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令和元年山武市教育委員会第５回定例会会議録 

 

１．日 時  令和元年５月23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 市議会定例会提出議案（令和元年度山武市一般会計補正予算（第２ 

       号））に同意することについて 

 議案第２号 山武市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

 議案第３号 山武市学校評議員の委嘱について 

 議案第４号 山武市立松尾小学校学校運営協議会委員の委嘱について 

 議案第５号 山武市立山武中学校学校運営協議会委員の委嘱について 

 議案第６号 山武市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

 議案第７号 令和元年度教科用図書山武採択地区協議会規約の承認について 

 議案第８号 令和元年度教科用図書山武採択地区協議会委員の選出について 

 議案第９号 山武市立幼稚園の廃止について 

 議案第10号 市議会定例会提出議案（山武市立幼稚園条例の一部を改正する条例） 

       に同意することについて 

 

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 市内幼・小・中・こども園運動会・体育祭への出席について 

 報告第２号 山武市小学校陸上競技大会結果について 

 報告第３号 平成30年度学校評議員事業報告について 

 報告第４号 教育委員の園・学校訪問について 

 報告第５号 日向小学校・山武西小学校学校統合準備委員会委員の委嘱について 

 報告第６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７号 令和元年度山武市青少年スリランカ派遣事業に係る研修生派遣の中 

       止について 

 報告第８号 令和元年度山武市少年海外派遣事業計画について（ニュージーラン 

       ド） 

 報告第９号 令和元年度山武市少年海外派遣事業派遣団の団長及び事務担当職員 
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       について（ニュージーランド） 

 報告第10号 行事の共催・後援について 

 報告第11号 ６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係長 鵜澤 秀己 

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事補 齋藤 未希 
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◎開  会  午後１時30分 

教育長  午前中の松尾小学校の訪問、ありがとうございました。豊岡小学校と統

合し、ご覧いただいたとおり問題はなく、両校の子どもたちは交流を深め

て、溶け込んでいると感じることができました。運動会も上手くいくと思

います。 

 先日、第１回目の東上総教育事務所所長訪問がありました。東上総教育

事務所として最初の訪問とのことでしたが、睦岡小学校と山武西小学校の

２校を訪問され、その中で、所長から先生方へのお話があり、今回の全国

学力テストについて、問題の傾向が今までとは全く変わったと言っており

ました。所長自身が実際に学力テストの問題を全部解いてみたそうです。

問題の傾向が主体的、対話的で深い学びを図る問題に変わってきていると

おっしゃっていました。今までの知識を見るような問題ではなく、きちん

と問題を読み取り、そこから自分で考え導き出すような内容に変わってき

ているということをおっしゃっていました。 

 今後は、学力テストの結果が今までと違うような面が表れてくるはずで

す。教育委員会として、それに合わせた学力向上対策を行っていかなけれ

ばならず、学校教育課指導室もしっかりと学力テストの内容をチェックし

ていただき、それに合わせた学力向上対策をしていかなければならないと

思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、ただいまから令和元年教育委員会第５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。本日は清水委員を指名いた

します。よろしくお願いします。 

 

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４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  異議がないようですので、教育委員会第４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 
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教育長  日程第３、教育長報告です。資料１ページをご覧ください。４月26日か

ら５月23日までの報告になります。主立ったものをご報告いたします。 

 ４月26日、６月補正予算に係る教育委員会事前ヒアリングがございまし

た。今度の定例議会に諮るものでございます。 

 平成31年度山武市芸術文化協会の総会及び懇親会が開催されました。 

 山武地区小中学校長会の情報交換会が蓬莱閣で行われました。 

 ４月27日、山武市ＰＴＡ連絡協議会の総会及び懇親会が行われ、出席し

ました。 

 ５月７日、庁議。それから大網白里市深田教育長来庁。４月から大網白

里市教育委員会の教育長が小高教育長から深田教育長に代わりまして、そ

のご挨拶でございます。午後は校長会議が開催されました。 

 ５月８日、つくも地区幼稚園・こども園研修会及び総会、これは日向幼

稚園で開催され出席しました。 

 菅原小春ワークショップは、ブルーフラッグ認証の記念イベントで、ダ

ンサーの菅原小春さんがワークショップを行うということで、その打ち合

せです。また、実際にワークショップに参加してまいりました。７月13日

に本須賀海岸で予定されております。 

 ５月９日、10日、平成31年度関東地区都市教育長協議会の総会及び研修

会が松本市で行われ、出席してまいりました。 

 ５月12日、市体育協会の総会及び懇親会が浪川荘で行われました。 

 ５月13日、中学校の校長目標申告面談を行いました。この日は成東東中

学校と松尾中学校の面談でした。 

 また、スリランカからチャンダシリ高僧が来庁され、市長、副市長と伴

に昼食をとり、その後公室で意見交換を行いました。また、今年度のスリ

ランカフェスティバル等にも来日されるとのことです。 

 ５月14日、市議会の全員協議会。それから小中体連の山武支部長が挨拶

に来られまして、今年は東金東小学校の内山校長先生が支部長ということ

でございます。 

 また、第１回社会教育委員会議が行われました。 

 ５月15日、教育委員会第５回定例会の事前打ち合わせ。今回の議案の確

認でございます。 

 それから中学校長の目標申告面談。 

 最後に女性の会総会が成東文化会館で行われました。メンバーの皆さん

がご高齢になり、会の活動が困難ということで、今回の総会で女性の会は

一旦解散になったということでございます。 

 ５月16日、小学校の校長目標申告面談を行いました。また、日向小学

校・山武西小学校の統合準備委員会の第１回目があららぎ館で開催され、
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委員の皆さんにも出席していただいております。 

 ５月17日、市議会第１回臨時会が開催されました。議長に大川議員が、

副議長に石川議員が選出され、各常任委員会等については、皆様のお手元

にある資料のとおり決定されました。 

 山武地区の教育委員会連絡協議会の表彰式及び総会が大網白里市で開催

され、臨時会終了後、出席してまいりました。 

 ５月18日、山武中学校の体育祭が行われました。山武中学校も統合した

学校ですが、両校の子どもたちの交流を深めようと早い時期に開催したと

いう校長のお話があり、活況ある体育祭が行われておりました。 

 ５月19日、市春季バレーボール大会、さんぶの森体育館で行われて、出

席しました。 

 ５月20日、東上総教育事務所の所長訪問。睦岡小学校と山武西小学校へ

の訪問でございます。 

 ５月21日、庁議と、平成31年度の千葉県市町村教育委員会連絡協議会

の総会が茂原市民会館で行われました。 

 ５月22日、家庭教育学級の合同開級式がのぎくプラザで開催され、齋藤

ひとみ先生による講演がございました。 

 また、藤本育英会の寄贈式。毎年各中学校に寄附をいただいており、市

長と共に公室でお会いし、書籍・教材等の目録をいただきました。 

 文化会館運営協議会が開催され、今年度、学校関係で新たに１名が代わ

られ、委嘱状を交付しております。 

 ５月23日、本日でございます。午前中の松尾小学校の学校訪問、その後

教育委員会第５回定例会。また、本日は５時半から山武市教職員組合の定

期大会が開催予定となっており、参加してまいります。 

 以上です。教育長報告について何かご質問等はございますでしょうか。

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１号、市議会定例会提出議案（令和元年度山

武市一般会計補正予算（第２号））に同意することについて、議案第９号、

山武市立幼稚園の廃止について、議案第10号、市議会定例会提出議案（山

武市立幼稚園条例の一部を改正する条例）に同意することについて、これ

は今後市議会にかかわる案件のため、議案第２号、山武市いじめ問題対策

連絡協議会委員の委嘱について、議案第３号、山武市学校評議員の委嘱に

ついて、議案第４号、山武市立松尾小学校学校運営協議会委員の委嘱につ
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いて、議案第５号、山武市立山武中学校学校運営協議会委員の委嘱につい

て、議案第６号、山武市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について、

議案第８号、令和元年度教科用図書山武採択地区協議会委員の選出につい

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

るおそれがあることから、議案第７号、令和元年度教科用図書山武採択地

区協議会規約の承認については、意思形成過程で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号から議案第10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、議決事項に入ります。議案第１号、市議会定例会提出議案

（令和元年度山武市一般会計補正予算（第２号））に同意することについ

て、ここから秘密会といたします。それでは、提案理由を事務局から説明

をお願いいたしします。スポーツ振興課長、お願いします。 

 

※スポーツ振興課長から、資料に基づき内容を説明。 

 

※審議結果 原案のとおり同意 

                                      

○議案第２号（秘密会につき、概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第２号、山武市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について、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 原案のとおり同意。 

                                      

○議案第３号（秘密会につき、概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第３号、山武市学校評議員の委嘱について、事務局からの説明をお

願いします。学校教育課長、お願いします。 
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※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 

                                      

○議案第４号（秘密会につき、概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第４号、山武市立松尾小学校学校運営協議会委員の委嘱について、

説明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 

                                      

○議案第５号（秘密会につき、概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第５号、山武市立山武中学校学校運営協議会委員の委嘱について、

説明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 

                                      

○議案第６号（秘密会につき、概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第６号、山武市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について、

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 

                                      

○議案第７号（秘密会につき、概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第７号、令和元年度教科用図書山武採択地区協議会規約の承認につ

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 原案のとおり可決 

                                      

○議案第８号（秘密会につき、概要と結果のみ記載） 
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教育長  議案第８号、令和元年度教科用図書山武採択地区協議会委員の選出につ

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 原案のとおり可決 

                                      

○議案第９号（秘密会につき、概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第９号、山武市立幼稚園の廃止について、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 

                                      

○議案第10号（秘密会につき、概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第10号、市議会定例会提出議案（山武市立幼稚園条例の一部を改正

する条例）に同意することについて、説明をお願いいたします。子育て支

援課長、お願いいたします。 

 

※子育て支援課長から、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  続いて日程第５、協議事項に入ります。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 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第１号 

教育長  日程第６、報告事項に入ります。報告第１号、市内幼・小・中・こども
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園運動会・体育祭への出席について。ここで一度秘密会を解きます。 

 では、事務局からの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  20ページをご覧ください。教育委員会第４回定例会でご検討いただきま

した５月、６月に開催される運動会・体育祭に参加していただく委員の皆

様のお名前を改めて記載させていただきました。ご確認をお願いします。 

 当日ですが、開会式はご紹介のみということでお願いしたいと思います。

併せまして、雨天等により順延となった場合につきましては、学校教育課

中村または越川から連絡をさせていただきますので、よろしくお願いしま

す。予定どおり実施する場合は連絡はいたしませんので、ご了承ください。

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。この件についてはよろしいですか。委員の皆様

は、参加される学校等についてご確認ください。 

                                      

○報告第２号 

教育長  報告第２号、山武市小学校陸上競技大会結果について、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、山武市小学校陸上競技大会の結果についてです。 

 当初は５月15日の予定でしたが、悪天候のため、17日、金曜日に成東総

合運動公園陸上競技場で行われました。 

 １枚目、表が６年生の学校ごとの得点一覧であります。学校毎に各種目

の優勝者に８点、２位が７点というように得点を与え、それを合計して順

位を決めています。６年生は成東小学校が優勝しました。 

 裏面は５年生になります。優勝は睦岡小学校でした。 

 ２枚目につきましては、各種目の個人の優勝者が載っておりますので、

ご覧になっていただければと思います。 

 なお、３枚目はこの山武市の特徴である長縄跳びの記録であります。例

えば10人で長縄跳びを順々に跳んでいって、３分間で何回跳べるかを競う

種目です。各種目で選手として選ばれなかった子どもたちにも参加できる

場面をつくろうという考えで実施しているものであります。子どもたちは

熱心に取り組んでいました。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。結果はご覧いただきたいと思いますが、何かお
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聞きになりたい点ありますでしょうか。 

 山武西小学校の長縄跳びの結果は、451回の記録で１位ですが、以前テレ

ビで取り上げられた８の字で跳んでいた競技ですか。 

 

指導室長  ８の字を描いて跳んでおり、山武西小学校は今年も伝統を意識して大変

練習しているところであります。 

 

教育長  よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第３号 

教育長  それでは、続いて報告第３号、平成 30 年度学校評議員事業報告について、

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３号、平成30年度学校評議員事業報告について報告いたします。 

 22 ページです。実施回数は学校により差がありますが、各学校２回から、

多い学校で６回実施しております。平均的には学期ごと３回の開催が多く

なっております。 

 丸印の表記が成果、三角印が課題となっております。まとめて見ますと、

成果は学力向上、安全安心な学校づくり、幼小中連携などの視点から有益

な意見を伺うことができたといった報告内容となっております。 

 それから授業参観、学校行事を通して学校の長所、改善点を協議する場

になったということであります。それが教師の指導力の向上を図る機会と

なったとなっております。 

 また、評議員のご意見等にありましたが、家庭・地域・学校の連携の重

要性を共感することができた等の成果が報告されております。 

 一方課題につきましては、学校評価の質問事項等が同じような内容に

なってきているというような指摘もありました。回答方法やそういう部分

で改善が必要ではないかということです。 

 また、最近の学校の全般的な学校教育の話題であるいじめ、児童虐待な

ど、もっと地域と家庭にかかわる問題を連携して取り組んでいかなければ

いけないのではないかという報告がありました。 

 閉校する学校において、統合後の新しい学校に導入されるコミュニティ

スクールに向けて、学校評議員から前向きな意見を聞くことができたとい

う報告をいただきました。教育委員会としても今年度、これが課題改善の

取り組みが行われているか、学校と連携して助言していきたいと考えてお
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ります。 

 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はいかがでしょう。よ

ろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第４号 

教育長  続いて報告第４号、教育委員の園・学校訪問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  令和元年度の山武市教育委員の園・学校訪問についてのご報告となりま

す。 

 26ページをご覧ください。今年度の園・学校訪問の予定を組ませていた

だいたところでございます。今年度につきましては６カ所の園、小中学校

への訪問を計画させていただきました。訪問日につきましては、教育委員

会定例会の午前中を当てさせていただいております。１回目は、本日の松

尾小学校。２回目は、６月20日に成東小学校。３回目は、９月19日の成

東東中学校。４回目は、10月17日の日向幼稚園、５回目は、11月21日の

南郷小学校。６回目は、年明け１月16日の睦岡小学校となります。 

 教育委員会定例会の予定日が変更した場合は、学校と調整を図りまして、

できるだけ教育委員会定例会の午前中に行けるように調整していきたいと

考えております。訪問日が近づきましたらご案内をさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございました。訪問日は、基本的に教育委員会定例会の開会

前の時間を予定しております。今説明があったように教育委員会定例会の

日程によってはそれに合わせ変更となる場合もございますので、よろしく

お願いいたします。 

 これについてはよろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第５号 

教育長  それでは、報告第５号、日向小学校・山武西小学校学校統合準備委員会
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委員の委嘱について、事務局からの報告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 資料の27ページをご覧ください。報告第５号、日向小学校・山武西小学校

学校統合準備委員会委員の委嘱についてご報告申し上げます。こちらに記

載の23名の委員の皆様にお願いするものでございます。 

 28ページをご覧ください。委嘱の期間でございますが、令和元年５月16

日から学校統合に関する事務が終了するまでとなります。こちらは令和３

年４月の円滑な学校統合に向けた準備をお願いするものでございます。 

 報告は以上となります。 

 

教育長  ありがとうございました。これにつきましては、第１回学校統合準備委

員会が開催されておりますので、ご報告ということでご確認ください。 

                                      

○報告第６号 

教育長  報告第６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、学校再編推進室長お願いします。 

 

学校再編推進室長 続いて、本日お配りした28の２ページ、報告第６号の資料をご覧いただけ

ますでしょうか。 

 日向小学校・山武西小学校の第１回学校統合準備委員会を開催いたしま

した。出席委員は23名全員でございます。 

 内容といたしましては、委嘱状の交付、また役員の選出について諮った

ところでございます。 

 決定事項として、役員はこちらに記載してございます。委員長は、山武

西小学校戸村恒夫校長、副委員会は日向小学校鈴木正之校長となりました。 

 また、こちらにつきましては総務部会、ＰＴＡ・通学部会、学校運営部

会の３つの部会で組織することとなります。各部会長、副部会長につきま

しては、会議の内容からＰＴＡ、保護者、統合準備に詳しい方、また地域

割などを考慮してこちらの方々が選任されたところでございます。 

 次回の予定でございますが、総務部会は５月31日、ＰＴＡ・通学部会は

６月11日に開催の予定でございます。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。ただいまの報告について、よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 
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○報告第７号 

教育長  報告第７号、令和元年度山武市青少年スリランカ派遣事業に係る研修生

派遣の中止について報告をお願いします。生涯学習課長、お願いします。 

 

生涯学習課長  令和元年度山武市青少年スリランカ派遣事業に係る研修生派遣の中止に

ついてご報告させていただきます。 

 平成31年４月21日に、コロンボ市内複数ホテルや郊外教会等で爆発事

件が発生いたしました。これに伴い、現地の状況等を踏まえ安全性を確保

できないと判断し、５月７日に本年度の研修生派遣を取りやめとし、同日

募集を中止したことを報告するものです。 

 これまでの経緯ですが、４月21日に事件が発生いたしました。その後、

大統領府から外出禁止令が発出され、翌日には非常事態宣言が発出されま

した。その後、４月27日にスリランカへの渡航に対する危険レベルが１か

ら２に引き上げられたのを確認してございます。 

 ５月７日、これらを受けまして、在スリランカ日本大使館からいただい

た現地の状況等を踏まえ、同日開催いたしました庁議において青少年スリ

ランカ派遣事業における研修生の派遣の中止を確認したところです。 

 説明は以上になります。 

 

教育長  ありがとうございます。スリランカ派遣事業の中止については、説明の

とおりの状況ですので、仕方がないと判断しております。よろしいでしょ

うか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第８号 

教育長  報告第８号、令和元年度山武市少年海外派遣事業計画について（ニュー

ジーランド）、報告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  令和元年度山武市少年海外派遣事業計画についてご報告させていただき

ます。 

 先の教育委員会第４回定例会の中で要項についてご報告させていただき

ましたが、本要項に基づきまして事業計画を次のとおり作成しましたので

報告するものです。 

 ５月７日から募集を開始いたしました。16日には事前説明会を行い、11

名のご参加をいただいております。例年ですと 20 名を超える参加者ですが、
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今回は11名参加ということでした。理由として、成東東中学校がグリーン

スクールの期間中であったり、修学旅行期間中の学校があったり、そう

いったことも原因かと思います。 

 今後ですが、５月31日で募集締め切りを行いまして、６月９日に選考会

の面接を行います。６月21日までに研修生を決定し、４回の事前研修を経

まして８月16日から23日までニュージーランドへの派遣を行います。帰

国後、30日に事後研修。10月31日に生涯学習振興大会を予定してござい

ます。その席上で事後研修ということで報告を予定してございます。 

 説明は以上になります。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。ニュージーランドの派遣につきましてはよろし

いでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第９号 

教育長  続いて報告第９号、令和元年度山武市少年海外派遣事業派遣団の団長及

び事務担当職員について（ニュージーランド）の報告をお願いします。生

涯学習課長、お願いします。 

 

生涯学習課長  続きまして、令和元年度山武市少年海外派遣事業派遣団の団長及び事務

担当職員についてご報告させていただきます。 

 派遣団の団長１名及び事務担当１名について、次のとおり報告するもの

です。派遣団の団長ですが、今年度につきましては学校の管理職員から募

集をいたしました。その結果、団長に成東東中学校足立康幸教頭にお願い

しようとするものです。また事務担当につきましては、生涯学習課副主幹

の岩澤恵子が同行したいと考えております。 

 説明は以上になります。 

 

教育長  ありがとうございました。足立教頭以外の応募者はありましたか。 

 

生涯学習課長  ありませんでした。 

 

教育長  それでは、足立教頭に決定ということです。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 
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○報告第10号 

教育長  報告第10号、行事の共催・後援について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  資料33ページです。 

 行事の共催ですが、先ほど中止の報告がありましたが山武市青少年スリ

ランカ派遣事業、承認日が４月19日ということで、テロによる爆発事件が

21日にあったわけですが、その前に承認ということでご報告いたします。 

 また、行事の後援は４件です。2019山武市サッカーフェスティバルＵ－

12、これはサッカー協会で、８月24日成東総合運動公園陸上競技場で行わ

れます。 

 第２回関東少年少女ビーチサッカー大会が８月25日、本須賀海水浴場で

開催されます。本須賀海水浴場はご承知のとおりブルーフラッグの認証を

４月19日付けでいただきました。本須賀海岸の認証は日本で３カ所目とい

うことですが、ビーチサッカー等の開催場ということで後援しております。 

 ３番目が山武市卓球フェスティバル、山武市卓球協会からの申請があり

承認したものです。これは既に５月６日にさんぶの森中央体育館で開催さ

れました。 

 最後４番目、スポーツ指導者・保護者講習会、同じく山武市卓球協会か

ら申請があり承認したものです。こちらも５月19日にさんぶの森中央体育

館で開催されました。 

 詳細については資料がついておりますので、ご覧いただきたいと思いま

す。 

 説明は以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。それぞれの後援・共催について資料がございま

すのでご覧ください。 

 

木島委員  質問、よろしいですか。 

 

教育長  木島委員、お願いします。 

 

木島委員  スポーツ指導者・保護者講習会について、非常に興味がありますが、ス

ポーツ振興課長は行かれましたか。 

 

スポーツ振興課長 参加しておりません。 
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木島委員  プロ野球の大谷選手が高校生のときに目標設定をマスにして作り、16マ

スにこうなりたいと目標を掲げ、目標設定のための方法を正しく学ぶと

いったものがありました。講習会の対象者は、子どもですか。 

 

今関委員  指導者・保護者向けの講習会のようです。 

 

木島委員  わかりました。 

 

教育長  他、よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

                                      

○報告第11号 

教育長  続いて報告第11号、６月の行事予定について、各所属長から報告をお願

いします。 

 

教育総務課長  それでは、６月の行事予定を教育総務課から申し上げます。 

 資料は47ページになります。６月20日です。教育委員会第６回定例会

を午後１時半から予定しておりますので、よろしくお願いします。 

 なお、６月４日の火曜日が議会開会日、25日が議会閉会日となっており

ます。その間が議会会期中ということになりますのでよろしくお願いしま

す。 

 以上です。 

 

学校教育課長  続いて学校教育課です。１日に大富小学校で運動会が開催されます。４

日、山武郡市の小学校陸上競技大会が横芝光町の坂田池公園で行われます。

11日は定例校長会。12日、東上総教育事務所の所長訪問ということで、こ

の日は午後に松尾中学校を訪問になります。14日、東上総教育事務所の指

導室訪問。場所は成東中学校でございます。20日の午前中ということで、

教育委員による学校訪問、成東小学校を予定しております。また、この日

の午後には市の教育研究会の研修会が行われる予定でございます。25日、

東上総教育事務所指導室訪問、こちらは蓮沼小学校です。26日は東上総教

育事務所の所長訪問で、午前中に成東東中学校、午後は南郷小学校という

ことで予定されております。 

 以上でございます。 

 

学校再編推進室長 学校再編推進室です。５月31日、こちらは日向小学校・山武西小学校の学

校統合準備委員会の総務部会を開催いたします。６月11日、火曜日、ＰＴ

Ａ・通学部会で、こちらは 18 時から、あららぎ館で行う予定でございます。 
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 以上です。 

 

生涯学習課長  生涯学習課です。６月８日、土曜日、山武市青少年育成市民会議総会が

15時から、第６会議室で行われます。翌日の９日、山武市少年海外派遣事

業研修生選考会を９時から、教育委員会庁舎会議室で行います。１日の予

定です。15日、土曜日、山武市子ども会交流会が９時45分から蓮沼スポー

ツプラザで行われ、午前中の終了を予定しております。最後に22日、土曜

日、山武市青少年つどい大会（ドッジボール大会）が、さんぶの森中央体

育館で９時から行われます。１日の予定で、こちらについては青少年相談

員が行う主催事業ですが、子どもたちにとても人気がある事業です。よろ

しくお願いします。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。23日、日曜日、さんむスポーツフェスタを開催しま

す。種目はパークゴルフとスポーツウエルネス吹矢、ボッチャを予定して

おります。 

 以上です。 

 

子育て支援課  子育て支援課から、６月21日、金曜日、定例の園長・副園長会議を15

時から第６会議室で行います。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。報告は以上でよろしいですか。 

 では、その他に報告すべき事項等がありますでしょうか。指導室長、お

願いします。 

 

指導室長  教育委員会ダイアリーＮＯ、２をお配りしてあります。ご覧になってい

ただければと思います。 

 １番目として、今年度は４月18日に全国学力・学習状況調査がありまし

た。初めて中学校で英語の実施を行いました。特に英語で話すといったテ

ストが行われました。例年どおりの時期に結果が返ってくると思います。

今年度につきましては、この後分析してもらう業者を研修で呼びまして、

学校の職員に向けて分析方法の仕方を詳しく講義してもらい、それを生か

していけるようにしていきたいと思います。 

 真ん中、長期欠席児童・生徒担当者会議が16日にありました。平成30

年度の大きな本市での課題でもありましたが、小学校、中学校ともに長

欠・不登校の生徒の出現率に増加傾向が見られたということが出ておりま

す。今年度は、そのこともありましたので松尾中学校にスクールソーシャ
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ルワーカーを配置し、家庭を支援しながら、長欠・不登校を解消していけ

ればと考えています。 

 ３番目の市内学校情報です。10連休中、大きな事故、事件等の報告はあ

りませんでした。例年４月、５月に児童生徒の事故や教職員の交通事故が

多くある時期でしたが、今年度は大変少ない状況でありました。保護者対

応の３件については、制服、いじめと部活動で、部活動というのは新しく

入った１年生の保護者から部活動の活動時間のことについて苦情がありま

した。 

 他、ご覧になっていただければと思います。 

 裏面につきましては、写真は松尾小学校のスクールバス、左が朝の風景

で、右はお母さんが迎えに来ている風景であります。今のところ問題もな

く運行をしております。真ん中の写真は、これが全国学力テストの英語の

テストの様子であります。一番下は道徳のいじめの防止啓発授業を全校一

斉に行っております。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございました。ダイアリーの報告がありましたが、内容につ

いてお聞きになりたいこと等はありますか。よろしいでしょうか。 

 

小野﨑委員  全国学力学習状況調査の英語で話すというところは、パソコンに向かっ

て話すということですが、どんなふうにやるのですか。 

 

指導室長  一人一人にヘッドホンを配り、英語でマイクに向かって話しをして、そ

の音声データをＵＳＢに保存し、そのまま採点するために業者に送るとい

うシステムで、トラブルはありませんでした。このような設備がない自治

体は受験できないとのことです。事前に教師が練習を行い、全中学校で実

施できました。問題はありませんでした。 

 

小野﨑委員  中学３年生だけが対象ですか。 

 

指導室長  中学３年生だけです。英語については、来年度は実施されないとのこと

です。 

 

教育長  ダイアリーについて、よろしいですか。 

 その他、報告事項について何かありますか、子育て支援課長。 

 

子育て支援課長  昨夜、市内の小学校に通っている児童が、児童相談所に保護されました。
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理由は、虐待です。 

 昨日の５時15分過ぎ、学童クラブに通っていた児童が、学童の先生に相

談し、学校の担任の先生に直ぐに伝え、その後、小学校から市に通報があ

りましたので、こちらで児童相談所へ通告しました。茂原の児童相談所か

らは１時間ぐらいかかりますので、７時少し前に児童相談所の職員が来ら

れまして、一時保護となりました。 

 以上、報告です。 

 

教育長  ありがとうございます。他はよろしいでしょうか。ないようですので、

以上で教育委員会第５回定例会を終了といたしします。大変お疲れさまで

した。 

                                      

◎閉  会  午後３時00分 


