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平成31年山武市教育委員会第２回定例会会議録 

 

１．日 時  平成31年２月７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 市議会定例会提出議案（平成30年度山武市一般会計補正予算（第４ 

       号））に同意することについて 

 議案第２号 市議会定例会提出議案（消費税等の税率の引上げに伴う関係条例の 

       整理に関する条例）に同意することについて 

 議案第３号 市議会定例会提出議案（山武市豊岡体育館条例）に同意することに 

       ついて 

 議案第４号 市議会定例会提出議案（山武市都市公園条例の一部を改正する条例） 

       に同意することについて 

 議案第５号 市議会定例会提出議案（山武市蓮沼スポーツプラザ条例の一部を改 

       正する条例）に同意することについて 

 

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 山武市教育振興基本計画について 

協議第３号 山武市教育委員会組織規則の一部改正について 

協議第４号 山武市教育委員会処務規程の一部改正について 

協議第５号 山武市非常勤職員に関する規則の一部改正について 

協議第６号 山武市山室姫塚古墳維持管理補助金交付要綱について 

 協議第７号 山武市いじめ防止基本方針の一部改正について 

 協議第８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 山武市教職員等合同着任式について 

報告第２号 山武市教職員組合要望書の回答について 

報告第３号 山武市小中学校統合準備委員会の進捗状況について 

報告第４号 第12回山武市民駅伝競走大会結果について 

報告第５号 行事の共催・後援について 

報告第６号 ３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       清水 新次 

      委員       木島 弘喜 

      委員       渡邊 礼子 

 

欠席委員  委員       今関 百合 

 

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 

スポーツ振興課スポーツ振興係長 渡辺 幹夫 

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 

事務局 

教育総務課総務企画係主査補 鈴木 秀一 

教育総務課施設整備係主事 額賀 大成 
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◎開  会  午後１時30分 

教育長  午前中、西小学校での勉強会、お疲れさまでした。フューチャ

ースクールということで、将来の学校の教室のあり方の一端を見

ていただきました。なかなかあのような展開を市内全部に広げて

いくのは直ぐには難しいと考えますが、その方向性は見えてきた

のではないかと思います。 

 また、プログラミング教育ですが、今日、実際にやっていただ

きました。私のイメージするプログラミングは、コードを書いて

いくようなものですが、今日やっていただいてわかったと思いま

すが、命令のブロックを組み立てていくための論理的思考のあり

方というものをしっかりやっていくことによって、今後のいろい

ろな社会に対応していくということに繋がってくるかと思います。

論理的思考というのはおそらく今までもずっとみんなやってきて

いることで、それがないと、物事の組み立てはできないわけです

が、なぜそれを今、子供たちにプログラミング教育として取り入

れていくのかということをぜひ委員の皆さんには考えていただき

たい。そういう社会の状況の変化というものを捉えていただけれ

ばと思います。 

 いずれにしても2020年にはプログラミング教育を小学校で展開

するという状況ですので、それに向けて、今日使ったマイクロビ

ットのような、あのような教材を展開していくのがいいのかどう

かということもまた教育委員の皆さんにはご判断いただくような

場面も出てくるかと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、ただいまから平成31年教育委員会第２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、会議録署名人ですが、本日、清水委員を指名いたし

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

清水委員  はい。 

                                      

◎日程第２ 会議録の承認 

教育長  日程第２、会議録の承認。平成31年教育委員会第１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。よろしいでしょうか。 
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 （「異議なし」の声あり） 

教育長  異議がないようですので、第１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。

１月18日から２月７日、本日までの内容になります。主立ったも

のを説明してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、１月18日には31年度の当初予算についての市長説明がご

ざいました。おおむね了承を得ているところです。 

 １月19日、日韓友好の夜ということで、東金のエストーレホテ

ルにおいて行われました。鳴浜小学校と交流のある半月小学校か

ら現地の国際交流協会の会長もお見えになっておりました。 

 １月20日、第12回の山武市民駅伝競争大会が成東総合運動公園

で開催されました。これについては後ほど報告があると思います。

同日午後からは第67回の左千夫短歌大会表彰式、のぎくプラザで

行われました。 

 １月21日、教育委員会第１回臨時会ということで、皆さんにお

いでいただきました。 

 １月22日ですが、３月補正予算部内ヒアリング、それから午後

は平成30年度第２回目の教育長・教育委員研修会ということで、

茂原市民会館へ委員の皆さんとともに行ってきております。 

 １月23日、東上総の教育事務所の所長と市内各校長との人事要

望に関する面接が山武教育会館でございました。各学校の校長先

生、15分程度ということで、非常に短い時間ではありましたが、

現状と、それからこれからに向けての要望をお伝えしたところで

ございます。 

 １月24日、山武分室内山室長来庁とありますが、これにつきま

しては、来年度防災教育に関する研究指定を山武市内の学校でお

願いしたいということでのお話がございました。同じく24日です

が、ＧＡＡの報告会と意見交換会、これはＧＡＡの皆さんが新潟

へ視察に行ってきておりまして、その報告です。コミュニティ・

スクールについて、それから、こども課の設置等についての視察

の報告会でございました。終了後に意見交換会を行っています。 

 １月25日、議会全員協議会が開催されました。この場で、小川

教育部長から給食センターの事件に関する処分についてのおわび

を申し上げたところです。 
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 １月29日、教育委員会第２回定例会の事前打ち合わせというこ

とで、本日の議案の確認です。また、部内政策会議が行われまし

た。 

 １月30日、校長会の要望回答ということで、市の校長会からい

ただいていた要望についての回答書を手渡しております。 

 １月31日、第２回の山武市図書館協議会、松尾のＩＴ保健福祉

センターで行われました。30年度の事業に対する報告、また、31

年度の計画についてということでございます。 

 ２月１日、総合教育会議。これについては委員の皆様にもご出

席をいただいたものです。その後、第２次総合計画に係る協議と

いうことで、公室で行われました。 

 ２月３日、平成30年度山武市郷土芸能振興大会、のぎくプラザ

で行われました。 

 ２月４日、在スリランカの日本大使館の杉山大使が来庁されま

して、成東総合運動公園の新しくできた陸上競技場を視察いただ

き、その後、市長、副市長との懇談を行いました。 

 ２月７日、本日ですが、教育委員会第２回定例会、そして皆さ

んには、午前中、西小学校で研修会をしていただいたものでござ

います。 

 私からの報告は以上です。何かございますでしょうか。よろし

いですか。 

 

 （「なし」の声あり） 

教育長  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（平成

30年度山武市一般会計補正予算（第４号））に同意することについ

て」、議案第２号「市議会定例会提出議案（消費税等の税率の引き

上げに伴う関係条例の整理に関する条例）に同意することについ

て」、議案第３号「市議会定例会提出議案（山武市豊岡体育館条例）

に同意することについて」、議案第４号「市議会定例会提出議案（山

武市都市公園条例の一部を改正する条例）に同意することについ

て」、議案第５号「市議会定例会提出議案（山武市蓮沼スポーツプ

ラザ条例の一部を改正する条例）に同意することについて」は、

市議会定例会提出前であることから、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、協議第２号「山武市教育振興基本計画について」、協議
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第３号「山武市教育委員会組織規則の一部改正について」、協議第

４号「山武市教育委員会処務規程の一部改正について」、協議第５

号「山武市非常勤職員に関する規則の一部改正について」、協議第

６号「山武市山室姫塚古墳維持管理補助金交付要綱について」、協

議第７号「山武市いじめ防止基本方針の一部改正について」、協議

第８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、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５号、協議第１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（秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  日程第４、議決事項。議案第１号「市議会定例会提出議案（平

成30年度山武市一般会計補正予算（第４号））に同意することにつ

いて」、ここから秘密会とさせていただきます。 

 それでは、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。 

 

 ※資料に基づき、各所属長から補正予算の要求内容について説明。 

 

 ※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、市議会定例会提出議案（消費税の税率の引き上げ

に伴う関係条例の整理に関する条例）に同意することについて、

説明をお願いいたします。教育総務課長、お願いします。 

 

 ※資料に基づき、教育総務課長から、内容について説明。 

 

 ※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、市議会定例会提出議案（山武市豊岡体育館条例）
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に同意することについて説明をお願いいたします。スポーツ振興

課スポーツ振興係長、お願いします。 

 

 ※資料に基づき、スポーツ振興課スポーツ振興係長から、内容について説明。 

 

 ※審議結果 原案のとおり同意。 

                                      

○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、市議会定例会提出議案（山武市都市公園条例の一

部を改正する条例）に同意することについて、ご説明をお願いい

たします。教育総務課長、お願いします。 

 

 ※資料に基づき、教育総務課長から、内容について説明。 

 

 ※審議結果 原案のとおり同意。 

                                      

○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、市議会定例会提出議案（山武市蓮沼スポーツプラ

ザ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

お願いします。スポーツ振興課スポーツ振興係長、お願いします。 

 

 ※資料に基づき、スポーツ振興課スポーツ振興係長から、内容について説明。 

 

 ※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  日程第５、協議事項。協議第１号、要保護及び準要保護児童生

徒の認定について、説明をお願いいたします。学校教育課長、お

願いします。 

 

 ※資料に基づき、学校教育課長から内容について説明。 

 

 ※協議結果 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、山武市教育振興基本計画について、各所属長から
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順番に説明をお願いします。 

 

 ※資料に基づき、各所属長から、内容について説明。 

 

 ※審議結果 意見をもとに修正し、次回提案することで了承。 

                                      

○協議第３号（秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  協議第３号、山武市教育委員会組織規則の一部改正について、

説明をお願いいたします。教育総務課長、お願いします。 

 

 ※資料に基づき、教育総務課長から、改正内容について説明。 

 

 ※審議結果 原案のとおり了承。 

                                      

○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、山武市教育委員会処務規程の一部改正について、

説明をお願いします。教育総務課長、お願いします。 

 

 ※資料に基づき、教育総務課長から、改正内容について説明。 

 

 ※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  続いて、協議第５号、山武市非常勤職員に関する規則の一部改

正について、事務局からの説明をお願いします。生涯学習課長、

お願いします。 

 

 ※資料に基づき、生涯学習課長から、改正内容について説明。 

 

 ※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、山武市山室姫塚古墳維持管理補助金交付要綱につ

いて、説明をお願いします。資料館長、お願いします。 

 

 ※資料に基づき、歴史民俗資料館長から、改正内容について説明。 
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 ※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  協議第７号、山武市いじめ防止基本方針の一部改正について、

説明をお願いします。指導室長、お願いします。 

 

 ※資料に基づき、指導室長から、改正内容について説明。 

 

 ※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、むつみのおか幼稚園の休園について、お願いいた

します。子育て支援課長、お願いします。 

 

 ※資料に基づき、子育て支援課長から、内容について説明。 

 

 ※審議結果 原案のとおり了承。 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第１号 

教育長  日程第６、報告事項。報告第１号、山武市教職員等合同着任式

について、お願いいたします。学校教育課長、お願いします。 

 

学校教育課長  それでは、山武市教職員等合同着任式についてご説明いたしま

す。114ページをご覧ください。平成30年度末の人事異動に伴う新

規転入教職員等を歓迎及び激励するという目的で開催いたします。

期日ですが、４月２日火曜日となります。式典は午後４時から30

分の予定で実施いたしますが、式典の前に山武市の教育の取り組

み、こちらのほうを例年行っておるわけですが、今年また内容等

をさらに検討した上で、ＩＣＴの活用、英語教育、グローバル教

育、そういったものを中心にガイダンスを行いたいというふうに

考えております。このガイダンスは20分程度のものを予定させて

いただきたいと思います。したがいまして、受付については３時

から行う予定でございます。参加者につきましては記載のとおり

となります。ご確認をください。 

 なお、この式の開式の言葉、閉式の言葉につきましては、教育

委員の皆様の中からやっていただきたいというふうに考えており
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ます。よろしくお願いいたします。 

 

教育長  ありがとうございます。合同着任式についてよろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第２号 

教育長  報告第２号、山武市教職員組合要望書の回答について、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２号、山武市教職員組合からの要望書に対する回答につ

いてです。資料115ページをご覧ください。例年のとおり、市内小

中学校の教職員が組織する職員団体からの要望書が届き、回答し

ましたので、ご報告をいたします。要望書のおおよその内容は、

年度末の人事異動について、人事評価制度、教職員の服務につい

て、研修について、学校施設、教育予算についてであります。ま

た、小中学校独自の要望も記載されています。それら１つ１つ、

要望項目について、法に照らし回答させていただきました。詳細

についてはご覧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す。 

 要望の回答書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） 

                                      

○報告第３号 

教育長  報告第３号、山武市小中学校統合準備委員会の進捗状況につい

て、お願いいたします。学校再編推進室長、お願いします。 

 

学校再編推進室長 資料は126ページとなります。また、今日、本日配らせていただ

きました報告第３号別紙もあわせてご覧いただけますでしょうか。

126ページでございますが、統合準備委員会、松尾小学校と豊岡小

学校の準備委員会の進捗状況でございます。１月29日に第２回コ

ミュニティ・スクール作業部会を開催いたしました。ここでは学

校運営協議会の委員の構成についての協議をいただいたところで

ございます。そこでいただいた意見につきましては、１枚紙の下
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段にあります15名提出してあるわけですが、こういった方々に参

画をしていただきたいというご意見をいただいたところでござい

ます。また、これらいただいた意見をもとに、各それぞれの会長

であったり、事務局にまた人選の推薦についてこれから進めてい

くところでございます。 

 続いて127ページをご覧いただけますでしょうか。山武中学校と

山武南中学校の統合準備委員会の進捗状況でございます。こちら

は１月22日に第２回のコミュニティ・スクールの作業部会を開催

いたしました。同じく、学校運営の協議会委員の組織についてご

協議をいただいたところでございます。こちらでいただいた意見

につきましては、別紙上段にございます。 

 次に、そういった中で、各それぞれ団体の長や事務局に推薦の

依頼をしながら、４月の教育委員会第４回定例会に学校運営協議

会委員の委嘱について報告してまいりたい、そういったスケジュ

ールで進めてまいりたいと思っています。 

 また127ページにお戻りください。第５回の総務部会でございま

す。新しい校歌は試聴を経て原案のとおり承認をいただいたとこ

ろです。また、ほかに校旗等の作成について、コミュニティ・ス

クールの作業部会の結果報告、閉校記念式典の日取りなどについ

てご報告したところであります。 

 なお、今日、カラー刷りの書類を配らせていただきましたが、

こちらについては、豊岡小学校で本日、午前中行われましたスク

ールバスの乗り方の勉強会でございます。落札業者である泉観光

バス株式会社のドライバーに来ていただきながら、バスの乗り方

とか、そういったところを学んだところでございます。 

 また、こちらが松尾小学校の校旗でございます。山武中学校分

はまだ作成中で、来月早々に届く予定となっております。着々と

準備が整ってきているところです。 

 そういった中でございますが、全体会議を２月13日と19日で行

いたいと思います。本日、開催通知については机上配付いたしま

した。また週明けて、いま一度出欠については確認させていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

 

教育長  各学校、最後の取りまとめの会ですので、教育委員の皆さんに

はなるべく出ていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 この件については他よろしいでしょうか。 
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 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第４号 

教育長  報告第４号、第12回山武市民駅伝競争大会結果について、お願

いします。スポーツ振興係長、お願いします。 

 

スポーツ振興課スポーツ振興係長 資料は128ページから129ページをご覧ください。

報告第４号で、第12回山武市民駅伝競争大会結果についてでござ

います。１月20日、成東小の運動公園を会場に、山武市体育協会

主催による第12回山武市民駅伝競争大会が開催されました。大富

支部が棄権したため、12支部の出場となりました。成績につきま

しては、優勝、日向支部、準優勝、大平支部、第３位、南郷支部

で、以下記載のとおりでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 結果の報告でございますが、何か聞きたいことありますか。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、行事の共催・後援について、お願いし

ます。教育総務課長、お願いします。 

 

教育総務課長  資料130ページになります。１月の行事共催・後援については、

後援２件でございます。それぞれの事業につきまして、131ページ

から135ページまでご確認をお願いします。 

 

教育長  後援２件でございます。資料がついておりますので、ご覧くだ

さい。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第６号 

教育長  それでは、報告第６号、３月の行事予定について、各所属長か
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ら順次報告をお願いいたします。教育総務課長、お願いします。 

 

教育総務課長  教育総務課でございます。 

 ３月５日、教育委員会第２回臨時会を２時から予定しておりま

すのでお願いします。 

 あと14日、教育委員会第３回定例会を１時半からこの場所で行

いたいと思っております。よろしくお願いします。 

 それと、30日土曜日でございます。スポーツを科学する展とい

うことで、オリ・パラ関連事業です。さんぶの森中央体育館で行

いますので、お時間がありましたらご参加いただけると幸いです。

当日はさんぶの森公園でＳ１グランプリも開催されております。 

 以上です。 

 

学校教育課長  続いて、学校教育課です。５点ございます。 

 ８日金曜日、中学校の卒業式、こちらは成東中と成東東中です。

12日火曜日、こちら残り４校、中学校ですが、山武中、山武南中、

蓮沼中、松尾中の卒業式がございます。続いて15日金曜日ですが、

小学校12校、豊岡小を除いた小学校の卒業式がございます。明け

て19日火曜日ですが、こちらのほう豊岡小学校の卒業式となって

おります。 

 なお、同日夕方から校長会の送別会ということが計画されてお

ります。委員の皆様には机上配付で案内状がお配りしてあろうか

と思いますので、ご確認いただければというふうに思います。 

 以上よろしくお願いいたします。 

 

学校再編推進室長 続いて、学校再編推進室です。 

 各学校の閉校記念式典についてご報告いたします。５日火曜日、

山武中学校の閉校式典、９時40分からでございます。22日金曜日

は午前中が松尾小学校、午後が山武南中学校となります。23日の

土曜日は豊岡小学校の閉校式典となります。 

 以上でございます。 

 

成東中央公民館長 成東中央公民館です。１日から３日までの３日間、山武市芸文

協まつりということで、作品展示と芸能発表を文化会館のぎくプ

ラザで行われます。朝と夕方、送迎バスを運行しまして、行う予

定でおります。よろしくお願いいたします。 
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子育て支援課長  子育て支援課ですが、14日、卒園式が行われます。20日の水曜

日、園長・副園長会議を第６会議室で行います。３月23日、豊岡

小学校の閉校式とあわせまして、この日をもって豊岡小の学童ク

ラブを豊岡小から農村環境改善センター生活研修室に移動させて

いただきます。３月30日までそちらで豊岡学童クラブを運営させ

ていただき、４月１日以降は松尾学童クラブのみとなります。あ

わせて、３月25日の月曜日から学童は豊岡小から、行きのみバス

を予定しております。以上です。 

 

教育長  よろしいですか。それでは、その他に報告すべき事項があれば、

お願いします。指導室長、お願いします。 

 

指導室長  別添で山武市教育委員会ダイアリーを配布させていただきま

した。１については、小中学校の入学説明会が開催されていると

ころです。２については、公立高校の入学者選抜が２月12日、13

日前期選抜、28日に後期選抜ということで、中段にあります大き

く変化するところは、2021年度、現中学１年生から前後期制度の

選抜制度が変わり、１回の試験に一本化になる。英語の時間を60

分に延ばしたり、時間割や調査書の点数補正をやめるなどの方針

が県から出されて、３月に最終決定する予定であります。 

 インフルエンザについては、現在、市内では下火の傾向があり

ます。１月16日から小学校で７校、中学校で２校が学年閉鎖や学

級閉鎖になりました。市内学校情報についてはご覧になっていた

だければと思います。 

 裏面をご覧ください。成東中学校と松尾中学校に中国の中学生

との交流会を実施させていただきまして、大変参加した学校はい

い機会になったということで好評を得ています。ありがとうござ

いました。 

 一番下段なんですが、最近のニュース、新聞にも取り上げられ

ました。松尾中学校が県の中学校６人制ソフトボール大会で優勝

しました。この６人制ソフトボールというのは、少人数の学校や

部員減少に悩むチームが大会に参加できるようにと開催されて

いる大会だそうです。Ａブロック、Ｂブロックがあり、Ａは、例

えば10人以上登録して６人制ソフトボールをやる。松尾中のよう

に、松尾中は８人しか部員がいません。ですから、９人以下の部

で松尾中は優勝しました。今度の２月９日に関東大会に出場いた

します。 
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 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。ダイアリーについては何かお聞きにな

りたいことはありますか。よろしいですか。ありがとうございま

す。そのほかには何かありますか。 

 

教育総務課長  教育委員会委員会広報紙「懸け橋」を机上配付してありますの

で、後ほどご覧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。 

 

渡邊委員  先ほど越川指導室長から教職員組合からの要望ということでお

話がありまして、30年度から県の事業でスクールサポーターが開

始されるようになって、学校現場としては大変ありがたいんです

けれども、全部の学校には配置できる人数ではないんですよね。 

 市外で働いているんですが、その学校のほうがすごく大変で、

サポーターが必要と思えるところがあるんです。ぜひスクールサ

ポーターのシステム、ほんとうに忙しい教員にとってはありがた

く、授業に直接かかわらないで、採点事務とか、環境整備とか、

教材をつくるお手伝いということでやってくださるんですが、ぜ

ひ学校を選択するとき、よく現状を吟味して配置してほしいと思

います。 

 蓮沼小や山武中からも全校に配置してほしいという要望があり

ましたが、まだ県の事業で難しいと思いますが、そこもプッシュ

していただいて、ぜひ将来的には全校に配置してほしいという願

いがあります。 

 

指導室長  国の予算がまだ決まらない状況で、希望としては、次年度新し

く手を挙げたものでありまして、２名を申請しておりますが、予

算が通るかどうか、県に通るかどうか。東上総地区でも少ないと

いうふうに言われています。 

 

渡邊委員  ありがとうございます。 

 

教育長  ほかにはよろしいでしょうか。 

 では、以上で、教育委員会第２回の定例会を終了といたします。

お疲れさまでした。 
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◎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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