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平成31年山武市教育委員会第３回定例会会議録 

 

１．日 時  平成31年３月14日（木）13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 

 

日程第４ 議決事項 

 議案第１号 山武市教育振興基本計画について 

 議案第２号 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

 議案第３号 山武市社会教育委員の委嘱について 

 議案第４号 山武市教育委員会組織規則の一部を改正する規則の制定について 

 議案第５号 山武市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令の制定について 

 議案第６号 山武市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の制定に 

       ついて 

 議案第７号 山武市立小学校及び中学校文書管理規程の一部を改正する訓令の制 

       定について 

 議案第８号 山武市非常勤職員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９号 山武市教育委員会が管理するスポーツ施設の管理に関する規則の一 

       部を改正する規則の制定について 

 議案第10号 山武市立小学校及び中学校の施設の開放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11号 山武市さんぶの森公園の管理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12号 山武市文化会館等条例施行規則の一部を改正する規則の制定につい 

       て 

 議案第13号 山武市歴史民俗資料館条例施行規則の一部を改正する規則の制定に 

       ついて 

 議案第14号 山武市山室姫塚古墳維持管理補助金交付要綱の制定について 

 議案第15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16号 山武市いじめ防止基本方針の改定について 

 

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 

 協議第２号 山武市表彰規則被表彰者の推薦について 
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 協議第３号 社会教育委員会議からの提言について 

 協議第４号 山武市スポーツ振興計画について 

 協議第５号 むつみのおか幼稚園の休園について 

 

日程第６ 報告事項 

 報告第１号 山武市議会第１回定例会の報告について 

 報告第２号 校務支援システムのアンケート結果について 

 報告第３号 平成30年度英語検定の結果について 

 報告第４号 山武市小中学校統合準備委員会委員の委嘱について（山武中学校・ 

       山武南中学校） 

 報告第５号 山武市小中学校統合準備委員会協議結果について 

 報告第６号 平成32年山武市成人式の開催日程について 

 報告第７号 平成31年度山武市青少年スリランカ派遣事業実施要項について 

 報告第８号 震災復興植樹祭INさんむ実施結果について 

 報告第９号 第49回山武郡市民駅伝競走大会の結果について 

 報告第10号 名城遺跡発掘概要について 

 報告第11号 平成30年度末幼稚園・こども園人事異動について 

 報告第12号 行事の後援・共催について 

 報告第13号 ４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 齊藤 榮一 

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 

学校給食センター所長 仲村 由美子 

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 山口 直人 

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１時30分 

教育長  それでは、ただいまから、平成31年教育委員会第３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、渡邊委員を

指名いたしますのでよろしくお願いします。 

 

渡邊委員  はい。 

                                      

◎日程第２ 会議録の承認 

教育長  平成31年教育委員会第１回臨時会及び第２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  異議ございませんか。ありがとうございます。異議がないよう

なので、教育委員会第１回臨時会及び第２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。資料の１ページ目をご覧ください。

２月８日から３月14日までになります。 

 ２月８日、金曜日ですが、農林中央金庫木製フォトフレームの

寄贈式というのが書いてありますが、今回、閉校する４校にフォ

トフレームを卒業生の分、寄贈していただきました。それの寄贈

式が代表して豊岡小学校で行われました。このフォトフレームを

いただいたほかに、当日、杉のコースターづくりがありました。

杉の板を削って、色をつけて自分のオリジナルのコースターづく

りを皆さんと一緒にさせていただきました。その後ですが、第３

回の総合計画審議会が開催されて、次期総合計画についての了承

を得ました。オリパラ戦略推進本部会議が続いて行われています。 

 ２月12日、歴史民俗資料館友の会来庁とありますが、今後の活

動についていろいろ協力してやっていきたいというようなご意見

をいただいたところです。 

 人事評価部長面談、これについては部長の評価について市長と

の面談でございました。定例校長会議がその後行われています。 

 ２月13日、東上総教育事務所教育長面接とありますが、この日
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に人事の関係の内々示ということでいただいてきております。帰

って来た後、臨時の校長会議を開催し、校長先生方にお伝えしま

した。 

 松尾小と豊岡小学校の学校統合準備委員会の全体会、最後の会

議が行われました。松尾ＩＴセンターで行われ、委員の皆様にも

ご出席をいただきました。 

 ２月15日、中学校の校長先生の目標申告面談を行いました。ま

た、幼稚園の園長会議が開催されています。 

 ２月17日には山武郡市民駅伝大会と終了後に慰労会がございま

した。これは２月11日に予定されていたものですが、悪天候のた

めこの日に変更になったものです。 

 ２月18日、小学校の校長先生方の目標申告面談です。 

 ２月19日は庁議のほか、山武中と山武南中学校の統合準備委員

会の全体会、これも最後の会議になります。こちらはさんぶの森

交流センターあららぎ館で、委員の皆さんにもご出席いただいて

います。 

 ２月20日、市議会の第１回定例会の開会日でした。市議会につ

きましては、後ほどまた報告があります。 

 ２月21日、女性の会の敬老慰安会が行われ、出席しております。 

 ２月22日、保育士の２次募集面接がございました。１次で２名

ぐらいしかいなかったので、足りないということで２次募集が行

われました。 

 スポーツ推進審議会が開催されています。これも後で報告があ

りますが、ロードレース大会の今後についてご意見をいただきま

した。 

 あとは、山武市教頭会の情報交換会が行われ、出席しています。 

 ２月23日、土曜日ですが、震災復興植樹祭ＩＮさんむというこ

とで、蓮沼で2,000本の植樹が行われました。 

 ２月26日、議会の一般質問です。これにつきましても後ほど報

告がありますのでよろしくお願いします。 

 ２月27日も同じく一般質問、それから議案の質疑、委員会付託

等が行われました。 

 ２月28日の梅津氏来庁ですが、お茶の先生で山武地区の方で、

日向小学校でお茶の指導を行っています。できれば中学校でもそ

ういう場を設けていただけないかというお話がありました。これ

につきましては、学校との調整の上、可能であればということで

お話をしました。 
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 その後、千教組山武支部の増田書記長が来庁いたしました。 

 ３月１日、文教厚生常任委員会が開催されています。教育部に

関するものは補正予算が主なものでございます。その後、臨時校

長会議、それから教育関係は山武教育会館の理事会が開催されて

出席しています。 

 ３月３日には第10回目の芸文協まつりが開催されております。

これについては、最後に講評させていただきました。 

 ３月４日、庁議がありました。 

 ３月５日、山武中学校の閉校記念式典が行われました。山武中

学校の体育館で行われ、校旗を市長に返納しております。 

 その後、教育委員会の第２回臨時会、文化会館で行いました。

そして、その後に本定例会の議案の打ち合わせをしました。 

 ３月６日の今井氏来庁。これは文化会館で行われているイベン

トの件について、いろいろと協力ができることがあるということ

でのお話でございました。 

 ３月７日、予算審査特別委員会。31年度予算でございます。 

 ３月８日、山武中学校の新校章のデザインを応募していただい

て、今回採用された糸久君。山武南中学校の３年生に賞状の贈呈

を行ってまいりました。 

 ３月12日、山武南中学校の卒業証書授与式に出席しています。

他の学校については委員の皆さんに出席をいただきました。 

 ３月13日、議会の最終日、閉会日でございました。閉会の後、

定例の校長会議が開催されています。若干、議会が延びたので、

おくれて途中からの出席をさせていただきました。夕刻には議会

との意見交換会です。 

 ３月14日、本日ですが、午前中にむつみのおか幼稚園の卒園式、

そしてこの定例会ということになります。 

 私からの報告は以上です。何かお聞きになりたい点等あります

でしょうか。 

 

 （「なし」の声あり） 

教育長  よろしいですか。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、学校医、学校歯科医及び学校

薬剤師の委嘱について、議案第３号、山武市社会教育委員の委嘱

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。協議第２号、山武市表彰規則被表彰者の推薦については、
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氏名氏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３号、社会教

育委員会議からの提言について、協議第４号、山武市スポーツ振

興計画について、協議第５号、むつみのおか幼稚園の休園につい

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、

報告第11号、平成30年度末幼稚園・こども園人事異動について、

これは人事案件に関することでありますことから、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、議案第３号、協議第１号か

ら協議第５号、報告第11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、山武市教育振興

基本計画について、提案理由を説明お願いいたします。教育総務

課長、お願いします。 

 

教育総務課長  資料の３ページをご覧ください。議案第１号、山武市教育振興

基本計画を策定することを提案させていただきます。 

 教育振興計画は、平成23年度４月に策定しており、毎年見直し

を図るということから、改訂の内容を提案させていただくもので

す。 

 それでは、山武市教育振興基本計画をご覧ください。前回、教

育委員会第２回定例会にてお諮りをお願いしましたが、そこでご

意見をいただいたこと等を踏まえて手直しをいたしました。その

後、修正したものにつきまして、今回、青字で訂正させていただ

いておりますのでこちらを私から説明させていただき、質問等は

各所属部署から回答させていただきます。 

 13ページをご覧ください。基本データ表の平成29年度データの

下から３行目、青字部分を修正させていただきましたので、ご確

認をお願いします。数値の訂正でございます。よろしいですか。 

 次に52ページをご覧ください。給食センター部分の32年度から

34年度を削除いたしました。これは老朽化に伴い、新たな施設の

建てかえを、現行の成東給食センターの位置で計画しておりまし
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たが、現行の用地の規模では無理なことから、用地の確保が課題

となったため、時期が見込めないということから削除させていた

だきました。 

 30ページをご覧ください。中段から、現状と課題の中で、青色

のとおり説明させていただいておりますのでご確認ください。計

画書から削除いたしましたが、現状と課題ということで、文言で

残させていただきました。確認お願いします。 

 続きまして、46ページをご覧ください。成東総合運動公園の遊

具等設置工事とサイン改修工事を追加させていただきました。 

 続きまして、53ページをご覧ください。成東文化会館のぎくプ

ラザの31年度工事を削除、32年度工事を追加させていただきまし

た。 

 54、55ページをご覧ください。54ページの上段、成東総合運動

公園、一番左の列、31年度に人工芝清掃機購入。工事に遊具等設

置工事とサイン改修工事を追加させていただきました。 

 55ページ、蓮沼スポーツプラザ、左から蓮沼スポーツプラザ受

変電設備改修工事、32年度スポーツプラザ空調設備改修工事を追

加させていただきました。 

 私からは以上です。質問については各所属長からお答えいたし

ます。 

 

スポーツ振興課長 よろしいでしょうか。55ページの一番下に豊岡体育館を新たに

追加させていただきました。31年度については体育館屋上防水改

修工事の設計、32年度に同じく防水工事の監理と工事を入れさせ

ていただきました。以上です。 

 

教育長  スポーツプラザは、空調設備改修工事でしょうか。その下は受

電設備改修ですね。 

 

教育総務課長  はい。以上となります。 

 

教育長  それでは、今、訂正箇所等の説明がございましたが、いかがで

しょうか。一度協議いただいているというところですので、今の

修正箇所がよろしければ。特によろしいですか。 

 

 （「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
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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、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱につい

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。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、山武市社会教育委員の委嘱について、提案理由の

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 

 

教育長  ここで一度、秘密会を閉じます。 

                                      

○議案第４号 

教育長  議案第４号、山武市教育委員会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します。教育総務課長、お

願いします。 

 

教育総務課長  １ページをご覧いただきたいと思います。山武市教育委員会組

織規則の一部を改正する規則の制定についてでございますが、こ

ちらも第２回定例会において協議案件として説明させていただき

ましたので、その後の修正等についてご説明させていただきます。 

 ７ページをご覧ください。11条２項、表中の中段、豊岡体育館

を加えさせていただきました。これは第２回の定例会で同意され、

先日の議会で承認されました豊岡体育館設置条例の制定によるも

のです。 
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 11ページをご覧ください。右の現行、学事係、５の「園児、児

童及び」の「園児」を、９「幼稚園保育料」を、10「私立幼稚園

就園」の事務、11の「園児、児童」の「園児」を削除させていた

だきました。現状の事務分掌に訂正させていただいたものです。 

 こちらは以上です。 

 

教育長  前回、協議いただいているので、その後に入れかわりになった

部分ということですね。よろしいでしょうか。 

 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します。 

                                      

○議案第５号 

教育長  報告第５号、山武市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令

の制定について、提案理由をお願いします。教育総務課長、お願

いします。 

 

教育総務課長  18ページをご覧ください。18ページの左の改正案の下線部分を

追加させていただきました。これは事務専決規程について、市の

事務専決規程を準用する条文ですが、市の別表第２中、小学校機

関等所属長を課長に読みかえられるよう改正するものです。市に

所属長というようなものがないので、市の例規について事業所の

中で課長とあるものは教育委員会の中では教育機関等の長と読み

かえるという文言を加えさせていただいています。 

 次に、18－３の現行欄をご覧いただきたいと思います。表第１

の４、先ほどのところですが、「児童、生徒及び園児の就学」を「児

童及び生徒の就学」に改め、９の「幼稚園保育料等」、それから10

の「園児、児童、生徒及び」の中の「園児」を削除させていただ

きました。 

 次に、資料にはないのですが、さきの２回の協議の中で学校給

食センターから、「給食資材の発注」を「給食用食材」に改めたい

という提案がありました。その際、委員から、そのままのほうが

よいのではないかというふうな意見をいただき、再度精査して検

討したところ、現行のとおりにしたいということなので、そのま

まとなりましたので、今回、前回の部分については触れてありま
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すので今回は記載がないということをご報告申し上げます。 

 以上です。 

 

教育長  よろしいでしょうか。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６号 

教育長  議案第６号、山武市立小学校及び中学校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  議案第６号、山武市立小学校及び中学校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いたします。別冊の資料の25ペ

ージをご覧ください。提案理由ですが、平成29年４月１日から学

校教育法の一部改正により、事務職員の職務内容が改正され、平

成30年４月１日から千葉県の市（町村）立小学校及び中学校管理

規則（モデル規則）が改正されたことに伴いまして、山武市立小

学校及び中学校管理規則を一部改正しようとするものでございま

す。 

 27ページの新旧対照表をご覧ください。主な改正点としまして、

職の欄で、副主査と主事が一緒のくくりとなり、その職務が上司

の命を受け、担任事務をつかさどるということになりました。学

校教育法第37条では、教諭や養護教諭などに「○○をつかさどる」

という表現が使われている一方で、事務職員は「従事する」とい

う表現になっていました。１校に１人しかいない専門職である事

務職員は、その職の上下、例えば副主査と主事、ランクがあるわ

けですが、それに関係なく学校の管理職や他の職員と連携、分担

して、より積極的に学校運営に参画するということを目指してお

るということから、今回、「従事する」という文言ではなく「つか

さどる」という文言に変わったということになります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

教育長  いかがでしょうか。何かございますか。清水委員。 
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清水委員  その下の学校栄養職員は「従事する」となっているのはよろし

いのでしょうか。 

 

学校教育課長  こちらは、学校教育法は変わっておりませんので、変更しませ

ん。今までと同じです。 

 

清水委員  それから学校の事務職員の方が、どういう仕事を具体的にやっ

ているかというのは十分には知らないのですが、学校の教職員の

事務が非常に忙しいということがよく言われていますが、学校事

務職員がどの程度手伝えるのかというようなことを一度洗い直し

てみてもよいのではないかと思います。ですから、今まで例えば

事務職員と学校教員の仕事の忙しさは具体的にどうなのか、そう

いう部分を勘案しながら事務職員ができることはもっとやっても

らうような形で改善していく必要があると思います。それによっ

て教職員の煩雑のようなものをできるだけ緩和する。もちろん、

いろいろな機器などの改善をして、教職員の負担を減らす取り組

みはしているとは思うのですが、事務職員の活用なども考えても

よいのではないかと思います。 

 全国的な例を見ますと、事務職員同士がいろいろな連携をし合

って、協議しながら、学校に積極的に自分たちで事務をいろいろ

やっているケースもあるようです。ですから、そういう部分も研

究しながら、山武市独自でも、事務職員の方々には少し負担にな

るかもしれませんが、そういう部分についていろいろ努力しても

らえるような制度があってもよいのかなと思います。 

 

学校教育課長  今の清水委員のご意見、大変参考になります。ありがとうござ

います。今現在、学校事務職員と市で共同実施という組織をつく

り、月２回ほど全事務職員が集まって、それぞれグループでテー

マを決めて、自分たちの仕事、それから学校でどういうふうな学

校運営に参画できるかといったようなことも現実やっております。

それから、それぞれの学校での事務作業の相互チェック、そうい

ったところも大体２時から４時半ぐらいまで月２回やっておると

ころであります。また、それぞれの学校では、ずっと事務的な仕

事だけではなく、先生方のサポート、例えば、印刷の手伝いや、

集金事務や、発注、管理などそういったことも職員とともにやっ

ているところでございます。 
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 以上でございます。 

 

清水委員  もっと学校の教員の煩雑さを見ながら手伝えるものはどんどん

手伝ってもらうような仕組みの部分っていうのがあってもよいの

ではないかと思っていました。みなさん忙しいわけですから、ふ

だんの仕事ぶりはどうなのか、何をやっているのか、きっちりチ

ェックして、もっと改善していくとよいなと思っていました。 

 

教育長  ほか、よろしいですか。 

 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いたします。 

                                      

○議案第７号 

教育長  議案第７号、山武市立小学校及び中学校文書管理規程の一部を

改正する訓令の制定について、提案理由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  議案第７号、山武市立小学校及び中学校文書管理規程の一部を

改正する訓令の制定についてご説明いたします。別添の資料28ペ

ージをご覧ください。提案の理由ですが、平成31年４月１日をも

って山武市立松尾小学校、山武市立豊岡小学校及び山武市立山武

中学校、山武市立山武南中学校が統合することに伴い、山武市立

小学校及び中学校文書管理規程を一部改正しようとするものでご

ざいます。 

 30ページの新旧対照表の下段をご覧ください。別表の小学校の

項で、豊岡小学校の目を削除します。同様に、31ページの中学校

のところですが、山武南中学校の目を削除いたします。 

 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す。統廃合にかかわる修正でございます。

何か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、お諮りいたします。本議案の賛成する委員の挙手を
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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といたしま

す。 

                                      

○議案第８号 

教育長  議案第８号、山武市非常勤職員に関する規則の一部を改正する

規則の制定について、提案理由の説明をお願いします。生涯学習

課長、お願いします。 

 

生涯学習課長  別冊資料の32ページをご覧ください。議案第８号、山武市非常

勤職員に関する規則の一部を改正する規則の制定についてご説明

いたします。本議案は、当該規則が市長部局で策定するものであ

ることから、本規則中の家庭教育指導員及び社会教育指導員の報

酬額に係る規則について改正を市長に求めるものです。改正内容

については、第２回の定例教育委員会時に協議した内容から変更

はございません。 

 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す。前回の協議から変更なしということで

すが、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いたします。 

                                      

○議案第９号 

教育長  議案第９号、山武市教育委員会が管理するスポーツ施設の管理

に関する規則の一部を改正する規則の制定について、提案理由の

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 資料は別冊の35から37ページになります。議案第９号山武市教

育委員会が管理するスポーツ施設の管理に関する規則の一部を改
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正する規則の制定についてでございます。こちらについては、第

１回定例会で協議いただきました内容から変更はございません。

よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。こちらについても協議内容からの変更

はないということですが、いかがでしょう。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」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可決します。 

                                      

○議案第10号 

教育長  議案第10号、山武市立小学校及び中学校の施設の開放に関する

規則の一部を改正する規則の制定について、提案理由の説明をお

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 資料は別冊38から40ページになります。議案第10号山武市立小

学校及び中学校の施設の開放に関する規則の一部を改正する規則

の制定についてでございます。こちらについても、第１回定例会

で協議いただきました内容から変更はございません。よろしくお

願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。こちらについてはいかがでしょう。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。よって、本議案は原案のとおり可決します。 

                                      

○議案第11号 

教育長  議案第11号、山武市さんぶの森公園の管理に関する規則の一部
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を改正する規則の制定について、提案理由のご説明をお願いしま

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 別冊41ページから43ページをご覧ください。改正内

容は43ページの新旧対照表のとおり金額を改めます。改正理由は、

消費税増税に伴うものですが、規則分だと考えております。よろ

しくお願いします。 

 

教育長  ただいまの件についてはいかがでしょう。よろしいでしょうか。 

 

 （「なし」の声あり） 

教育長  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とします。 

                                      

○議案第12号 

教育長  議案第12号、山武市文化会館等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  資料は別冊の44ページから59ページになりますのでご覧くださ

い。こちらは、第１回定例会でご協議いただきました内容と変更

はございません。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

教育長  資料はページ数多いですが、変更なしということです。いかが

でしょう。 

 

 （「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可決します。 

                                      

○議案第13号 
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教育長  議案第13号、山武市歴史民俗資料館条例施行規則の一部を改正

する規則の制定について、提案理由の説明をお願いします。歴史

民俗資料館長、お願いします。 

 

歴史民俗資料館長 議案第13号でございます。山武市歴史民俗資料館条例施行規則

の一部を改正する規則の制定について、これは消費税の値上げで

ございます。第１回定例会でご審議いただきました内容と変更は

ございません。お願いいたします。 

 

教育長  ありがとうございます。こちらについても協議内容からの変更

はないということでございます。よろしいですか。木島委員。 

 

木島委員  入場料が50円から60円になっていますが、今まで説明をいただ

いた部門では、50円についてはほとんど据え置きになっています

よね。このあたりの理由づけの根拠を持っておかないと、なぜ資

料館の入場料は50円から60円にするのかということを言われたと

きの対応を考えておいたほうがよいのかなと思いました。53ペー

ジ、例えばござや、そういったものは全て据え置きとなっていま

すが、入場料に関してだけ50円から60円となっていますから、な

ぜ入場料だけ10円上がるのかと言われたときに、理由づけをきち

んと持っておいたほうがいいと思いました。 

 

教育部長  なかなか難しいのですが、資料館は開館してほとんど値上げを

しておらず、今回の増税に伴った値上げというわけでもなく、財

政課からも強く指導され、できれば値上げしてほしいということ

でした。また、資料館は先ほど申しましたとおり、今まで消費税

分加算している形の価格ではありませんでした。もともと当初か

らこの値段でやってきて、１回も消費税を加えたことがないので

す。ほかのところの今回の値上げは、割り戻して10％掛けたりな

ど、そういう計算をして全部計算しています。資料館の料金はも

う割り戻せないので、これに1.1を掛けるという計算で資料館の料

金は決まっています。 

 

木島委員  その説明でよろしいかと思います。ありがとうございました。 

 

教育長  ほかにはいかがでしょう。よろしいでしょうか。 
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 （「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いたします。 

                                      

○議案第14号 

教育長  議案第14号、山武市山室姫塚古墳維持管理補助金交付要綱の制

定について、提案理由を、歴史民俗資料館長、お願いします。 

 

歴史民俗資料館長 63ページから76ページをご覧ください。山武市山室姫塚古墳の

維持管理補助金の要綱でございます。これは第２回定例会でご協

議いただいたのですが、一部内容に変更がございましたので、変

更部分についてご説明をさせていただきます。 

 65ページの第10条、これは概算払いの請求を追加いたしました。

これに伴いまして、76ページの第７号様式（第10条関係）、これは

概算払いの請求書を追加させていただきました。よろしくお願い

いたします。65ページの第10条と76ページの第７号様式でござい

ます。 

 

教育長  部長、お願いします。 

 

教育部長  前回お示ししたときは、概算払いの制度、もともと補助金等交

付規則の中では、必要に応じて概算払いもできますというルール

があったことによります。前回お示しした中には、概算払いの様

式等の設定をしていませんでした。ただ、今後の活用していく中

で概算払いがないと、事務局にお願いして交付申請を出してもら

うことになります。決定してお金を払うのは事業が完了するまで

払えないという形になると、区としては、例えばそれにかかる草

刈りの費用を全部立てかえてもらい、業務が終わったときにお金

を払うとなると、なかなかやりづらいだろうということで、概算

払いを請求していただけるような形をとったほうがよいと考えま

した。今までは委託という形でしたので、監査委員の指摘を受け

て変え、業務が終わった後に払っていましたが、今後を考えたら

概算払いという手法も使える選択もあったほうが使いやすいだろ

うということでつけ加えさせていただきました。ご審議のほどよ
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ろしくお願いします。以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 

 （「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いたします。 

                                      

○議案第15号 

教育長  議案第15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、提案理由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  それでは、規則の制定につきましてご説明をさせていただきま

す。山武市立幼稚園管理規則の提案理由としましては、幼稚園及

びこども園職員の適正な人事配置を実施するため、幼稚園にもこ

ども園と同様、副園長を置く体制を行うというものです。現在、

こども園につきましては、設置当時から副園長を置いております

が、市立の幼稚園、現在２園につきましては必置でないため、教

頭または副園長等を置いておりません。しかしながら、後で出て

きますが、日向幼稚園につきましては、現在、平成30年度は66名

の園児を見ておりましたが、31年度につきましては、現在103名の

園児を予定しております。また、なんごうこども園について、園

児が63名になっていますが、このような状況で、副園長を置いて

あるところもあります。日向幼稚園も園児が増えてまいりました

ので、その対応としまして副園長を置くものです。 

 それでは、別冊の79ページ、新旧対照表をご覧いただければと

思います。第３条の欄の、前に副園長が入っておりませんが、今

回、副園長を置きまして、こちらは通常の小学校、中学校で言い

ますと副園長は副校長と同じ業務になります。その違いというの

は、副園長または副校長につきましては、教育ができません。あ

くまでも園長を助け、その命を受けて園務をつかさどるという形

になっております。続きまして、教務主任ですが、こちらは副園

長が増えましたので、園長及び副園長という欄が今度入っており
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ます。それと、その下の改正案のその他の職員につきましては、

現在、事務員という欄がございませんでしたので、新たに事務員

を加えました。それと用務員につきましては、80ページ、現行法

によりますと第５条にございます。その他の職員という欄をあわ

せ、統合して５条を削除し、こちらのその他の職員にあわせて一

括で第３条の執行になっております。その下の２項につきまして

は、副園長職ができましたので、園長に事故あるときは、その職

務を代行するという形で、副園長にさらに事故があった場合は教

務主任が行うという、こちらは事故等の規程の順番を改めて設定

をさせていただきました。以上のとおり、副園長職及び事務職を

加えるものです。 

 また、79ページ中、「つかさどる」とございます。それと、臨時

教諭のところに「従事する」という言葉が使われております。こ

ちらにつきましては、先ほど、議案の第６号の小学校、中学校と

同じなのですが、臨時教諭につきましては、学校教育法に基づい

て、講師の欄に準じて、講師は現在、「従事する」になっておりま

すので、臨時職員についても「従事する」のままで変更なしとい

う形になっております。 

 以上、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す。ただいまの説明に対して何かございま

すでしょうか。 

 

 （「はい、賛成します」の声あり） 

教育長  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。よって、本議案は原案のとおり可決します。 

                                      

○議案第16号 

教育長  議案第16号、山武市いじめ防止基本方針の改定について、提案

理由の説明をお願いします。学校教育課指導室長、お願いします。 
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指導室長  議案第16号、山武市いじめ防止基本方針の改定についてです。

９ページになります。山武市いじめ防止基本方針の改定について

ですが、前回の教育委員会第２回定例会でご協議をいただきまし

た。提案理由については変更ございません。 

 別冊の基本方針をご覧ください。内容も前回と追加、修正した

箇所はありません。 

 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。いじめ防止基本方針について、前回協

議会からの変更はないということでございます。いかがでしょう

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といたしま

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、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。ここからは秘密会といたします。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、山武市表彰規則被表彰者の推薦について、事務局

からの説明をお願いします。学校再編推進室長、お願いします。 

 

 ※学校再編推進室長から、資料に基づき内容を説明。 

 

教育長  本案件については継続審議とさせていただき、再度事務局で調
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整の上、お諮りをいたしますのでよろしくお願いいたします。 

                                      

○協議第４号（秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  協議第４号、山武市スポーツ振興計画について、事務局より説

明お願いします。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５号（秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  では、協議第５号、むつみのおか幼稚園の休園について説明を

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。 

 

教育長  ここで一度、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。ここから報告事項に入りますが、報告第

11号につきましては人事に関することであるため、最後の報告と

させていただきます。 

 それでは、報告第１号、山武市議会第１回定例会の報告につい

てお願いいたします。教育部長、お願いします。 

 

教育部長  私から、平成31年山武市議会第１回定例会における一般質問の

要旨についてのご報告をさせていただきます。資料は18ページ、

定例会の資料になります。会期の日程、提出議案、一般質問通告

表となっております。あわせまして別冊で報告第１号の一般質問

の抜粋したものということで、今回、一般質問は８人の議員から

通告がありまして、その中で教育委員会関連の質問は５人の議員

から質問いただいたというところで、その質疑のやりとりしたも

のが別冊でまとめられておりますので、そちらをご覧いただきな

がら私から報告させていただきたいと思います。 
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 登壇順での報告であります。初めに石川議員からの質問があり

まして、３点質問がございました。１つは、成東総合運動公園の

遊具の現状についての質問がございました。私から、成東総合運

動公園は14基の遊具がありましたが、健全度調査の結果、ほとん

ど遊具としての使用が不可であるという判定が出ましたので、事

故防止のため30年４月１日から使用を中止し、本年、31年２月に

撤去が完了し、現在、更地の状況になっているという状況の答弁

をさせていただきました。 

 ２つ目は、石川議員は２年３カ月前に、同じ総合運動公園の遊

具の関係で質問されていたということで、そこから現在に至るま

でどういう話し合いをしたのかという、そういう質問をいただき

ました。私から、そのご指摘をいただいた後、樹木の剪定などの

環境改善に努め、日常点検を行いながら使用してきました。この

期間の間に、28年、29年で総合運動公園の陸上競技場の改修工事

がありましたので、そちらの部分を優先させてやらせていただい

たので、具体的な遊具の検討については、この健全度調査の結果

を受けてからの開始という状況になってしまったという報告をさ

せていただきました。 

 最後、３つ目の質問でございます。今後の設置計画についての

質問でございます。私から、平成31年度の当初予算に、子ども用

遊具の設置費用を要求しまして、７月中の工事完成を目途に、準

備を進めさせていただいていることの答弁をさせていただいたと

いうところでございます。 

 ２人目の質問は、本山英子議員からの質問になります。本山議

員からは、いじめ・虐待防止についての質問がございました。い

じめ、虐待の状況、子ども子育て支援員事業計画の見直し時期や

ＤＶ相談件数、ＤＶ相談時に虐待の可能性のチェックをしている

かどうか、そういう質問がございました。これにつきましては保

健福祉部長から市の取り組みの状況ということで答弁をしていた

だきました。 

 最後に、いじめ・虐待の防止についての質問の総括として教育

長に質問がありました。教育長から、いじめ問題は絶対にあって

はならないもの、学校と家庭、教育委員会、関係部局、関係機関

がより一層連携し、子どもたちを見ていかなければいけない。い

じめや虐待を認知した後の対応はさまざまな組織が連携し、子ど

もの命、安全安心を守るために、対応していく仕組みが手厚く構

築されている。人間教育が大変大事だ。教育委員会としては、い
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じめや虐待を起こさないよう、起こさせないために、子どもたち

の道徳心を育み、自尊心を高め、お互いを認め合えるようにして

いくことで、命、そして人権を大切にする教育をより一層推進し

ていかなければならないと考えているという答弁をしていただき

ました。 

 続きまして、長谷部竜作議員から、防災教育に関する質問がご

ざいました。１つ目の質問は、防災教育に関する年間の指導計画

の有無とその内容についてのご質問でございました。私から、全

ての小中学校において学校安全教育の年間計画に基づき防災教育

を実施しています。内容は、避難経路の確認、及び避難訓練の実

施、防災講話や消火器の取り扱い方の指導や地域安全マップの作

成などを行っているというような答弁をさせていただきました。 

 ２つ目の質問は、避難訓練、防災訓練の年間実施回数について

の質問がございました。私から、学校の実情に応じまして、ほと

んどの学校で複数回の実施を行っているという状況であるという

答弁をさせていただきました。 

 ３つ目の質問でございます。避難防災訓練の実施形態に関する

質問でございました。私から、山武西小や蓮沼中学校のように地

域と連携した取り組みを実施している学校と、学校単独で避難場

所への避難訓練などを実施している、そういう学校の取り組みの

状況を答弁させていただきました。 

 ４つ目の質問でございます。これからの防災教育についての質

問ということでございました。私から、防災教育は災害に対し主

体的に行動する態度の育成や、安全で安心な社会づくりに貢献す

る意識が重要になるということで、小学校では自助、中学校では

自助に加えて共助の意識の育成を図るということで、教育委員会

では学校と地域、関係機関との連携が図れるよう支援していきた

いという答弁をさせていただきました。 

 この質問に関連しまして、子ども防災手帳などを作成し、防災

意識を高める防災教育をしてみたらどうかという部分の提案をい

ただきました。私から、子ども防災手帳は登下校時や在宅時に被

災した場合に非常に役立つものだと考えていますという答弁をさ

せていただきました。 

 あわせて、中学校でＨＵＧ、避難所運営ゲームの実施をお願い

したいという要望が議員からありました。私から、避難所運営ゲ

ームの実施につきましては、消防防災課と相談をしながら検討を

していきたいという答弁をさせていただいたところでございます。 
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 続きまして、八角議員からの質問になります。４ページ目です。

八角議員からは教育委員会関連の質問が２つございました。１つ

目は、小中学校の規模適正化、適正配置の見直しの進捗状況につ

いての質問です。市長から、教育委員会と二度の総合教育会議の

ほか、意見交換会も含めて、小中学校の適正配置についての協議

をしました。成東中学校と成東東中学校の統合という方向性につ

いては教育委員会と共通の認識を持ったところでありますという

答弁をしていただきました。 

 ２つ目は、学区の市民の意見聴取のための対話集会などの開催

については考えていますかという、そういうような質問がござい

ました。市長から、平成31年度中に考えていくということも含め

てしっかりやっていきたいと考えていますという答弁がありまし

た。 

 最後に、５人目、並木幹男議員からでございます。教育委員会

関連で６問ございました。１つ目は、就学援助制度の利用状況の

質問でございます。私から、平成31年２月１日現在で360人の利用

者がいますという答弁をしました。 

 ２つ目は、就学援助に関し、補助項目の拡大を考えていくべき

ではという質問がございました。私から、補助項目の拡大につき

ましては、現在のところ考えていないという状況でございますと

いう答弁をさせていただきました。 

 ３つ目でございます。学校給食の無償化や一部助成に関する市

長の考え方ということでの質問でございます。市長からは、市の

給食費の公費負担の状況、現状と、給食費は学校給食法で保護者

へ食材費の負担を求めていることなどを説明していただき、給食

費を無償化及び助成を行うことは市が単独で行うことになるので、

実施には財源等の問題があるので十分に検討していく必要がある

と思うというような答弁がありました。 

 ４つ目は、市におけるいじめ・不登校の現状に対する質問でご

ざいます。私から、件数についての報告をさせていただきました。

いじめ認知件数は合計で397件、不登校として報告されている児童

生徒数は合計で60人という答弁をさせていただきました。 

 ５つ目の質問です。今後の課題と対策についての質問でござい

ます。私からは、いじめの対策、不登校の対策について、それぞ

れの学校での取り組み、市での取り組みについての答弁をさせて

いただきました。中身はこちらなのでご覧いただきたいと思いま

す。 
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 最後、６つ目の質問になります。学校給食での山武市内の米、

野菜等の食材の使用状況についての質問がございました。私から、

米については市内産のコシヒカリで、年間使用料は29年度実績４

万4,605キログラムで、地元産の野菜を使った割合は年間給食提供

回数195回のうち177回で、90.8％の提供割合になっているという

答弁をさせていただきました。 

 後で並木一寅議員から、モヤシは山武市でつくっているかとい

う質問をいただいて、その例示で野菜がここに載っていますが、

地元産という標記は、郡内の野菜ということの標記であり、山武

市ではないと返事をさせていただき、野菜については地元産、お

米については市内産ということで答弁をさせていただきました。 

 一般質問の要旨につきましては以上でございます。後ほど資料

をご確認いただきたいと思います。 

 

教育長  ありがとうございました。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。渡邊委員。 

 

渡邊委員  先ほど、山武市いじめ防止基本方針の７から８のところで、い

じめを防止するに当たって幾つかの取り組みが書いてありますが、

この中に人権教育の充実というのを入れたらよいのではないかと

思いました。教育長も、本山議員に対して、人権を大切にする教

育を一層推進していかねばというように答弁していらっしゃるの

で、道徳教育やピアサポート、命を大切にすることなど、共通す

るところがありますので、人権教育という項目を１つ加えるとよ

いのではないかと思いました。 

 ピアサポートは、挨拶の仕方やスキルを学ぶところがあるので

すが、人権教育は富里市でも結構やっており、いいなと思ってい

ました。例えば標語で思いやりや親切にかかわる標語をつくろう

といったものや、学年に応じて絵を描こうといったものなど、様々

な取り組みが色々な場所に掲示してあり、一人一人を大事にしよ

うというような啓発になる絵や言葉が生徒の目に触れるので、よ

かったなという印象があります。ですので、人権教育の充実とい

う項目も、１つ加わるとなお良いなと思いました。 

 

指導室長  ありがとうございました。各学校においては、いじめ、人権教

育の全体教育の計画に各学校では入っておりますので、あえてこ

のいじめ防止基本方針には今回は入れずに、協議をさせていただ
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いて、次回の改訂のときに文言を入れたいと思います。今回はこ

のままです。 

 

教育長  次回からは入れるということでよろしいのでしょうか。 

 

指導室長  人権の部分は、各学校によって人権の教育計画があって、そこ

に基づいてやっておりますので、協議をさせていただいて決定し

たいと思います。 

 

教育長  この計画とは別に、学校では人権教育もきちんとやっていると

いうことでしょうか。 

 

指導室長  はい、そうです。 

 

教育長  よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第２号 

教育長  では、報告第２号、校務支援システムのアンケート結果につい

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  それでは、報告第２号、校務支援システムのアンケート結果に

ついて。別冊の資料になります。 

 ＩＣＴ機器の活用状況について、市内の全教職員と全児童生徒

を対象に平成27年度から行っているものであります。資料の内容

については29年度のものと比較したもの、30年度ということのよ

うに表記されておりますので、よろしくお願いいたします。主な

もののみ報告させていただきます。 

 １ページからは教職員のアンケート結果からであります。まと

めて言いますと、機器の活用、操作については「得意」「やや得意」

と答えた割合は年々増加しており、活用頻度についても増加傾向

が見られております。男女で大きく差があり、「得意」「やや得意」

と答えた割合が、例えば男性が60％に対して女性が30％と、苦手

意識があり、それを解消することで、活用頻度が高くなるという

ようになっております。男性においては、日常的に使用する職員

が半数を超えています。利用頻度の高い機器は大きな変化はあり
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ませんでしたが、タブレット、ぼうけんくん、書画カメラが多く、

小学校の利用が大変多くなっていると思います。 

 ２ページからは活用の効果等が出ております。やはり活用する

頻度が高い教員ほど効果を感じている割合が高く、年々高まって

きています。 

 ４ページからは校務支援システム等の導入について聞いており

ます。校務支援システムを導入して４年目になります。職員の校

務の効率を実感している教員の割合も増えてはいますが、校務時

間の短縮効果について、クラス担任は年間97時間、１日で約33分、

昨年に比べ、約15時間、１日約５分の短縮となっております。管

理職は昨年に比べ、11時間、１日約４分の短縮となっております。 

 児童生徒からのアンケートについては、大きく言いますと、小

学校での外国語活動での活用が大きく伸び、活用が多い学校ほど

子どもたちは授業の意欲化につながっているというふうに出てお

ります。課題は、学校間での差が大きいことであります。このア

ンケートの結果をもとに、ＩＣＴ支援員を効果的に活用し、さら

にＩＣＴ機器を授業に効果的に活用していくよう努めていきたい

と思っております。 

 以上です。 

 

教育長  よろしいですか。 

 

 （「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年度英語検定の結果に

ついてお願いいたします。指導室長、お願いします。 

 

指導室長  報告第３号、平成30年度の英語検定の結果についてです。別添

のカラー刷りのグラフが資料になっております。過去４年間の英

語検定取得数の比較を書いてあります。平成30年度の中学生の総

数は1,173名、４級以上取得した生徒が42.5％、３級以上取得した

生徒が18.2％と、昨年に比べ、微増でありますが増えています。

ただし、市の目標としていました、中学３年生の３級以上の所持

率を50％と掲げ、取り組んできましたが、今年度、36.2％という

ことで、昨年並みであります。４級以上の所持率は上がってきて

おります。中学１年生への補助を始め２年目となり、１年生の所
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持率も向上してきておりますので、今後期待しているところであ

ります。今年度、中学３年生の３級以上の所持率が現状維持だっ

たのですが、これはやはり３年生は第２回目、10月の上旬に試験

を行います。３級は３年生のレベルをやっているものですから、

10月上旬となると３年生の授業ではもうあと半分、前期が終わっ

て後期を始めるところですので、そういうところもあり、英語力

アップ講座を夏休み、９月にやっておりますが、その英語力アッ

プ講座の出席率が多い学校については合格率が高かったというこ

とであります。 

 ですから、来年度以降も英語力アップ講座を３回実施すること

になります。積極的に英語力アップ講座に参加するよう、また、

１、２年生は学校も３年目を迎え、１月に行われる３回目に補助

事業を行った学校が増えてきましたので、１、２年生の合格率は

上がってきております。３年生が３回目となると受験と重なって

しまいますので、やはり３年生は２回目の10月受験が多くなりま

すので、その分、英語力アップ講座に参加するよう声をかけて取

り組んでもらえればなと思っております。 

 報告は以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。何かご意見ございますか。これは期待

してもよろしいのでしょうか。 

 

今関委員  どうしたら、多くの生徒が講座を受けてくれるのでしょうか。 

 

指導室長  ３年生は特に、部活動を引退してから夏休みになるのですが、

やはり３年生になると夏期講習とぶつかっているという現状はあ

りました。また１、２年生については部活動と重なってしまい、

部活動をどうしても優先してしまうところがありましたので、今

年度は新たに９月に行ったのですが、平日の午後となると、なか

なか難しいものもありました。せっかく無料で講座を受けられま

すので、その開催の持ち方についても検討していきたいなと考え

ております。 

 また３年生は数名ですが、４級を所持しており、３級を受けず

に準２級を受けて合格できなかった例もあります。補助で無料と

いうところもありますが、やはり資格ですので、あなたは準２級

ではなく３級にしなさいなどと言うのは、なかなか言いづらい部

分がありました。 
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今関委員  ありがとうございます。良い講座だと思いますので、１人でも

多くの子に受けてもらえるようになるといいなと思います。また、

１年生の保護者の中で、３月の時点でも講座などについて把握し

ていない保護者も多くいらっしゃいました。保護者が学校に行く

機会が４月くらいしかありませんので、４月の入学式の際にでも、

英検や講座についての文書を配布していただければよいのかなと

思います。もちろん、子どもは子どもで自覚はしていると思いま

すが、親もきちんと自覚を持ってほしいなと現場で感じました。 

 

指導室長  今関委員のおっしゃるとおりです。ありがとうございます。確

かにこの事業の周知については、我々も、足りない部分があると

感じています。例えば市のホームページでの宣伝や、また学校で

はホームページや学校だよりを用いた周知が足りなかったと感じ

ています。教育委員会としては、来年度からは、ホームページを

用いて周知していきたいと考えています。 

 

今関委員  英検の勉強の仕方についても周知の必要があると思います。と

にかく英検の勉強方法は、過去問をやらないことには始まらない

と思います。その過去問も、英検のホームページから３回分無料

でダウンロードできますので、お金をかけなくてもできる方法が

あるということを紹介したらいかがでしょうか。本当は、解説が

詳しい問題集を買ったほうがよいのでしょうが、やろうと思えば

過去問３回分はホームページからダウンロードできるますので、

これについても教えてあげるとよいと思いました。以上です。 

 

指導室長  ありがとうございます。 

 

教育長  講座の受講者が少ないというのは、部活動などの事情もあるで

しょうが、子どもたちの意識というのはどのようなものでしょう

か。市が無料で受けなさいといっているから仕方がなく受けてい

る子も多いのでしょうか。 

 

指導室長  １年目にはそのようなこともあったと思いますが、年々意識は

高まってきていると思います。ですから、先ほど今関委員がおっ

しゃったように、保護者も含めて周知してやっていくと意識もま

た変わってくると思いますので、その辺りは改善していきたいと
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思います。 

 

教育長  ぜひお願いします。 

 ほか、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、山武市小中学校統合準備委員会委員

の委嘱について、山武中学校と山武南中学校、説明、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 資料は24ページをご覧ください。山武中学校、山武南中学校の

学校統合準備委員会の委員の委嘱を行いましたことを報告いたし

ます。今回委嘱をいたしましたのは、山武中学校の事務、櫻井崇

博先生でございます。２月１日の人事異動に伴うものでございま

す。委嘱の期間は２月１日から統合事務が終了するまでというこ

とで、新山武中学校の統合の協議はおかげさまで２月19日に終了

いたしました。後ほど第５号で結果についてはご報告いたします。

説明は以上となります。 

 

教育長  ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第５号 

教育長  続いて報告第５号、山武市小中学校統合準備委員会協議結果に

ついて、お願いいたします。 

 

学校再編推進室長 資料は26ページをご覧ください。松尾小学校と豊岡小学校、ま

た、山武中学校と山武南中学校の学校統合について２年間に及ぶ

統合準備の協議が終了いたしましたので報告いたします。 

 27ページをご覧ください。29年４月に統合準備委員会を設置し

たところでございます。２年間にわたり協議を行ってまいりまし

た。28ページは新松尾小学校の統合準備の会議の開催状況です。

25回の会議を行いました。次のページ、29ページは新山武中学校

の統合準備の会議の開催状況でございます。合計29回の会議を重
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ねてまいりました。 

 続いて30ページをご覧ください。今回の統合は、両校対等の統

合ということで、校名、校歌、校章など全てを検討することとな

ってございました。そういったことから、校名でございますが、

校名は全てにかかわるため、最初に協議をしたことでございます。

松尾小学校と豊岡小学校の統合の新小学校の名称は松尾小学校、

山武中学校と山武南中学校の統合する新中学校は山武中学校とい

う校名に決定いたしました。校名の決定に至る審議の経過につい

ては、ここに記載のとおりでございます。 

 続いて31ページをご覧いただければと思います。校章について

も新たなものを作成いたしました。両校ともに児童や生徒に投票

を行って、最も多くの票を集めたもので決定したものでございま

す。特に山武中学校に関しましては、両校の中学生から図案を募

集いたしまして、投票に至ったところでございます。 

 項目の３番、校歌でございますが、先ほど表彰の推薦で内容に

ついては説明させていただきましたので割愛させていただきます。 

 続いて32ページをご覧いただければと思います。制服とトレー

ニングウエアでございます。こちらも新調することといたしまし

た。作業部会を設置いたしましてプレゼンテーション審査を行い、

製造業者の決定を見たところでございます。その方向性を決めて

いく中では、折につけ児童生徒、保護者にアンケートなどを実施

して、その方向性を確認しながらの作業となりました。こちらが、

新松尾小学校のジャージと体操服になります。丈夫で乾きやすい

ものということで、そういったところが反映されたものとなって

おります。 

 続いて33ページをご覧ください。新山武中学校の制服でござい

ます。こちらは、統合準備委員会で業者からの説明を受けている

ところでございます。新しい制服はブレザータイプでございます。

こちら、体操服については透け防止加工なども施されております。 

 続いて34ページをご覧ください。項目の５番、通学方法でござ

います。こちらも校名と同様に第１回の会議からさまざまな可能

性を含めて継続して審議をいたしました。特に松尾小学校は２台

のマイクロバスを運行することとなります。あわせて通学路の点

検なども行いまして、街灯の設置や注意喚起のペイントなどは関

係機関においては迅速な対応をいただいたところでございます。

ここの下にある写真でございますが、豊岡小学校で行われた保護

者説明会の模様です。主にバス停の場所などについてご意見をい
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ただいたところでございます。 

 35ページをご覧ください。そういったご意見などを踏まえて、

豊岡小学校と松尾小学校の職員と一緒にバスの運行ルートを歩い

て確認してまいりました。そういったことを踏まえてバスのルー

トやバス停の位置などを確定してきたところでございます。下の

２枚の写真は、バスの乗り方指導です。これはバスの車内に見立

てたものです。体験試乗も行ってまいりました。 

 次のページは通学バスの運行でございます。山室方面と下大蔵

方面ということで巡回ルート２本を運行することとなります。１

周約25分の運行となります。乗車時間は一番長い子で20分程度と

なります。行きも帰りも同じ周回で、一番早く乗る子どもが今度

は一番早くおりるという形になります。 

 次の37ページをご覧ください。交流事業も行ってまいりました。

子どもたちの不安や動揺を取り除くということで、29年度から積

極的に取り組んできました。こちらについても報告を進捗状況の

中でしたところでございます。特に、合同授業というところで、

豊岡小学校の生徒が松尾小学校で授業を受けるといったような交

流も複数回行ってまいりました。 

 38ページは、新山武中学校の交流となります。こちらは、フレ

ンドシップスクールやレクリエーション、また部活動の合同チー

ムの編成、合同の練習、そういった機会を主に設けてまいりまし

た。 

 協議を行ってまいりまして、31年４月から新しいスタートとな

ります。また、今後ともご支援をくださいますようお願い申し上

げまして、以上、協議が整ったことをご報告いたします。ありが

とうございました。 

 

教育長  ありがとうございます。これについてもよろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第６号 

教育長  報告第６号、平成32年山武市成人式の開催日程についてお願い

いたします。生涯学習課長、お願いします。 

 

生涯学習課長  報告第６号、平成32年山武市成人式の開催日程について報告さ

せていただきます。資料は39ページをご覧ください。こちらの開
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催要項にございますとおり、来年の成人式については例年同様、

成人の日の前日であります平成32年１月12日の日曜日に開催いた

します。式場は、こちらも例年どおり、成東文化会館のぎくプラ

ザホールで行います。日程については今年と逆になりまして、午

前は成東・蓮沼地区、午後は山武・松尾地区、それぞれの対象者

に対し実施いたします。教育委員の皆様には、当日、主催者とし

てご出席をお願いいたします。 

 参考ですが、来年の対象となる生まれの方についての人数をこ

ちらに記載してございます。この人数は、平成26年度３学年の市

内在校者の数になります。全部合わせますと494名です。同様の数

字、今年につきましては541名でしたので、47名の減となっており

ます。なお、今回も実行委員会を組織しまして企画、運営をお願

いする予定です。来年の日程及び実行委員の募集を４月の広報に

掲載させていただきます。 

 報告は以上であります。 

 

教育長  ありがとうございます。よろしいですか。木島委員。 

 

木島委員  ２部の開始時間などをもう少し早めることは可能なのでしょう

か。というのも、２部の子どもたちって、終わるとすぐ外が暗く

なってしまうと思いますので、できればもう少し早く終わらせて、

記念撮影なども外が明るいうちにしてもらえたらと思います。た

とえば、１時半から受付をスタートさせ、２時から式典を開始す

るというような形は可能なのでしょうか。もし可能であれば、ぜ

ひ実行委員の皆様方にも諮って、少しでも前倒ししてあげたほう

が本人たちもよいのかなと感じました。 

 

生涯学習課長  ご意見ありがとうございます。今、ご意見いただきましたとお

り、実行委員等にもお諮りをして、柔軟に対応していきたいと思

います。 

 

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。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第７号 

教育長  それでは、続いて報告第７号、平成31年度山武市青少年スリラ
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ンカ派遣事業実施要項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  報告第７号、平成31年度山武市青少年スリランカ派遣事業実施

要項についてご報告させていただきます。資料40ページをご覧く

ださい。５回目となる青少年スリランカ派遣事業を実施させてい

ただきます。６番目の派遣期間ですが、７月21日から出国し、29

日の間、７泊９日で実施いたします。出国、帰国にあわせまして

セレモニーを行いますが、帰国式については教育委員会の皆様に

もご出席いただければと思っております。 

 続きまして、派遣人員でございますが、派遣人員は、対象者は

これも例年同様、市内在住の中学校２年生から高校生まで、また

は市内の中学、高校に通う中学２年生から高校生までを対象とし

ており、応募者の中から10名を選考して派遣いたします。また、

引率者としまして団長１名、事務担当者１名を派遣します。引率

者につきましては、決まり次第、この席上でご報告させていただ

きます。 

 続きまして、事業内容について、こちらもおおむね例年同様と

考えておりますが、ここに１日、これまで行っていない取り組み

としましてホームステイを加えてみたいと考えております。これ

については今現在、サジーさんと調整をとっております。また、

ホームステイをするに当たり、ある程度、衛生面等が整ったご家

庭でないと難しいところもあると思いますので、そういったこと

が可能であれば、ぜひ取り入れたいと考えております。 

 派遣生の募集ですが、４月８日から５月10日までの間に募集を

行いまして、派遣者については応募の際、提出されました作文、

及び、次のページ、11番に記載のとおり、５月18日に面接を行い、

決定させていただきます。 

 費用の負担ですが、派遣生の自己負担は、こちらも例年どおり

６万円で、その他の負担についても例年どおりとさせていただい

ております。 

 最後になりますが、今回は2019年のスリランカ派遣でございま

すが、その次、2020年、オリンピックイヤーの派遣事業につきま

してお話をさせていただければと思います。本事業については、

夏休みに入りましたら、入った直後に派遣を開始するというよう

な形をとっております。これは受け入れをするスリランカの学校

側の対応が可能な時期のぎりぎりのタイミングとなっております。
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2020年の同時期につきましては、ちょうどオリンピックの開会式

が当たり、本市にもスリランカの選手団が事前キャンプに来てい

ることが想定されます。本事業がこれまでオリンピック・パラリ

ンピックをきっかけに始められた事業であることを考えると、同

時期に派遣をするよりも、来日している方々との交流を行うこと

のほうが有効と考えられます。また、この時期の出発は空港の混

雑とあわせ、運賃の値上がり、現地学校との調整が困難になるな

どの日程の面でもさまざまな支障が想定されております。 

 以上の点から、2020年については国内での交流を行うというこ

とで、派遣については休止をし、別の形で交流プログラムを行う

方向で検討してまいります。なお、2020年の事業休止については、

今回の募集時に周知をさせていただ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。スリランカの件についてはいかがでし

ょうか。 

 

小野﨑委員  ホームステイについては、子どもたちにはぜひさせてあげたい

が、少し難しいのかなと感じました。 

 

教育長  ホームステイについては、その受け入れ先がどうなるかは、か

なり難しい面もあるということですが、前回、我々がスリランカ

に行った際に、かなり裕福なご家庭を見る機会がありました。そ

ういう家庭で受け入れていただければ可能だというお話も聞いて

いますので、その辺りを調整していきたいと思います。 

 

渡邊委員  １家庭に２人ずつというかたちになるのでしょうか。 

 

生涯学習課長  現在、サジー氏と話し合っている中では、１家庭に２人ずつペ

アで入っていただくという形で考えております。例えば、男女で

入れるわけにいきませんので、男同士、女同士ということでペア

を組むのですが、人数によっては３人とかになってしまう場合も

あるということで、複数の方で受け入れられる家庭ということを

条件に探してもらっております。 

 

教育長  ほか、よろしいでしょうか。 
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 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第８号 

教育長  では、報告第８号、震災復興植樹祭ＩＮさんむ実施結果につい

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  報告第８号、震災復興植樹祭ＩＮさんむ実施結果についてご報

告させていただきます。資料は42ページをご覧ください。本事業

は、青少年育成市民会議の主催で２月23日の土曜日に実施されま

した。当日は教育長はじめ多くの方々にご出席いただきましてあ

りがとうございます。これまではさんむスプリングフェスタの一

事業として行っておりましたが、いちごジョギングを今年からと

りやめたことにより、単独での事業実施となりました。参加者に

ついては、こちらに記載のとおり、市内から85人、市外から42人、

合計127人の方がクロマツ2,000本を蓮沼中下海岸の県有保安林内

に植樹いただきました。昨年度の植樹祭の参加者数は143名でした

ので、単独事業になっても参加者数に大きな減少はありませんで

した。報告は以上になります。 

 

教育長  ありがとうございます。今年から、松の苗の根が細長いポット

に入っているものを外して入れるようになっていました。今まで

は、根が大きかったので穴を大きく掘らなければなりませんでし

たが、今年は簡単に小さい穴をあけられるものもありました。小

さい移植ごてであけられるような穴で対応ができたので、大分楽

でしたし、作業が早かったです。 

 

清水委員  根つきはよかったのでしょうか。 

 

生涯学習課長  今回、ポット苗というものを使ったのですが、従来のものより

も根つきも良く、そのまま入れられるということです。ただ、苗

代金が高いというのも事実です。以上です。 

 

教育長  よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第９号 
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教育長  では、報告第９号、第49回山武郡市民駅伝競走大会の結果につ

いてお願いいたします。スポーツ振興課長、お願いします。 

 

スポーツ振興課長 それでは、資料は43ページをご覧ください。郡市民駅伝競走大

会は、当初予定した２月11日が雪による悪天候となりましたため、

２月17日に延期して開催されました。山武市から２チームが出場

しまして、総合成績で山武市のＡが優勝、山武市Ｂは５位という

成績でございました。その他は資料に記載したとおりでございま

す。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。Ａチーム優勝ということで結果が残り

ました。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第10号 

教育長  報告第10号、名城遺跡発掘概要について報告をお願いします。

歴史民俗資料館長お願いします。 

 

歴史民俗資料館長 名城遺跡の発掘調査が終わりましたのでご報告させていただき

ます。現在は発掘調査の報告書を作成しております。所在地は、

山武市松尾町蕪木にございます。平成30年11月29日から平成31年

１月30日まで発掘をいたしました。発掘主体者は有限会社原史文

化研究所でございます。面積は753平米、基本的には集落跡、家が

建っていたということですが、11番の遺跡の概要でございますが、

奈良・平安時代の竪穴住居跡３軒、掘立柱建物跡が８軒、土坑８

基、溝４条、柱穴82基。柱穴というのは、柱を入れた穴というこ

とでございます。出土遺物としては、土師・須恵器、鉄器８点、

テン箱は７箱ございます。 

 47ページをご覧ください。これはなかなか見える地図ではない

んですが、約２万5,000の地図になります。千葉県は樹枝状台地と

いいまして、手のひらを広げたようなこういう台地がたくさんあ

りまして、この一部を樹枝状台地といい、先端部にお城や古墳が

あります。下から見ると、まさみ古墳や、お城があるのかとか見

えるような形です。お城ですとここから見られるということは、

この一部を切ってしまうと単独になるということで、非常に千葉

県というのはお城とか古墳がつくりやすい台地のようです。 
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 48ページをご覧ください。普通、標高が入っているのですが、

あまり細かく入っていないということは平らであるということで

す。 

 49ページをご覧ください。これが全体の図になります。四角く

て、上のほうにハート形がありますが、これは煮炊きをするかま

どです。竪穴住居がＳＩになりますが、01、02、03と、３はかな

り左側のほうに、遺跡のぎりぎりのところにありますが、３基ご

ざいます。特にＳＩの02でございますが、柱穴の柱が４つありま

して、南側、真ん中に１つ穴があり、ここは出入り口になってお

ります。はしごを置いて上がるための穴で、柱穴といいます。ま

た、掘立柱がＳＢとなっていますが、これは柱を立てて、側に立

板の板をつければ部屋になりますので、そういう形で穴を掘らな

くても地面上を床にして家をつくったという跡になります。物置

だったりしますが、そういうものであります。また、土坑といい

まして、土を掘ったところがあるのですが、基本的には貯蔵した

り、あと、埋葬施設だったり、トイレだったりします。それが幾

つかあるということです。先ほど申しましたように、竪穴住居が

何軒かあり、掘立柱があるのですが、これはそれぞれの家にたく

さん人が住んでいるのではなく、全体が１つの部屋と考えてくだ

さい。要は、この集落が１家族から２家族ぐらいの集落跡だとい

うことです。基本的には今から1,200年から1,300年前の住居でご

ざいます。 

 50ページ、51ページに写真がございますので、見ていただけれ

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す。いかがでしょうか。 

                                      

○報告第11号（秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  それでは、報告第11号、平成30年度末の幼稚園・こども園人事

異動についてですが、これからは人事に関することになりますの

で、秘密会とします。担当職員以外の方はご退席をお願いいたし

ます。 

 子育て支援課主幹、説明をお願いします。 

 

 ※子育て支援課主幹から、資料に基づき内容を説明。 

                                      

○報告第12号 
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教育長  では、報告第12号、行事の後援・共催についてお願いいたしま

す。教育総務課長、お願いします。 

 

教育総務課長  報告第12号、資料は52ページをご覧ください。２月の行事の共

催・後援について、それの件数は、後援９件です。それぞれの資

料につきましては53ページから69ページまでとなります。ご覧い

ただければと思います。 

 

教育長  ありがとうございます。資料ついておりますのでご確認くださ

い。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第13号 

教育長  それでは、報告第13号、４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  最終ページ、70ページをご覧ください。教育総務課からです。

25日、木曜日、午後３時から教育委員会第３回定例会を教育会館

会議室で行う予定です。終了後、歓送迎会を予定しておりますの

でよろしくお願いします。以上です。 

 

学校教育課長  続きまして、学校教育課、６点ございます。１日、臨時校長会

議、２日ですが、教職員等合同着任式がございます。本日、ご案

内を差し上げてございます。９日、中学校の入学式。10日、小学

校入学式。12日、こちらは定例の校長会議で、その後、教育委員

会協議会で、最後、校長会の歓迎会が予定されております。よろ

しくお願いいたします。18日、木曜日ですが、全国学力・学習状

況調査実施日となります。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。４月は、今度、日向小学校と山武

西小学校の統合準備委員会が設置されます。その準備を行います。

第１回の会議はおおむねゴールデンウイークが明けたあたりにな

ろうかと存じます。以上です。 

 

生涯学習課長  生涯学習課は３点お話しさせていただきます。まず、６日、土

曜日ですが、市子ども会育成連絡協議会の総会がございます。13
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日、土曜日、青少年相談員委嘱状交付式及び総会がございます。

今年度で第19期の任期が終わりますので、今度、20期の方々に立

て委嘱状を交付する予定です。最後、19日、金曜日、青少年スリ

ランカ派遣事業事前説明会がございます。先ほどの要項に沿って

事前のご説明を行う予定となっております。以上です。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。４月14日、山武市スポーツ推進委員連絡

協議会総会が、時間は16時30分、場所は第６会議室となりました。

以上です。 

 

成東中央公民館長 成東中央公民館です。26日、金曜日、山武市芸術文化協会総会

が２時半から中央公民館で行われます。以上です。 

 

歴史民俗資料館長 資料館です。４月２日から企画展「食虫植物群落の四季」を展

示いたします。あと、20日に歴史民俗資料館友の会の総会を実施

いたします。以上でございます。 

 

子育て支援課  子育て支援課です。すみません、11日、おおひらこども園入園

式、その下、各幼稚園及びこども園、入園式が漏れておりました。

申しわけございません。おおひらだけが９時半で、そのほかの、

こちらは、先ほど協議していただいたむつみのおか幼稚園が今度、

入園式がございません。それを除いた園が10時から。それと、19

日の金曜日に園長・副園長会議が15時から行われます。以上です。 

 

教育長  以上でよろしいですか。それでは、その他に報告すべき事項が

あったらお願いします。指導室長、お願いします。 

 

指導室長  カラー刷りの「山武市教育委員会ダイアリー」をご覧ください。

委員の皆様には、この後、明日、15日に小学校の卒業式がありま

すのでよろしくお願いいたします。19日には豊岡小学校で卒業式

が行われます。 

 ３月22日に市内小中学校の修了式であります。 

 閉校記念式は３月５日に山武中が終わりました。３月22日に松

尾小学校と山武南中学校、３月23日、土曜日には豊岡小学校でそ

れぞれ閉校記念式が行われます。 

 ３番目に書いてあります、今年度の千葉県の教育奨励賞顕彰が

南郷小学校の藤田真由美先生が受章されます。国語の教科で大変
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力を注がれている先生であります。 

 ４つ目、市内学校の情報ということで、１年間、教育委員会に

寄せられた情報をまとめさせていただきました。児童生徒の事故

ということで、昨年度より４件増えて、特に登下校中の交通事故

が増えたということです。また、職員の事故でありますが、プラ

ス８件で交通事故が29件ということで、やはり出退勤のときに交

通事故が多くありました。大きな、この１年間、職員の不祥事は

ありませんでした。今後とも指導管理に努めて、山武市の職員か

らは不祥事が出ないように指導していきたいと思っております。 

 ご覧になっていただきまして何かありましたらよろしくお願

いします。以上です。 

 

教育長  内容についてはいかがでしょう。よろしいですか。 

 そのほかにございますか。スポーツ振興課長、お願いします。 

 

スポーツ振興課長 本日、資料は用意してございませんが、ロードレース大会につ

いて連絡をさせていただきます。先般、山武市体育協会の役員会

が開催されまして、ロードレース大会の方向性について協議が行

われました。その結果、今後の大会の継続は不可能であるという

判断がされたところです。理由としましては、実行委員会での大

会運営役員の人数が不足してきていること。また、参加者が減少。

協賛金など、収入の減少に対しまして、大会運営経費が増加して

きていることなどでございます。この件に関しましては、来月、

第４回の教育委員会定例会でロードレース大会の中止の方向性に

ついて協議をさせていただきたいと考えております。よろしくお

願いします。以上です。 

 

教育長  この件については、スポーツ審議会でもご意見をいただいてい

ます。審議会でも、仕方ないだろうということでこの報告で承認

いただいています。 

 ほかにございますか。学校再編推進室長。 

 

学校再編推進室長 会議が終わった後で結構でございますので、３月22日の閉校記

念式典でございます。午前中は松尾小学校、午後は山武南中学校。

11時に終わって、今度、１時の開式を目指します。その車の配車

の関係で、出欠の関係をもう一度確認したいと思いますので、会

議が終わった後に少々お時間をいただければと思います。お願い
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します。 

 

小野﨑委員  校長会について質問してもよろしいでしょうか。４月の校長会

で、すぐに各小中学校ＰＴＡあると思いますが、これは入学式の

すぐ後あるのでしょうか。 

 

今関委員  総会は、第３週目にあります。 

 

小野﨑委員  今日、いろいろなニュースを見ていると、やはりスマホの使い

方は最初の保護者会のときにしっかりと話をしたほうがよいと思

いました。いじめでも、見えないところはスマホだから。スマホ

の使い方は保護者の皆さんにもう一度徹底をしておいていただき

たいなと思います。それはいじめだけの問題ではありませんが。 

 

教育総務課長  ＰＴＡ総会などに保護者が参加するのは極端に少ないですよね。

中学ぐらいになると、学校によってはほとんど役員会のようにな

りますよね。 

 

今関委員  役員を決める４月や、授業参観になら、保護者は来ますよね。 

 

小野﨑委員  それが今、すごく気になっているところなので、ぜひ徹底をし

てほしいなと思います。 

 

指導室長  ４月１日に第１回臨時校長会を行いますので、そのときに校長

会で提案させていただきます。 

 

小野﨑委員  お願いします。 

 

教育長  ネットモラルやＳＮＳについての指導は各学校でやっています

ね。そういったことをもう１回確認していただきたいです。 

 

小野﨑委員  子どもだけではなく、親御さんにもしっかりと周知してくださ

い。 

 

教育長  親が、フィルタリングなどの機能をわかっていなかったり、実

際にＳＮＳでどんなやりとりされているかなどといった、具体的

な情報を出してあげるとよいかもしれないですね。 
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  ところで、山武市内の学校関連の非公式アカウントなどといっ

たものはあるのでしょうか。 

 

今関委員  わからないですね。裏アカウントなので把握できませんよね。 

 

教育長  そういうのって、生徒の中の情報でどこかから出てくるのでし

ょうが、できてしまうことはある程度しかたのないことのような

気もします。子どもたちですから。しかし、教育委員会として、

サイトの把握はして、問題のある書き込みがあったらチェックで

きるというような体制はつくっておくべきだと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、以上で教育委員会第３回定例会を終了いたします。

お疲れさまでした。 

                                      

◎閉  会  午後４時30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。 

     年   月   日 

 

教育長 

 

委 員 

 

職氏名 
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