊躇する保護者がいらっしゃ

ると聞いております。 

 

教育長  よろしいですか。ありがとうございます。 

                                      

○報告第５号 

教育長  それでは、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11ページです。報告第５号、共催・後援です。今回、報告します共

催は７件、後援５件となっています。11ページをご覧いただきまして、上

から５番目までは千葉県小中学校体育連盟山武支部が主催する行事となっ

ております。１番目から、山武郡市小学校陸上競技大会、山武郡市中学校

総合体育大会兼千葉県中学校総合体育大会予選、山武郡市小学校体操競技

大会、山武郡市秋季大会、山武郡市小学校球技大会について共催を承認し

ております。６番目の星の村キャンプは例年行われているものであり、青

少年相談員が主催しており、さんぶの森公園で実施し共催としています。

最後に、少年海外派遣団事業です。ニュージーランド派遣について、共催

を承認しております。 

 なお、資料で、13、14ページに予算（案）がございますが、千葉県小中

学校体育連盟山武支部主催の行事は全てこの予算（案）が添付されており

ますので、13、14ページに一括して添付してございます。 

 後援については、青少年のつどい大会、こちらはドッジボール大会とい

うことで、さんぶの森中央体育館で行われます。それから国際交流＆イン

グリッシュキャンプ、これは宮城県の復興支援センターが主催ということ

で、場所は小見川青少年の家などとなっており、後援を承認しております。

３番目が「ひきこもり その背景にあるもの」となっており、これは特定

非営利活動法人リンクが主催しており、のぎくプラザ視聴覚室で公開講座

「現代社会の心と身体と環境を考える」を行うものとなっており、後援を

承認しています。４番目は、夏期心理リハビリテイション研修会というこ

とで、千葉県心理リハビリテイション連絡会が主催しており、場所が６カ

所ありますが、山武市内では浪川荘が該当し、後援を承認しております。

最後５番目は、山武市ソフトテニス大会です。山武市ソフトテニス協会が

主催し、成東総合運動公園テニスコートで開催するもので、後援を承認し

ております。 

 以上、共催７件、後援５件について承認しております。 
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教育長  ありがとうございます。行事の共催・後援について何かご質問等ござい

ますでしょうか。資料がついておりますので、ぜひご覧ください。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。 

                                      

○報告第６号 

教育長  それでは報告第６号、７月の行事予定について、各所属長から順次報告

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  45ページをご覧ください。子育て支援課と教育総務課の報告をします。 

 ７月９日、なんごうこども園保育参観。12日が、なるとうこども園保育

参観です。18日、教育委員会第７回定例会で、７月の定例教育委員会をこ

の場所で行う予定です。19日は園長・副園長会議。また、７月下旬若しく

は８月中旬のお盆前までに総合教育会議を開催したいと考えておりますの

で、ご承知おきいただきたいと思います。 

 教育総務課は以上です。 

 

学校教育課長  続きまして、学校教育課です。１日、東上総教育事務所の所長訪問とな

ります。午前は松尾小学校、午後は鳴浜小学校という予定でございます。 

 続きまして、９日、校長会議がございます。 

 25日、山武郡市の小学校体操競技大会が松尾中学校を会場に行われる予

定でございます。 

 以上でございます。 

 

学校再編推進室長 続いて、学校再編推進室です。８日、統合準備委員会ＰＴＡ通学部会の第２

回の会議を開催する予定でございます。 

 以上です。 

 

生涯学習課長  生涯学習課です。３日、東上総地区社会人権教育地区別研修会が東金文

化会館で行われます。 

 ４日、少年海外派遣団の結団式及び第１回研修会がございます。 

 続きまして10日、郷土芸能保存団体連絡協議会の総会が、夜７時から、

のぎくプラザ視聴覚室で行われます。 

 続いて15日、少年海外派遣団の第２回の研修会、こちらは祝日ですが、
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９時から大会議室で行います。 

 最後に20日、星の村キャンプです。こちらは、さんぶの森公園で１泊す

るキャンプになりますが、21日まで行う予定となっております。 

 以上となります。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。６日、第70回山武郡市民体育大会の激励会を18時か

ら市役所第６会議室で開催します。 

 10日、山武市スポーツ推進審議会を15時30分から、教育委員会会議室

で開催します。 

 23日から25日、国際交流サッカー大会として、城西国際大学高円宮殿下

記念スポーツパークと成東総合運動公園で開催します。 

 以上です。 

 

小野﨑委員  私から報告させていただきます。７月５日に山武市民生委員推薦会がご

ざいます。午後１時から第４会議室で行われるものです。私は教育委員会

代表という立場で参加してまいります。今年の11月で委員の任期が切れる

ため、新しい民生委員の候補者を選出するという内容のものです。 

 

教育長  他はよろしいですか。 

 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  別添の教育委員会ダイアリーをご覧ください。 

 １番目について、委員の皆様には、小学校、中学校の運動会、体育祭に

参加いただきまして、ありがとうございました。例年より大変高温な日が

続きまして、特に５月25日につきましては30度近くまで気温が上昇しま

したが、各学校、プログラムの変更や水分補給の時間を十分とって、熱中

症などの大きな事故、けがなどなく、無事に開催できました。ありがとう

ございました。 

 ２番目については、５月に行われました会議等の情報であります。 

 ３番目について、市内学校情報、４月25日から６月７日までの情報であ

りますが、この中で児童生徒の対応が５件あります。感染症として、これ

は松尾小学校、松尾中学校で百日咳が４月から、ぽつぽつと出ており、特

に百日咳は風邪の症状に似ていますが、咳がなかなか治らないというもの

で、直ぐに医療機関にかからなかったという部分もありました。全学校に

は、保健所と相談しまして注意喚起の通知は出させていただきました。ま

だ何人かはかかっているといった話を聞いております。あと保護者の対応
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が４件。その他が４件ということで、その他の中で防災無線というのは、

特に今、午後２時半に中学生が、小学校の見守りをお願いする防災無線を、

毎月学校を変えて放送していますが、この放送に対して、市民の方から、

２時半に、子どもたちの下校時間を知らせているのではないかというよう

なご連絡がありました。我々は、そういうこともあるのはわかりますが、

この時間帯に多くの目で呼びかけて見守りをお願いしたいという趣旨があ

るので放送をさせていただいておりますということで、お話はさせていた

だきました。 

 ４番目につきましては、ニュースということで、小学校、中学校の今年

度の教員志望が３倍を切るということについてです。３倍を切るとなると、

教員の質の低下という点があるということで、今日の読売新聞のトップに

も出ていました。教職員の勤務時間についても書いてありましたが、教員

のやりがいなど、教員は魅力ある職ということをＰＲする必要があるとい

うことで今回書かせていただきました。 

 裏面につきましては、小学校の運動会の様子や英語検定１回目の検定が

始まりましたので、その様子を載せさせていただきました。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。ダイアリーについては、いかがでしょうか。何

か確認したいことはありますか。よろしいでしょうか。 

 他にはございませんか。 

 ないようですので、以上で教育委員会第６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25分 

 


