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平成31年山武市教育委員会第４回定例会会議録 

 

１．日 時  平成31年４月25日（木）午後３時00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 代理した事項について（教職員の任免その他の進退に関する内申に 

      ついて） 

議案第２号 山武市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

議案第３号 山武市文化会館運営協議会委員の委嘱について 

議案第４号 山武市図書館協議会委員の任命について 

議案第５号 平成31年度山武市奨学資金の貸付けの決定について 

議案第６号 山武市要保護及び準要保護児童生徒就学援助及び特別支援教育就学 

      奨励に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第７号 山武市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第８号 山武市さんぶの森弓道場条例施行規則の一部を改正する規則の制定 

      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 平成31年度（春）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 平成31年度山武市教育委員会の園・学校訪問について 

協議第４号 市内幼・小・中・こども園運動会・体育祭への出席について 

協議第５号 さんむロードレース大会について 

協議第６号 社会教育委員会議からの提言について 

協議第７号 社会教育施設等のあり方について 

協議第８号 山武市立幼稚園の廃止について 

 

報告事項 

報告第１号 平成31年度園児・児童・生徒数について 

報告第２号 平成31年度山武市小・中学校の少人数指導講師・心の教室相談員・ 

      支援員配置について 

報告第３号 平成31年度東上総教育事務所の学校訪問について 

報告第４号 平成31年度山武市校長会の役員について 

報告第５号 山武市立小中学校開校式について 

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について 
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報告第７号 平成31年度山武市少年海外派遣事業実施要項について 

報告第８号 平成31年度山武市青少年スリランカ派遣団の団長及び事務担当職員 

      について 

報告第９号 松尾公民館ダンススタジオ利用状況について 

報告第10号 行事の共催・後援について 

報告第11号 ５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 

 

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 

文化会館長 森川 良子 

図書館長 子安 勝也 

成東中央公民館長 出川 京子 

松尾公民館長 越川 信 

学校給食センター副主幹 浅野 光好 

さんぶの森公園管理事務所長 嘉瀬 多市 

歴史民俗資料館長 稲見 英輔 

子育て支援課長 横地 博 

子育て支援課主幹 野口 博明 

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３時00分 

教育長  それでは、時間となりましたので、始めたいと思います。本日

は議決事項８件、協議事項８件、報告事項11件で非常に多くの議

案等がございます。時間が限られておりますので、スムーズな進

行ができますようにご協力をお願いいたします。 

 あと１日でゴールデンウイークということです。10日間という

長いお休みに入りますが、その前ということで貴重なお時間です

がよろしくお願いします。また５日後には、令和という新しい時

代に入ってまいります。教育委員会も新たな時代に向けて、変わ

っていかなければいけないことも多いと思いますが、よろしくお

願いしたいと思います。 

 では、ただいまから、平成31年教育委員会第４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。本日は今関委員を

指名いたしますので、よろしくお願いします。 

 

今関委員  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。平成31年教育委員会第２回臨時会及

び教育委員会第３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。 

 よろしいですか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

教育長  それでは異議がないようでございますので、教育委員会第２回

臨時会及び教育委員会第３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。私から報告します。資料１ページ

をご覧ください。３月15日から４月25日まで、主立ったものを説

明させていただきます。 

 ３月15日、松尾小学校で平成30年度の卒業証書授与式に出席い

たしました。 

 ３月19日は、豊岡小学校の卒業式。また、平成30年度第４回社
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会教育委員会議が開催されました。 

 ３月20日、千葉大学伊藤氏来庁は、千葉大学で教職大学院を開

催しており、その周知のためにおいでになりました。それから感

謝状の伝達。食虫植物群落の植物図鑑をつくられ寄贈していただ

き、これに対する感謝状の伝達でございます。 

 ３月22日、山武市立松尾小学校の閉校記念式典と山武南中学校

の閉校式があり、午前、午後と出席しております。 

 ３月23日、豊岡小学校の閉校記念式典がございました。 

 ３月26日、高齢者叙勲伝達式。中村克己様に伝達をいたしまし

た。また、山武郡市広域行政組合の教育委員会定例会が開催され

出席しています。 

 ３月27日は、南郷小学校の藤田真由美教諭が、教育奨励賞を授

賞されまして、その報告に来ていただきました。 

 ３月28日、辞令交付式が東上総教育事務所で行われ、退職者及

び新規採用者への辞令交付がございました。 

 ３月29日、市の辞令交付式及び離任式がございました。その後

女性の会の大角会長が来庁され、女性の会が今年度の総会をもっ

て休会するということで、その説明に来られました。 

 ４月１日、辞令交付式及び年度初め式がございました。 

 ４月２日、合同着任式。のぎくプラザで行われ、委員の皆様に

もご出席いただきました。 

 ４月３日、行政組合教育委員会来庁は、４月から小川課長にか

わられ、ご挨拶に来られました。また、松尾高等学校の教頭もか

わられたということで、同じくご挨拶に来ていただいております。 

 ４月６日が、平成31年度山武市子ども会育成連絡協議会の総会

がございました。 

 ４月７日、食虫植物群落を守る会の総会に出席しました。 

 ４月９日、山武中学校の開校式・入学式、４月10日、松尾小学

校開校式・入学式ということで出席をしております。この２日間

におきましては、委員の皆様にはそれぞれの学校の入学式に出席

していただいているところです。 

 ４月11日、平成31年度の市町村教育委員会教育長会議が千葉県

教育会館で行われ出席しました。 

 ４月12日、校長会議、それから教育委員会協議会ということで、

協議会には、学力向上という議題で教育委員の皆様にもご出席を

いただきました。 

 ４月13日、第20期の山武市青少年相談員の委嘱状交付式、それ
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に引き続いて総会がございました。 

 ４月14日、スポーツ推進委員連絡協議会の総会並びに懇親会で

す。 

 ４月15日、平成31年度の第１回管内教育委員会教育長会議とい

うことで、東上総教育事務所で開催され、終了後に情報交換会が

行われました。 

 ４月16日、山武市パークゴルフ協会の第６回定期総会が蓮沼ガ

ーデンハウスマリーノで開催され出席しました。 

 ４月17日、史跡・古墳の現場確認及び視察は、教育委員の皆様

と行ったものです。 

 ４月18日、グラウンド・ゴルフ協会の定期総会。これは成東総

合運動公園で開催されました。 

 ４月19日、都市教育長協議会定期総会がホテルポートプラザち

ばで開催され、出席しました。 

 ４月22日、地区教育委員会連絡協議会の表彰者選考会、その後

に理事会、そして教育長協議会の総会が開催されました。会場は、

大網白里市役所の会議室でございます。 

 ４月25日、本日、この教育委員会第４回定例会ということにな

ります。 

 報告は以上です。何かご質問等ございますでしょうか。よろし

いですか。 

 

 （「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、山武市スポーツ推進審議会委

員の委嘱について、議案第３号、山武市文化会館運営協議会委員

の委嘱について、議案第４号、山武市図書館協議会委員の任命に

ついて、議案第５号、平成31年度山武市奨学資金の貸付けの決定

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、平成31年度（春）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ること

から、協議第５号、さんむロードレース大会について、協議第６

号、社会教育委員会議からの提言について、協議第７号、社会教

育施設等のあり方について、協議第８号、山武市立幼稚園の廃止

について、これら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
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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号から議案第５号、協議第１号、

協議第２号、協議第５号から協議第８号は秘密会といたします。 

                                      

◎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、代理した事項に

ついて（教職員の任免その他の進退に関する内申について）です

が、提案理由を事務局からお願いいたしします。学校教育課長、

お願いします。 

 

学校教育課長  代理した事項についてご説明いたします。３ページをご覧くだ

さい。 

 管理職等の異動内示書につきまして、３月15日に山武市教育委

員会組織規則第４条第１項の規定により代理処理をしましたので、

ご報告し、承認を求めるものでございます。 

 ４ページ、５ページには、平成30年度末管理職等異動内示書を

載せてございますのでご確認ください。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す。代理した内容はただいま説明のあった

とおりでございますが、この件について何かございますか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

教育長  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承認といたします。 

                                      

○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、山武市スポーツ推進審議会委員の委嘱について、

ここからは秘密会といたします。提案理由を事務局から説明をお
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願いします。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 原案のとおり可決 

                                      

○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、山武市文化会館運営協議会委員の委嘱について、

提案理由の説明をお願いします。文化会館長、お願いします。 

 

※文化会館長から、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、山武市図書館協議会委員の任命について、提案理

由をお願いします。図書館長、お願いします。 

 

※図書館長から、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、平成31年度山武市奨学資金の貸付けの決定につい

て。今回、奨学資金の貸し付け対象者として、２名の方が申請さ

れています。事務局からの説明後、貸し付けについて審査をいた

します。それでは、申請者２名について事務局からの説明をお願

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 

教育長  議案第６号、山武市要保護及び準要保護児童生徒就学援助及び

特別支援教育就学奨励に関する規則の一部を改正する規則の制定

について。ここで一度秘密会を解きます。 
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 提案理由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  11ページをご覧ください。山武市要保護及び準要保護児童生徒

就学援助及び特別支援教育就学奨励に関する規則の一部を改正す

る規則の制定について提案いたします。 

 提案の理由でございますが、５月１日から元号が令和に改めら

れるため、別記第１号様式の生年月日欄に令和を加えるものでご

ざいます。 

 12ページをご覧ください。12ページには表面の改正案、また13

ページには裏面を載せてございます。裏面のほうには変更箇所は

ございません。 

 また14ページには新旧対照表で、改正のある表面のみ載せてご

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。ただいまの提案について、何かご質

問等ございますでしょうか。元号が変わったことに基づくという

ことでよろしいですか。 

 

清水委員  昔、私もこの昭和から平成に変わるときだったと思うんですが、

その改正に携わったことがありまして、そのとき、元号が変わる

たびにこの規則を変えるのはおかしいじゃないか、大変だろうと

いうことで、全部取ったらどうかという話がありまして、それで

様式からは削りました。実際の印刷では平成と入れましたが、規

則上は何も入れないという場合があったので、もしそういうふう

にやると、今度変わっても影響が少ないかと。元号が変わるとい

うことは、あと何十年後までないと思いますが、おそらく入れて

しまうと、また変えなければならないと思います。１回きりです

から、手間的には大変ではないのかもしれません。 

 

教育部長  基本的には、山武市の例規では、様式中で元号表記、第６号も

そうですが、日付を入れるところは元号を全て削ってあります。

ただ、この生年月日を記載する箇所は利便性があるので、丸を書

いて済ませられるようにというところについてのみ残すというこ

とで、今回分と、あとは図書館も次の７号で出てきますが、そう

いったものはまだ残っています。 
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 元号表記は全て除いてありますが、今後、委員のお話のように、

その部分についてもそういうやり方をすれば、改正することは基

本的にはなくなるということもありますので、検討させていただ

きたいと思います。ありがとうございます。 

 

教育長  よろしいでしょうか。ほかには何かございますか。 

 

 （「なし」の声あり） 

教育長  なければお諮りいたします。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します。 

                                      

○議案第７号 

教育長  議案第７号、山武市立図書館管理運営規則の一部を改正する規

則の制定について、事務局から説明をお願いします。図書館長、

お願いします。 

 

図書館長  資料は15ページになります。山武市立図書館管理運営規則の一

部を改正する規則の制定について説明させていただきます。 

 今回の規則は先ほどと同じように、新元号の決定を受けまして、

図書館利用カード交付申込書の生年月日の欄の一番下に令和を加

えるものです。 

 16ページに改正案、新様式でございます。また17ページには新

旧対照表を添付しております。 

 説明は以上です。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。これも同様に元号の変更に伴うもので

すが、何かございますでしょうか。 

 

 （「なし」の声あり） 

教育長  16ページの氏名欄、これは元号を縦に４つ並べていますが、幅

を詰めるなど、レイアウトを調整することはできますか。 

 

図書館長  幅を調整し、少し狭くする予定です。 
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教育長  バランスを見て、調整してください。 

 ほかにはありますでしょうか。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  それではお諮りします。本議案に賛成する委員の挙手をお願い

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します。 

                                      

○議案第８号 

教育長  議案第８号、山武市さんぶの森弓道場条例施行規則の一部を改

正する規則の制定について、提案理由をお願いいたします。さん

ぶの森公園管理事務所長、お願いします。 

 

さんぶの森公園管理事務所長 では、議案第８号についてご説明します。18ページ

から22ページとなります。 

 同じく平成31年５月１日から元号が令和に改められるため、21

ページと22ページの新旧対照表のとおり、申請書及び許可書日付

欄の平成を削ろうとするものです。 

 説明は以上です。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。これも元号の変更に伴う日付欄の変更

です。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  それではお諮りします。本議案に賛成する委員の挙手をお願い

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します。 

                                      

◎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、協議事項に入ります。ここから秘密会とします。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、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 原案のとおり認定 

                                      

○協議第２号（秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  協議第２号、平成31年度（春）山武地区教育委員会連絡協議会

表彰について、事務局からの説明をお願いします。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       ここで一度秘密会を解きます。 

                                      

○協議第３号 

教育長  協議第３号、平成31年度山武市教育委員会の園・学校訪問につ

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  24ページをご覧ください。園・学校訪問につきましては、今年

度も授業を参観し、後、研究協議、給食をいただいて帰るという

予定で計画をしております。 

 ねらいでありますが、訪問することで、授業参観、概要説明と

いったものを通して、経営の現状や課題を把握するということで

ございます。 

 続けて25ページをご覧ください。最近３カ年訪問していない学

校、表の31年（案）ということで、幾つかの学校に丸をつけさせ

ていただきました。４月の校長会議にてそれぞれの学校には、丸

がついている学校を対象に訪問させていただくという話をしてお

ります。教育委員会議の日程に合わせながら、学校と連絡をとっ

て、また決まり次第、訪問日についてはご連絡をさせていただき

たいと思います。 

 差し当たっては、５月定例会の午前中に学校訪問をスタートし

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 また、園訪問につきましては、日向幼稚園でお願いしたいとい

うことでございますので、よろしくお願いいたします。 
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 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。これはいかがですか。よろしいでしょ

うか。特にここに行きたいというところはありますか。 

 それでは、ただいま説明いただいたとおり進めてまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

                                      

○協議第４号 

教育長  協議第４号、市内幼・小・中・こども園運動会・体育祭への出

席について、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。 

 

学校教育課長  続いて26ページをご覧ください。今回ご協議いただきたいのは、

５月、６月に行われます小中学校の運動会・体育祭の参加につい

てでございます。 

 また、幼稚園のところの欄でございますが、日向幼稚園の運動

会の開催日ですが、10月12日のところを10月５日という変更の連

絡が入りましたので、変更をお願いしたいと思います。 

 また、市長、副市長の参加につきましては、現在秘書係を通じ

て依頼をかけているところでございますが、先ほど返事をいただ

いたところで言うと、山武中学校の体育祭は副市長が参加される

ということは確認がとれました。それ以外のところにつきまして

は、まだ調整中であるというところでございます。過去の参加状

況につきましては27ページに載せてあるとおりでございます。 

 なお、運動会・体育祭の開会式に参加していただきたいと思い

ますけれども、挨拶はなく、例年どおり紹介のみという形でお願

いできれば考えております。 

 定例会の終了後に、５月18日と５月25日、そして６月１日分の

参加していただける委員のお名前についてご協議いただければと

思います。また、埋まらない部分につきましては事務局で対応さ

せていただきたいと考えておりますので、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す。春の運動会、体育祭についてです。 

 

小野﨑委員  春はすごい数ですね。 
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教育長  しだいに増えてきています。 

 これについては終了後に調整させていただくということですの

で、よろしくお願いいたします。 

                                      

○協議第５号（秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  それでは、ここから秘密会といたします。協議第５号、さんむ

ロードレース大会について、事務局からの説明をお願いします。

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 原案のとおり了承 

                                      

○協議第６号（秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  協議第６号、社会教育委員会議からの提言について、事務局か

ら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７号（秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  続いて協議第７号、社会教育施設等のあり方について、事務局

から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８号（秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  協議第８号、山武市立幼稚園の廃止について、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 
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◎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。ここで秘密会を一旦解きます。

報告第１号、平成31年度園児・児童・生徒数について、報告をお

願いします。学校教育課長、お願いします。 

 

学校教育課長  35ページをご覧ください。４月１日付の園児・児童・生徒数で

ございます。市内全体で園児が795名、小学生が1,974名、中学生

が1,110名でございます。小中を合わせますと3,084名でございま

す。30年度と比べ、小学生が110名の減、中学生が60名の減となり、

合計で170名の減となっております。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございました。平成31年度の児童数はこういう状況

になっているということでよろしくお願いします。これについて

はいかがですか。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第２号 

教育長  報告第２号、平成31年度山武市小・中学校の少人数指導講師・

心の教室相談員・支援員配置について、事務局から報告をお願い

します。指導室長、お願いします。 

 

指導室長  36ページになります。報告第２号、平成31年度山武市小・中学

校の少人数指導講師・心の教室相談員・支援員配置状況について

です。 

 少人数講師につきましては小学校に配置しておりますが、今年

度は昨年度より１名増加して８名を配置しております。また、心

の教室相談員は昨年度と同数であります。 

 支援員につきましては、昨年度より１名増加して32名を配置し

ております。なお、統合で新校になりました山武中に支援員を１

名、また、松尾小には昨年度より１名プラスして３名の支援員を

配置して、統合校に手厚く支援ができるように配置をしておりま

す。 

 以上です。 



－16－ 

 

教育長  ありがとうございます。ここについてはいかがですか。よろし

いですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第３号 

教育長  では続いて、報告第３号、平成31年度東上総教育事務所の学校

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  37ページをご覧ください。東上総教育事務所の所長及び指導室

の訪問でございます。所長訪問につきましては、５月20日の睦岡

小、山武西小が本市のスタートとなります。指導室訪問につきま

しては、５月22日の大富小学校から始まる予定でございます。こ

のページの上段は学校順の日にち、下段のほうは日付順の訪問の

順序を入れてございます。 

 なお、教育委員の皆様にも、参加できるときがありましたら、

こちらにご連絡いただければ改めてご案内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。学校訪問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４号 

教育長  では続いて、報告第４号、平成31年度山武市校長会の役員につ

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  続いて38ページをご覧ください。表の一番左側になりますが、

平成31年度の役員というところで、会長を蓮沼中学校の古谷武彦

校長、副会長に、中学校は成東東中学校の中村之彦校長、小学校

は鳴浜小学校の伊藤薫校長、庶務に蓮沼小学校の山中敬生校長、

会計に山武北小学校の篠﨑敦校長となっております。 

 なお、細かなそれぞれの役員の部分につきましては、表をご覧
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になっていただければと思います。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございました。役員についてご意見等ございますで

しょうか。校長会役員についてご意見よろしいですか。 

 

木島委員  蓮沼中の古谷先生は、異動されてきたばかりで会長というのは、

何か大変だという感想をお持ちだと思うんです。そういったこと

はこちら側から校長会に、その辺を改善していただけないものか

と言うことはできませんか。 

 

学校教育課長  とりあえず、山武市校長会という組織の中での互選でやられた

ものがこちらに報告がございますので、こちらからどうという形

では働きかけはしておりません。 

 

小野﨑委員  合同着任式のときに、ほんとうは着任席に着席するはずなのに、

最初からこっちにいるというのは、校長会の中に、そういう意見

があったと言ってもらっておいたほうがいいと思います。 

 

学校教育課長  はい。お伝えさせていただきます。 

 

教育長  教育委員会の意見としてお伝えください。おそらく皆さん経験

豊富な方なので、新しく山武市に来られたからといって、校長会

の役員が大変で引き受けられないということはないと思います。

やはり山武市としてのいろいろな施策が他市町と違う部分が多々

あるので、そういったところの継続性をきちんとしてもらうとい

う意味では、全く新しく来てやってもらうよりは、校長会として

の意見を持ってもらえるという気がします。校長会組織単体での

動きには問題はないと思います。 

                                      

○報告第５号 

教育長  それでは続いて、報告第５号、山武市立小中学校開校式につい

て報告をお願いします。学校再編推進室長、お願いします。 

 

学校再編推進室長 本日お配りいたしました資料をご覧ください。報告第５号のカ

ラー刷りの資料でございます。学校統合により今年度から開校い

たしました山武中学校と松尾小学校で、開校式と入学式が行われ
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ました。開校式では、新入生を含めた全校児童生徒と地域や教育

機関など多くの関係者を招き、開催いたしました。 

 初めに山武中学校の開校式でございますが、４月９日に入学式

と合わせて行われました。新入生は120名、全校で325名となりま

す。１年生は４クラス、２年、３年は３クラスとなります。 

 式典はこの写真にございますとおり、教育長による開校宣言で

幕をあけ、市長から学校長への校旗の授与、以下、市長からの式

辞、校長の挨拶、生徒代表挨拶に続いて、新しい校歌の披露が行

われました。大勢の生徒による校歌の合唱は壮観であり、その歌

声に会場は感動に包まれました。また、作詞者、作曲者からは、

新校歌に込めた思いなどメッセージが伝えられました。こちらの

メッセージについては２ページ目に記載してございます。 

 続いて行われました入学式では、ご来賓から入学へのご祝辞を

いただきました。また、在校生による歌声の披露や歓迎の言葉が

贈られたところでございます。 

 ３ページをご覧ください。翌４月10日には松尾小学校の開校式

が行われました。新入生は36名、全校で239名、１年生、５年生、

６年生が２クラスとなります。 

 式の次第は山武中学校と同じ流れで、こちらも教育長による開

校宣言、市長から学校長への校旗の授与、市長からの式辞、校長

先生の挨拶、児童代表挨拶に続いて、新しい校歌の披露が行われ

ました。元気のいい歌声が会場いっぱいに響きわたったところで

ございます。校歌作成にご尽力をいただきました、作詞、鈴木正

和様と作曲、滝沢真依様に、市長より感謝状の贈呈も行われまし

た。 

 続いて行われた入学式でございますが、こちらは最後のページ

になります。６年生に手を引かれて新入生の入場から始まりまし

た。ここでも在校生による歌唱の披露など、歓迎の言葉が贈られ

たところでございます。 

 最後に、通学バスの乗車の様子でございますが、現在のところ

予定の時刻表どおり大きなトラブルなく運行されてございます。 

 以上簡単ではございますが、開校式について報告といたします。 

 

教育長  ありがとうございます。開校式の様子について報告いただきま

した。いかがですか。お聞きになりたいこと等あれば。よろしい

でしょうか。 
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教育総務課長  市長から山武中学校開校に当たって、記念樹を植えるようにと

いうお話がありました。松尾小学校につきましてはこれから新築

されて、大きなやまももの木がありますので、記念樹を植えるこ

とは考えていませんが、山武中については植えるようにというこ

とで市長から指示がありましたので、記念樹を植えることを考え

ております。もし植える木のご希望がありましたらお願いします。 

 たとえば、校歌に杉が一つ、二つ、たくさんと出てくるので、

杉を植えるということはどうでしょうか。 

 

歴史民俗資料館長 山武中の記念樹に杉をという話がありましたが、山武杉は花粉

を飛ばしません。挿し木造林で増えますので、これもまた山武杉

の特徴でもございます。山武杉であればそういった心配もござい

ませんし、地域産業という意味でも良いかと考えます。 

 

教育長  山武地域、睦岡地域ということであれば、蕨真一郎さんのアラ

ラギなど、きっと歴史的な部分で非常に良いと思います。 

 

清水委員  アララギも良いかもしれませんね。 

 

小野﨑委員  大きくなる木は、管理が大変ですね。 

 

教育総務課長  事務局で検討させていただきますが、もし適した木がありまし

たらご連絡ください。 

 

小野﨑委員  山武南中に残っている木についてはどうですか。 

 

教育長  山武市の中で新たに統合した記念として、その記念樹というこ

となので、南中の木でないほうが良いかと思います。 

 

木島委員  アララギが第１候補で良いと思います。 

 

教育長  その方向で検討させていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

                                      

○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。 
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学校再編推進室長 報告第６号でございますが、資料39ページをご覧ください。2021

年４月の日向小学校と山武西小学校の統合校の開校に向け、統合

準備委員会を設置して、２年間をかけ、協議、検討を行ってまい

ります。その第１回の会議に向け、４月８日に日向小学校と山武

西小学校の校長、教頭、ＰＴＡ会長にご足労いただきまして、開

校に向けた検討項目と準備委員会の組織についてご協議をいただ

いたところでございます。 

 40ページをご覧ください。改めて計画でございますが、日向小

学校と山武西小学校の統合校の学校位置は、旧山武南中学校とい

たします。2021年４月の統合校の開校を目指すものでございます。

就学区域は、現在の日向小学校と山武西小学校を合わせた区域と

します。 

 次の41ページ、この統合に向けた準備委員会でございますが、

準備委員会を設置し、またその中に専門部会を設けることに関し

まして、こちらは従来と同じ流れとなります。 

 42ページをご覧ください。こちらは２年間のスケジュール案と

なります。初めに校名とスクールバスの検討から行ってまいりた

いと存じます。 

 そういった中でこのスケジュールを各部会の検討項目としてま

とめたものが、43ページ、44ページとなります。 

 これを協議、検討する準備委員会の組織構成の案が45ページと

なります。保護者代表として各小学校より３名ずつ、また学校職

員として校長、教頭、教務、区長会の代表といたしましては各小

学校区から１名ずつ、そのほか山武中学校長、日向幼稚園、日向

保育所の園長と保護者代表１名ずつ、各校の学校評議員のほか、

日向地区に関しましては体育協会の日向支部、また山武西小学校

区につきましては、山武西まちづくり協議会が活発な活動をして

いるということでございますので、ここから１名ずつの参加をい

ただきまして、総勢23名、専門部会は総務、学校運営、ＰＴＡ・

通学の３つの部会からなる準備委員会を設置し、協議を進めてま

いりたいと存じます。 

 なお、第１回統合準備委員会は５月16日木曜日、18時からあら

らぎ館で行う予定でございます。委員長、副委員長など役員の選

出、今後のスケジュールなどを主な議題といたします。本日開催

通知を配付させていただきましたので、ご多用とは存じますが、

ご出席くださいますようお願い申し上げまして、報告は以上とな
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ります。 

 

教育長  ありがとうございました。この件に関してはいかがでしょう。

第１回目は５月16日に開催されます。これは委員の皆さんもよろ

しくお願いします。よろしいですか。 

                                      

○報告第７号 

教育長  では、報告第７号、平成31年度山武市少年海外派遣事業実施要

項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  報告第７号、平成31年度山武市少年海外派遣事業実施要項がで

きましたので、こちらでご報告させていただきます。本年度も本

事業を実施したいと考えてございます。 

 派遣先ですけれども、４番に記載されていますとおりニュージ

ーランド（オークランド他）としております。 

 派遣期間ですが、５番に記載してあるとおり、平成31年８月16

日から31年８月23日までの６泊８日としております。 

 派遣人員につきましては例年と変わりなく、市内に住所を有す

る中学２年、３年生及び高校生で、合計18名を派遣してまいりま

す。引率者は２名です。今年度につきましては、団長を小中学校

の管理職から募集することとしております。 

 ８番、事業内容ですが、こちらも例年と変わりなく、事前研修

を４回、現地での研修についてもホームステイを含めまして実施

いたします。また事後研修２回ですけれども、今年度につきまし

ては生涯学習振興大会がございます。そちらの席上において報告

会を開催する予定となっております。 

 ９番、派遣生の募集ですが、募集期間につきましては、ゴール

デンウイークが明けました５月７日から年５月31日までを予定し

てございます。 

 説明は以上になります。 

 

教育長  ありがとうございます。ニュージーランドへの派遣事業につい

てですが、何かご質問等ございますでしょうか。よろしいですか。 

                                      

○報告第８号 

教育長  続いて、報告第８号、平成31年度山武市青少年スリランカ派遣

団の団長及び事務担当職員について、報告をお願いします。生涯
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学習課長、お願いします。 

 

生涯学習課長  平成31年度山武市青少年スリランカ派遣団の団長及び事務担当

職員が決まりましたので、ご報告させていただきます。 

 こちらに記載のとおり、派遣団の団長ですが、生涯学習課長、

神谷が対応させていただきます。事務担当者ですけれども、現在

市民自治支援課の支援員をしている者に担当いただくこととなり

ました。 

 しかしながら、４月21日に発生したテロ事件がございました。

これに伴いまして、現在現地の情報収集に努め、本事業の実施の

可否について検討中であることを申し添えさせていただきます。 

 なお、４月19日に説明会を実施してございます。これにつきま

しては17名の方が参加していただいております。ただその後にこ

ういった事件発生ということで、ちょっと苦慮しておりますが、

その実施の可否をこれから決定させていただきますのでよろしく

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す。スリランカ派遣団につきましてはいか

がでしょう。今のところ団長、それから事務担当者はこの２名に

ということで決めさせていただきましたが、実施できるかどうか

不安なところでございます。ご意見ございますか。 

 

木島委員  どちらかというと中止の方向性で進んだほうがよろしいかと思

います。例年やっていることながら、重要だからと責任感を持っ

て実行し、無理に進める必要はないと私は思います。ここはあえ

て、勇気ある撤退じゃないですけれども、その辺の状況をしっか

りと慎重に見きわめて、慎重に検討した結果、今年度に限り中止

ということにしても、賢明な判断であったという評価をもらえる

と私は考えております。ですから、やらなければとあまり強引に

進めなくてもよろしいかと思います。 

 

清水委員  ましてや子供たちを連れていくということになると、相当慎重

な上にも慎重というか、危険性のあるところについては、当然避

けるべきだと思うんです。そういう意味で、やはり慎重な上にも

慎重さが必要かと思います。 
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教育長  他よろしいでしょうか。もうすぐゴールデンウイークに入りま

すので、明けた後、また今回説明会に来ていただいた方々の申し

込み締め切りもその後直ぐでございますので、十分に情報収集を

していきたいと思います。子供の安全が第一であるのは当然のこ

となので、そういう形で進めたいと思っています。 

                                      

○報告第９号 

教育長  続いて報告第９号、松尾公民館ダンススタジオ利用状況につい

ての報告をお願いします。松尾公民館長、お願いします。 

 

松尾公民館長  それでは、資料49ページをご覧ください。松尾公民館ダンスス

タジオの平成30年度の利用状況ということで、ダンスの種類別、

年代別の利用者数をご報告させていただきます。 

 まずダンスの種類別では、ヒップホップでのご利用が最も多く、

１万1,441人でございました。これは全体の約７割を占めておりま

す。２番目に多かったのがフラでございました。3,377人で、これ

は全体の約２割を占めているところでございます。３番目はその

他で、ストリート・レゲエという種類になります。こちらは925

人。続きまして、ジャズ436人、そしてＫ－ＰＯＰ48人でございま

した。 

 次に年代別では、小学生のご利用が最も多く6,146人ということ

で、全体の約４割近くを占めております。以下、一般の方4,988

人、高校生2,402人、未就学児1,771人、中学生920人でございまし

た。 

 １年間の利用者総数は、平成29年度が１万5,150人でございまし

た。そして平成30年度は１万6,227人ということで、1,077人の増

加となりました。平成31年度も引き続き利用者が増加しますよう

努めてまいりますので、どうぞ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。ただいまの報告よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第10号 

教育長  報告第10号、行事の共催・後援について、よろしくお願いしま

す。教育総務課長、お願いします。 
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教育総務課長  50ページをご覧ください。資料は51ページから68ページまでと

なります。今回、共催は１件、後援が８件でございました。 

 内容ですけれども、共催については、「成東・東金食虫植物群落」

の観察会１件を承認したものと、後援ですけれども、第13回のド

ロリンピックin真行寺。これが５月４日に、もう真行寺地区で準

備が進んでいますけれど、真行寺の田んぼで行われます。 

 それから夏休みエコ絵画コンクール。これは千葉テレビ放送の

申請で、千葉市の生涯学習センターで展示されるものでございま

す。 

 それからすこやか展覧会。山武「健康とふくしの会」。これは子

供たちのお父さんとかお母さんの絵とかを市役所や保健センター

などに飾っているものでございます。これは１年度通しです。 

 ４番目がミセスジャパン2019千葉大会。これは東金市の最福寺

で行いますミセスコンにつきまして後援申請があったので、許可

しております。 

 ５番目がマリーンズのダンスチャレンジ＠ZOZOマリンスタジア

ムです。これは山武後援会のほうで申請があって、５月25日に開

催されるものでございます。 

 ぐるっと山武50kmウォーク。これはもう４月13日に終了してお

りますけれども、後援いたしました。 

 それからツリークライミング体験会。さんむ・アクションミュ

ージアム。これはツリークライミングなので木登りです。早船地

区で行われるものでございます。 

 それから地域お越しDANCE SHOW。これは成東文化会館で４月28

日に行われるものでございます。 

 以上、共催１件、後援８件を承認したものでございます。説明

は以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。共催・後援について、資料があります

が、ご覧いただいて何かあればお伺いします。特によろしいでし

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11号 
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教育長  では続いて、報告第11号、５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  教育総務課からです。教育総務課の所掌する５月の行事予定で

すが、まず17日、山武地区教育委員会連絡協議会表彰式及び総会。

これが大網白里市の中央公民館で２時から行われます。ちなみに

５月17日は山武市臨時議会が開催されまして、３時までの予定で

す。 

 21日火曜日、市町村教育委員会連絡協議会定期総会。これは茂

原市民会館です。 

 23日が教育委員会第５回定例会を予定しておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 最後、31日が、関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会・研

修会。これは山梨県の北杜市ですので、金、土と泊まりになる予

定ですので、出席される委員様におかれましてはよろしくお願い

いたします。 

 教育総務課は以上です。 

 

学校教育課長  続いて学校教育課、５点ございます。 

 まず初めに、５月７日、小中学校の定例校長会議です。 

 15日、山武市の小学校陸上競技大会が成東運動総合公園で行わ

れます。 

 16日、山武市教育研究会の総会。参加者につきましては代議員

制となっております。 

 18日に山武中の体育祭、25日に小中学校の運動会並びに体育祭

が行われる予定となっております。 

 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。日向小学校・山武西小学校統合準

備委員会を５月16日、18時からあららぎ館で行います。ご出席い

ただきますようお願いいたします。 

 

生涯学習課長  生涯学習課です。先ほどもご説明しましたが、７日、ニュージ

ーランド派遣生の募集開始となります。 

 10日がスリランカ派遣生の募集締め切りとなっております。 

 14日火曜日、社会教育委員会議を開催いたします。 

 15日水曜日、女性の会総会を14時からのぎくプラザで開催予定
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です。教育長の出席をお願いします。 

 16日木曜日、きらきら広場、こちらは山武西小の放課後子ども

教室になります。こちらの開級式が15時半から山武西小学校。ニ

ュージーランド派遣生の事前説明会を19時から第６・第７会議室

で行う予定です。 

 18日がスリランカ派遣生候補者の面接がございます。 

 最後に23日木曜日、ひなたっ子広場、こちらは日向小学校の放

課後子ども教室ですが、こちらの開級式となっております。15時

30分からです。 

 生涯学習課からは以上です。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。12日日曜日、山武市体育協会総会が浪川

荘で17時から行われます。 

 以上でございます。 

 

文化会館長  文化会館です。22日水曜日、文化会館運営協議会を15時30分か

ら開催いたします。 

 以上です。 

 

歴史民俗資料館長 続きまして、歴史民俗資料館から報告します。５日日曜日、左

千夫春の集い「ゆづりは茶会」ということで、10時から伊藤左千

夫生家において開催します。先着200名が無料でお茶とお菓子が楽

しめます。よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

子育て支援課長  子育て支援課からは、14日火曜日、園長・副園長会議。第７会

議室です。 

 それと、30日に幼稚園とこども園、小・中学校支援員の合同の

研修会がございます。こちらの場所も第６と第７会議室で開催し

ます。 

 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す。報告は以上ですね。 

 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  教育委員会ダイアリーです。今年度もこのような形で教育情報



－27－ 

を載せていきたいと思います。 

 １番の31年度スタートというところ、主に児童生徒数の状況は

先ほどありましたので、ご覧いただければと思います。 

 ２は、４月に行った会議の情報、また３は市内の学校情報とい

うことで、このような形で載せさせていただきたいと思います。

これは４月の当初でしたので、まだ件数はありません。一番下、

これは校長会でも出しましたが、今年度も山武市からは、教職員

の不祥事は絶対出さないということで再度学校長に指導を行いま

した。 

 裏面の写真につきましては、先ほどと重なる部分もありますの

で、ご覧になっていただければと思います。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございました。ほかはありませんか。 

 

子育て支援課長  先日、こども園、幼稚園の入園式にご参加いただきましていろ

いろありがとうございます。感謝申し上げます。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。ほか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４回定例会を終了といたします。

大変長い間お疲れさまでした。 

                                      

◎閉  会  午後５時15分 
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上記のとおり会議のてん末を記載し、その内容が正確であることを証するた

め、ここに署名する。 

令和   年   月   日 

 

教育長 

 

委 員 

 

職氏名 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


