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平成31年山武市教育委員会第１回定例会会議録 

 

１．日 時  平成31年１月17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 山武市通学バス運行及び利用に関する規程の制定について 

 

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 給食費の減免等の認定について 

協議第３号 山武市蓮沼スポーツプラザ条例の一部改正について 

協議第４号 山武市豊岡体育館条例について 

協議第５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

部改正について 

協議第６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改正に

ついて 

 協議第７号 消費税増税に伴う例規改正について 

 協議第８号 山武市生涯学習振興計画について 

 

日程第６ 報告事項 

報告第１号 教育長の専決処分について 

報告第２号 平成30年度文部科学大臣優秀教職員表彰について 

報告第３号 平成30年度山武市小・中学校「いじめ・体罰に関する調査」結果（第

２学期）について 

報告第４号 平成30年度卒業式・平成31年度入学式の対応について 

報告第５号 校務支援システムのアンケート実施について 

報告第６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７号 平成31年山武市成人式参加者状況について 

報告第８号 第12回山武市民駅伝競走大会について 

報告第９号 第49回山武郡市民駅伝競走大会について 

報告第10号 第67回左千夫短歌大会入賞者について 

報告第11号 むつみのおか幼稚園運営に関する説明会について 

報告第12号 行事の共催・後援について 
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報告第13号 ２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 

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１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。本日は渡邊委員を

指名いたします。よろしくお願いいたします。 

 

渡邊委員  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30年教育委員会第12回定例会の

会議録について、事前に配付をしてありますが、皆様、いかがで

しょうか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

教育長  異議ないようですので、第12回定例会の会議録は承認といたし

ます。 

 本日ですが、教育長報告中の１、臨時代理した事項について、

及び報告第１号は人事案件であり、公開に適さない事項であると

いうことから、協議第１号、協議第２号は、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３号、協議第４号、協議第７号につ

いては、市議会定例会提出前であることから、また協議第５号、

協議第６号、協議第８号、報告第10号については、意思形成過程

であることから、秘密会としたいのですが、皆様、いかがでしょ

うか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

教育長  では、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、教育長報告１、臨時代理した事項につ

いて、協議第１号から協議第８号、報告第１号及び報告第10号は

秘密会といたします。 

                                      

◎日程第３ 教育長報告（臨時代理した事項については、秘密会につき概要 



－5－ 

      と結果のみ記載） 

教育長  それでは、日程第３、教育長報告です。私から報告いたします。

資料の１ページをご覧ください。 

 まず、教育長報告の１、臨時代理した事項についての報告にな

ります。ここからは秘密会といたします。なお、この案件につい

ては、人事に関することであるため、担当職員以外の職員は退席

をお願いいたします。 

 

 ※教育長から、資料に基づき臨時代理した事項（教職員の任免その他進退に関す

る内申）について報告し承認を求めた。 

 

 ※結果  臨時代理した事項について、承認。 

 

教育長  それでは続きまして、２、教育長報告の12月21日から１月17日

までの報告です。資料は１ページになります。よろしくお願いし

ます。 

 まず、12月21日ですが、部内政策会議と、定例の幼稚園・こど

も園の園長・副園長会議がございました。 

 12月27日、市教組からの要望書の提出がございました。第２回

目でございます。 

 12月28日が仕事納めの日でございました。今年から仕事納め式

が取りやめとなりました。例年ですと、市長の訓辞をいただいて

やっていたんですが、それが取りやめになりました。教育委員会

としては、特に改まった式はせず、終業時刻前に一言だけご挨拶

をさせていただきました。 

 １月４日、仕事始め式、それから職員表彰式です。職員表彰式

では、20年勤続の職員の表彰が行われまして、今年は８名、対象

者がおりました。その中で、教育委員会関係としては、成東文化

会館の中村和彦さんが勤続20年ということで対象になっておりま

した。その後に、第１回目の庁議がありました。 

 １月５日ですが、ここに日本ハムファイターズの入団者という

ことで、山武中学校出身の田宮裕涼（ゆあ）選手が市長への表敬

に来ております。実はこの日、私用があり欠席をさせていただき

ましたが、こういったプロ野球選手が出たということで、皆様に

お知らせしようと思いました。山武中学校から成田高校に行かれ

て、佐倉シニアで野球をしていたということでございます。 

 １月８日、教育委員会第１回定例会の事前打ち合わせ、本日の
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議題の確認でございます。その後、部内政策会議。 

 １月９日、校長面接とありますが、これは人事要望に関するも

ので、今月の23日に東上総教育事務所の所長との面接がございま

す。その事前の調整ということになります。 

 同日、第144回里山会新年会とありますが、これは千葉里山会の

新年会が、京成ホテルミラマーレで開催されました。 

 １月10日、鳴浜小学校の川口校長先生が来庁され、プログラミ

ング教育についてレクチャーをいただきました。今後のプログラ

ミング教育がどうなっていくのかということと、実際にお持ちに

なっている教材、マイクロビットという教材を見せていただきま

した。できれば来月の定例会には、今後プログラミング教育がど

うなっていくかということについて、川口校長に教育委員の皆さ

んにレクチャーしていただきたいなと思っています。 

 １月11日が校長会議、それから小中体連の山武支部の祝賀会が

ホテル浪川荘で行われました。これは教育長協議会の会長として

の出席でございます。 

 １月13日は、平成31年山武市成人式ということで、こちらには

委員の皆様にもご出席をいただいたものです。 

 １月15日が庁議。記載はありませんが、先ほどお話しした緑海

小学校の村田教諭、文部科学大臣表彰、優良教職員ということで、

16日、表彰された報告に来ていただいております。 

 本日、１月17日は、午前中の緑海小学校の学校訪問、そして教

育委員会第１回定例会、終了後、教育委員会第１回協議会という

予定になっております。 

 以上でございます。何かお聞きになりたいことはありますでし

ょうか。 

 

 （「なし」の声あり） 

教育長  よろしいですか。 

                                      

◎日程第４ 議決事項 

○議案第１号 

教育長  それでは、議事に入ります。 

 日程第４、議決事項。議案第１号、山武市通学バス運行及び利

用に関する規程の制定についてを議題とします。 

 提案理由を、事務局から説明をお願いいたします。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 では、資料の３ページをご覧ください。提案する議題は、山武

市通学バス運行及び利用に関する規程の案でございます。施行期

日は平成31年４月１日となります。ただし、バスの利用申請は公

示日からとなります。 

 提案の理由でございますが、学校統合による遠距離通学の児童

に対し、通学体制の整備を図るために、山武市通学バス運行及び

利用に関し必要な事項を定めるものです。 

 資料の４ページ、５ページは、条文になります。また、６ペー

ジから８ページは、申請に伴う様式になります。 

 本議案については、前回の教育委員会定例会でご協議をいただ

いた次第でございます。その中で、乗車の対象を別表に明確化す

ることによって、今後新たな学校の統合などによって通学バスの

運用がされる都度、改正されることになり、負担になるのではな

いかというご配慮もいただいたところでございます。 

 また、その一方で、他の方面から、日向小学校と山武西小学校

の学校統合で通学バスを導入することとなると思うが、不公平感

のないように検討を求めるとともに、ある程度基準を示していく

ことも必要であろうというご意見も届いてございます。 

 そういったことも踏まえまして、通学バスの検討は統合準備委

員会を組織し、主にそこで検討していくこととなりますが、その

結果として、利用者の範囲をこの規程に反映し、公示していくこ

との必要性というものがあるのではないかという判断をさせてい

ただきました。したがって、前回と同様の案を今回お諮りするも

のでございます。 

 今後も学校統合を進めていく中で、学校設置条例等々を適宜ご

審議いただいていくわけでございますが、統合準備委員会の進捗

状況については、教育委員会定例会開催の都度、報告をさせてい

ただきながら、例規改正の準備もあわせて行い、事務の効率化な

ども図りながら、ご提案をしていきたいと存じます。 

 なお、若干の誤字の修正をさせていただきましたことを申し添

えまして、説明といたします。ご審議くださいますよう、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。 

 ただいま説明いただいたとおりでございますが、何かご質問等

ありますでしょうか。 
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 渡邊委員、お願いします。 

 

渡邊委員  対象地域に居住するということですので、保護者氏名の他に住

所欄があったほうが、学校長としても承認しやすいんじゃないか

と。氏名、連絡先とともに住所も載せたほうがいいと思います。 

 

教育長  ６ページの申請書ですね。保護者氏名と連絡先の記載欄があり

ますが、住所欄がありません。どうですか。室長、お願いします。 

 

学校再編推進室長 渡邊委員、大変ありがとうございました。住所の欄が確かに欠

けていたかと思います。連絡先は、主に電話番号を想定したこと

でございまして、連絡先というと電話番号になるのかと思います。 

 そうすると、書き方について、また教示する必要などもありま

すので、住所欄があったほうが保護者も書きやすいのではないか

と考えますので、もしよろしければ、ここに住所欄を加えるとい

うことで、改めて提案したいのですが、ご審議いただければと思

います。 

 

教育長  第１号様式の６ページ目、保護者氏名、連絡先のところに住所

記載欄を設けるということで、皆さん、よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

学校再編推進室長 付随して、同様に第２号様式の保護者氏名、連絡先になってお

りますので、こちらも住所記入欄を追加させていただきたいと思

います。 

 

教育長  では、同様に住所記入欄を追加するということでお願いします。 

 ほかはよろしいですか。 

 渡邊委員。 

 

渡邊委員  現在、松尾小学校に通っている児童で、路線バスを利用してい

るお子さんはいらっしゃるんですか。 

 

教育長  川島室長。 

 

学校再編推進室長 現状では、路線バスの利用者はございません。 
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渡邊委員  そうですか。わかりました。 

 

教育長  よろしいでしょうか。 

 

渡邊委員  はい。 

 

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。 

 

小野﨑委員  質問です。公示日はいつになりますか。 

 

学校再編推進室長 申請行為については、事前に処理を図れるようにしております。

あと、決裁をとり記録しますので、公示日をもって新年度に受け

付けを開始したいと思います。 

 

教育部長  今日、定例教育委員会でご審議いただいて議決した議案につき

まして、公示が必要なものについては、議決後１週間以内に公示

する規定になっておりますので、それ以内に公示するという流れ

になっています。 

 

小野﨑委員  わかりました。議決後１週間ということで、了解です。 

                                      

◎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  それでは、続いて日程第５、協議事項に入ります。協議第１号、

要保護及び準要保護児童生徒の認定について、ここからは秘密会

といたします。 

 それでは、事務局から説明をお願いします。学校教育課長、お

願いします。 

 

 ※各所属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。 
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○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、給食費の減免等の認定について、事務局から説明

をお願いします。給食センター所長、お願いします。 

 

※学校給食センター所長から資料に基づき内容を説明。 

 

 ※審議結果 原案のとおり認定。 

                                      

○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、山武市蓮沼スポーツプラザ条例の一部改正につい

て、説明をお願いいたします。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、山武市豊岡体育館条例について、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改正について、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、山武市立小学校及び中学校の施設の開放に関する

規則の一部改正について、お願いいたします。スポーツ振興課長、
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よろしくお願いします。 

 

※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、消費税増税に伴う例規改正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、山武市生涯学習振興計画について、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。 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第１号（秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  続いて、日程第６、報告事項に入りますが、報告第１号、教育

長の専決処分について。この案件につきましては、人事に関する

ことになりますので、担当職員以外の職員は、退席をお願いいた

します。 

 （担当職員以外の職員退席） 

 

教育長  それでは、事務局からの説明、報告をお願いいたします。学校

教育課長、お願いします。 

 

 

※学校教育課長から資料に基づき内容を説明。 

 

教育長  それでは、次に移ります。 
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 担当職員以外の入室をお願いします。ここで一旦、秘密会を解

かせていただきます。 

 （担当職員以外の職員入室） 

                                      

○報告第２号 

教育長  それでは、報告第２号、平成30年度文部科学大臣優秀教職員表

彰について、報告をお願いいたします。指導室長、お願いします。 

 

指導室長  報告第２号、平成30年度文部科学大臣優秀教職員表彰について

です。９ページになります。 

 先ほどからもありました本年度の文部科学大臣優秀教職員表彰

がありまして、山武市立緑海小学校の村田正実教諭が受賞されま

した。10ページにありますが、この15日に東京大学の安田講堂で

表彰式がありまして、昨日、教育長のところに報告に参りました。 

 特に村田先生は、日ごろの教育実践を含め、道徳教育の研究・

実践が高く評価されたものであります。今後、山武市の子どもた

ちのために、広く実践していただけることを期待しております。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。 

                                      

○報告第３号 

教育長  報告第３号、平成30年度山武市小・中学校「いじめ・体罰に関

する調査」結果（第２学期）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  資料の11ページからをご覧ください。初めに、１のいじめの認

知につきましてですが、小学校13校、中学校５校でいじめを認知

しております。今回、いじめの報告がなかった学校につきまして

は、蓮沼中学校であるということを聞いています。 

 いじめの報告件数は、小中合計で274件、認知件数は184件です。

うち153件については、一定の解消は図られ、残りの31件について

は、現在も解決に向けて取り組んでいる最中でございます。３カ

月間の経過観察が求められるいじめへの対応につきましては、丁

寧な対応が求められているところでございます。なお、重大事態

に至る案件はございませんでした。 

 続いて、６のいじめ認知のきっかけですが、小中ともに最も多
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いのは、アンケートによるものです。アンケート以外では、本人

からの報告が増えてきております。その要因といたしましては、

担任との関係が深まり、相談しやすくなった結果だと考えられま

す。 

 続きまして、７のいじめの態様ですが、ほとんどが冷やかし、

からかい、悪口といったものです。また、小学生では、仲間外れ

や無視も多く挙げられているところでございます。 

 次に、８、いじめられた児童生徒への対応ですが、学級担任や

他の教職員が状況を聞き、継続的に面談し、ケアを行っておりま

す。いじめ対応の基本である複数での対応、３カ月継続して観察、

そういったことが実践されております。 

 また、スクールカウンセラーや心の教室相談員が継続的にカウ

ンセリングしているということもございます。こちらは担任への

情報提供、情報共有をしながら、担任としましても、それをもと

に教室内外での児童観察、人間関係の構築に努めているというこ

とも行っているということでございます。 

 とにかく、ごく初期の段階でいじめを認知し、すぐに対応して、

芽を摘み取っているということがほとんどでございます。 

 そのほか、９番以降、１学期と大きな変化はありませんでした。

いじめはいつでもどこでも起こり得ることを常に意識しながら、

今後も授業や日常生活を含めて、あらゆる場面でアンテナを高く

して注意深く見守っていくように、各学校を指導してまいりたい

と思います。 

 なお、13ページの10、11のところは、各学校から上がってきた

自由記述につきまして記載してございます。 

 以上、よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございました。 

 いじめに関する調査結果について、何かお聞きになりたいこと

はありますか。 

 清水委員、お願いします。 

 

清水委員  増減の状況については、どうなんですか。増えているのか、減

っているのか、横ばいなのか。 

 

学校教育課長  全体的には、認知件数につきましては、増えているということ

はあります。それは、教職員側が積極的にいじめを認知し、また、
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それにすぐ対応していこうという姿勢が、かなり強いということ

でございます。 

 

清水委員  このデータだけでは、増減状況はわからないんですよね。 

 

学校教育課長  そちらにつきましては、後ほど提示させていただきます。 

 

清水委員  そうですか。 

 

教育長  ほかには。木島委員、お願いします。 

 

木島委員  これは各学校から上がってきたということですが、道徳授業の

実践。これは大体、どのくらいの頻度でしょうか。１学期に１回、

年に１回みたいな、学校によってばらつきがあるのかどうかとい

うところも含めてお願いします。 

 

学校教育課長  このあたりの道徳について、今日午前中に緑海小でもありまし

たが、まず学期始めには必ずどの学校も位置づけてやっているこ

とであります。それ以外、価値項目等もありますので、それは各

学校の年間の計画によって、授業実践はされていると考えており

ます。 

 

教育長  よろしいですか。 

 

木島委員  はい。 

 

教育長  ほかにはよろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  いいですか。 

                                      

○報告第４号 

教育長  では続いて、報告第４号、平成30年度卒業式・平成31年度入学

式の対応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  資料の14ページをご覧ください。前回の定例会で話し合ってい
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ただいた卒業式の出席者につきまして記載してございます。ご確

認いただければと思います。 

 また、15ページには、市議会議員の出席につきましても記載さ

せていただきました。あわせてご確認ください。 

 なお、案内状につきましては、それぞれの学校から届きますの

で、日程等詳細につきましては、そちらでご確認いただければと

思います。また、入学式の教育委員さん方の出席につきまして、

できればこの会議終了後に、再度決めていただければ幸いに存じ

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。 

 ３月の卒業式については、前回決めた内容が入っております。

確認してください。また、入学式につきましては、終了後に調整

させていただきます。よろしくお願いします。 

                                      

○報告第５号 

教育長  報告第５号、校務支援システムのアンケート実施についてお願

いいたします。学校教育課長、お願いします。 

 

学校教育課長  資料17ページからとなります。こちらのほう、似たようなアン

ケートが並んでおるわけですが、教員用、小学校用、小学校用の

平仮名バージョン、小学校の特別支援学級用のアンケートがござ

います。また同様に、中学校用、中学校の特別支援学級用がござ

います。 

 説明いたします。本市で整備しましたＩＣＴ機器や校務支援シ

ステム等の活用を推進していくために、利用状況を調査しまして、

成果、課題等を整理する必要があることから、このアンケートは

27年度から実施しているところでございます。本年度も実施し、

２月１日までに回収をしまして、集計・分析後に市教委で考察を

加えて、３月には報告をしたいと考えております。 

 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。 

 ここにアンケートの内容が入っておりますが、よろしいでしょ

うか。 

 清水委員。 
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清水委員  特にＩＣＴの関係、当市の場合には、全県にも誇れるぐらい進

んでいると思うんですけれども、問題は、教育のためにどの程度

活用されているか。これはいろいろ使い方によっては、非常に効

果があると思うんですけれども、ＩＣＴ支援員の方がいらっしゃ

るんでしょうけれども、ＩＣＴ支援員の方というのは、どちらか

というと技術的な使い方などが中心になっているかと思うんです。 

 教育的な効果が上がるような使い方というのは、かなり習熟し

ないとできないんじゃないかと思いますけれども、今、機器の導

入に関しては、どんどんほかの市も導入して追いついてくると思

うんですけれども、本市の場合には、早期に機器がたくさん導入

されているわけですから、どうやって教育的な効果が上がるよう

な使い方をするのか、先生方の能力向上というのを高めていかな

ければならないと思うんです。 

 そのためには、どうやってやったらいいのか、そういうものに

長けた先生を育てるということが非常に急務だと思うんですけれ

ども、その辺はいかがですか。 

 

教育長  学校教育課長、お願いします。 

 

学校教育課長  まず、ＩＣＴ支援員の派遣につきましては、当初は主に機械操

作のサポートという形で、導入当時はやってきたわけですが、こ

のところ、授業の中での機械のサポート、それからいろいろな活

用について、ＩＣＴ支援員を実際に使って支援していただいてい

る方向にシフトはしてきております。 

 あと、集合研修等を行いまして、先生方に機器の操作、有効活

用の仕方、授業でのこの場面で、こういう使い方ができますとい

うような研修等も、実際行っているところであります。ただ、現

実問題として、まだ授業での活用につきましては、そこまでいっ

ていないという状況はあります。 

 

清水委員  今日見せてもらった緑海小学校の授業で使っていたのは１カ所

で、しかも静止画像で、黒板に書くようなことが載っているだけ

で、有効活用しているのかという疑問を持ったんですけれども、

そういう活用しているというという状況というのがほとんどない

んじゃないかと思うんです。ですから、それを一歩も二歩も進め

ていかなければならないのかなと思いますけれども、そのための
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方策というのを考えていかなければいけないだろうと思います。 

 ですから、そのためには教育現場でいろいろ苦労して、こうい

うものをやったという部分がないと、ＩＣＴ支援員の方というの

は、機器には非常に詳しいんでしょうけれども、教育という点か

らも、例えば学力向上だとか、あるいはリーダー性を育てるとか、

そういう面での活用というのはなかなか持っていないと思うんで

すね。 

 それも教員が持っている話で、教員がみずからそういうものを

熟知して、どうやってやったら、あれを使えるのかという能力を

高めなければいけないんじゃないか。そのためにはどうしたらい

いかということを考えていく必要があるところです。 

 ですから、山武市としては、機器がほかの市に比べて進んでい

るわけですから、それをどうやって使いこなすかという、技術の

方で追いつかれないように、どんどんためていかなければいけな

いかなと思いますね。 

 以上です。 

 

教育長  室長。 

 

指導室長  ありがとうございます。１つには、ＩＣＴ支援員のことがあり

ましたが、このアンケートでまた活用状況がわかると思うんです

が、各学校で、今日は静止画像であったと言っていますが、学校

によっては活用している学校もあるので、ＩＣＴ支援員さんが情

報を共有して、この学校でこういうことをやっていたというのを、

支援員が次の学校の支援員に教えて、教員にというようなシステ

ムもやっておりますので、それはまだまだこれからもっと広めな

きゃいけないんですが、情報、いい学校のやり方を、支援員さん

を通してまた学校の校内で研修してもらうというのをやっており

ますので、それがもっと深まればと思っています。 

 また来年度は、鳴浜小学校の先生１人が、ＩＣＴ教育に関して

の授業の達人ということで、推薦を準備しているところで、その

先生が授業の達人ということで、来年度は研修を積んで、授業を

やって、ほかの先生が見られるというような、今、一応、市で推

薦があるかということで探して、いい先生がいらっしゃったので、

その先生を授業の達人ということで認定してもらって、研修をし

ていきたいと思っています。 
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清水委員  そういう方法もあるんでしょうけれども、場合によっては学校

を指定して、全校的、全体的にその先生方を配置して、各学校が

いろいろ見に行って、そのレベルを上げるみたいな、そういう方

法もあるのかという、これは１つの方法ですが。 

 ですから、学校で個別の先生を育成して、その先生の授業を見

て皆さんがレベルを上げるという方法、あるいは学校全体でどう

やってレベルを上げるかという、いろいろな方法があると思いま

すので、ほかの市に負けないように、追いつかれないように、し

っかりと頑張っていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。ほかはよろしいですか。 

 この報告第５号、校務支援システムのアンケート実施について

という報告になっていますが、内容的には校務支援だけではなく、

ＩＣＴ活用全般に及んでいますね。これは修正した方が良いので

は。これだと校務支援システムで、先生方の利用に関する部分だ

けになってしまうので。 

 それから、これに付随して、各学校の情報化認定についてはど

うなっていますか。 

 

指導室長  もう一度周知をして、年度末までには確認したいと思います。 

 

教育長  認定がどれだけ取れているか。これは、始めて４年目ですか。 

 

指導室長  ４年目です。 

 

教育長  もう全校が取れていなければいけない時期だと私は思っていま

す。やや取り組みが停滞しているかと思います。先ほど清水委員

が言われた話も関連してくることなので、ここはしっかりお願い

します。 

                                      

○報告第６号 

教育長  では続いて、報告第６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 報告第６号でございます。資料の35ページをご覧ください。 
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 松尾小学校と豊岡小学校の統合準備委員会、12月26日に第４回

の学校運営部会を開催いたしました。松尾小学校を会場に、両校

の校長先生、教頭先生、また教務等の出席を賜り、開催をいたし

ました。教育課程について協議をしたところでございます。 

 運動会、部活動についての協議を行いました。運動会は、昨今

の猛暑についても考慮し、春の運動会の実施を基本に検討してお

ります。また、部活動は、特に朝の部活動は通年実施するのか、

大会前のみとするのかといった協議がなされました。開校に向け

て、詳細は継続して協議してまいります。 

 また、松尾小学校、豊岡小学校、及び山武中学校、山武南中学

校、ともに２月に総括する内容となりますが、全体会議を開催す

る予定でございます。その節は、委員の皆様の出席をいただきた

く存じますので、日程が決まり次第、ご案内さしあげます。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 準備委員会の進捗状況について報告がございました。何かあり

ますでしょうか。 

 

 （「なし」の声あり） 

教育長  ないようですので、次に行きます。 

                                      

○報告第７号 

教育長  報告第７号、平成31年山武市成人式参加者状況について報告を

お願いします。生涯学習課長、お願いします。 

 

生涯学習課長  成人式開催に当たりましては、ご出席、ご協力いただきまして、

ありがとうございました。おかげをもちまして、大きな混乱もな

く、無事終えることができました。 

 私からは、報告第７号、平成31年山武市成人式参加者状況につ

いてご報告させていただきます。 

 今年度につきましては、住民登録がある成人者については492

名いましたが、それに対しまして出席者は368名、出席率は74.8％、

昨年より１％減となりましたが、74.8％の状況でした。そのほか、

山武市から転出された方、74名が出席いただいております。計442

名の成人者に今回は出席いただきました。 

 私から報告は以上になります。 
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教育長  ありがとうございます。成人式の参加状況の報告でございまし

た。 

 成人式につきましては、委員の皆さんにもご出席をいただいて

おりますが、祝典中は特に大きな問題もなく、無事に終了できま

した。若干、外が騒がしいということもあったようです。 

                                      

○報告第８号 

教育長  続いて、報告第８号、第12回山武市民駅伝競走大会についてお

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36ページ、37ページをご覧ください。こちらが

大会の実施要項になります。期日は１月20日、今度の日曜日でご

ざいます。成東総合運動公園を会場に、山武市体育協会主催によ

る第12回山武市民駅伝競走大会を開催します。その他、詳細につ

いては記載の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。20日日曜日の予定です。委員の皆さん

も、時間があれば、見ていただきたいと思います。 

 

スポーツ振興課長 もしお時間があれば、できるだけお願いしたいと思います。 

 

教育長  では、皆さん積極的にお願いします。 

                                      

○報告第９号 

教育長  報告第９号、第49回山武郡市民駅伝競走大会についてお願いい

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、資料の38ページ、39ページをお願いします。２月11

日の月曜日、建国記念の日になりますが、山武郡市体育協会主催

による第49回山武郡市民駅伝競走大会が開催されます。開催場所

は例年どおり、山武市蓮沼周回コースで、その他は記載のとおり

でございます。よろしくお願いします。 

 

教育長  郡市民は２月11日ということでございます。こちらも、出られ

る方はお願いいたします。 
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○報告第10号（秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  報告第10号、第67回左千夫短歌大会入賞者についてお願いいた

します。ここからは秘密会とさせていただきます。 

 それでは、報告をお願いします。資料館長、お願いします。 

 

※歴史民俗資料館長から資料に基づき内容を説明。 

 

教育長  それでは、ここで秘密会を解きます。 

                                      

○報告第11号 

教育長  報告第11号、むつみのおか幼稚園運営に関する説明会について

お願いいたします。子育て支援課からお願いします。 

 

子育て支援課主幹 むつみのおか幼稚園運営に係る説明会を、今年に入って１月７

日、そして16日に行いました。 

 １月７日は在園児、現在の４、５歳の保護者に説明会を行いま

した。特にその中で出たのは、市としては2020年に、むつみのお

か幼稚園の募集を停止して日向幼稚園と統合する計画を持ってい

るということをご説明いたしました。特に園児数の減少について

ご説明をして、ご理解をいただいたところです。 

 その中で、仮に31年度より、すぐにでも統合ができるのかとい

うご質問がありましたので、皆さんのご意向があれば可能ですと

いうことはお伝えしました。しかし、その話が広がりまして、そ

の後、１月16日には、既に入園希望者が４名、移ってしまいまし

た。 

 資料の最後に１月16日と１月７日の資料、これは数字がちょっ

と違います。１月７日の資料では、むつみのおか幼稚園は４歳児

が12名希望していました。５歳児は９名のまま、在園のままです。

新５歳児は同じです。16日現在になりますと、この時点で４歳児

が８名に、マイナス４名減りました。現在は、来年度むつみのお

か幼稚園は４歳児が８名、５歳児が９名、合計17名という数字に

なっております。 

 その中で、保護者の方が一番気になっていたのは、通園バスの

ことです。来年度につきましては、今までどおり、バスは運行さ

せていただきます。2020年度になりましたら、日向幼稚園との統

合後は、日向幼稚園が今、２台バスを使っております。むつみの

おか幼稚園も２台使っています。今度は合計４台になりますので、



－22－ 

むつみのおか学区の３歳児の、今、日向幼稚園に通っている園児

たちは、途中まで出てきてバスに乗るという不便なやり方をして

いるんですが、４台、今度はそのために、より家の近くまで運行

できるということはご説明いたしました。その点は非常に納得し

ていただきました。 

 反対意見につきましては、その説明会では特にありませんでし

た。後日お電話で、特に今の４歳児のお子さん、新５歳児の方が、

31年という思い込みがあったようで、その園児につきましては病

気があり、そのために環境が変わることは避けたいということで、

それは2020年ですということをご説明したら、それを納得してい

ただきました。以上になります。 

 今後の説明ですが、日向幼稚園につきましては、22日に新入園

児の健康診断時に時間をとっていただいて、日向幼稚園にも説明

に行きます。それから、１月25日に日向幼稚園の在園児の保護者

向けに説明をしたいと思っております。そして、関係があると思

われる私立の保育園、日向保育園、若杉保育園にも、現在の状況

を説明することになっております。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。何かお聞きになりたいことはあります

か。 

 

 （「なし」の声あり） 

教育長  よろしいですか。 

                                      

○報告第12号 

教育長  それでは、報告第12号、行事の共催・後援について、報告をお

願いいたします。教育総務課長、お願いします。 

 

教育総務課長  資料の49ページをご覧いただきたいと思います。本年は、後援

２件でございます。資料につきましては、50ページから53ページ

に載せてありますので、ご覧いただきたいと思います。 

 

教育長  今回、後援が２件ですね。資料をご確認ください。よろしいで

すか。 

 今年度も芸文協まつりが予定されており、これは例年３月３日

に行われる芸能発表会がメインで、その日が主に注目されますが、
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ここにもありますように、作品展示会等も行われておりますので、

そういったものもぜひ見ていただければと思います。よろしくお

願いいたします。 

                                      

○報告第13号 

教育長  報告第13号、２月の行事予定について、各所属長から順次報告

をお願いします。 

 

教育総務課長  教育総務課から、54ページでございます。１日、総合教育会議

のお願いです。 

 ７日、教育委員会第２回定例会、１時半、この場所で行う予定

でございます。 

 以上です。 

 

学校教育課長  続きまして、学校教育課でございます。まず６日、学校事務の

共同実施がございます。12日、定例の校長会議。14日、15日、両

方にまたがりまして、あいさつ運動を成東駅で朝から行います。

その後、15日、そして18日が、教育長と校長の、今度は目標申告

の面談となります。19日、学校情報化推進会議を予定しておりま

す。20日、学校事務の共同実施。22日、教頭の研修会、そして養

護教諭の研修会がございます。 

 以上です。 

 

学校再編推進室長 続いて、学校再編推進室です。統合準備委員会の全体会議の日

程調整をしております。開催が決定次第、ご案内申し上げます。 

 以上です。 

 

生涯学習課長  生涯学習課です。まず、２月３日です。山武市郷土芸能振興大

会が９時半から、のぎくプラザでございます。同日ですが、青少

年のつどい山武地区大会がございます。こちらは今回、東金市が

会場になっております。 

 ７日木曜日、放課後子ども教室（きらきら広場）を15時から山

武西小学校で行います。こちらは今年度最後の教室となり、閉級

式を兼ねてございます。 

 続いて、21日木曜日、女性の会敬老慰安会が10時から、のぎく

プラザでございます。教育長と職務代理にはご案内が出ておりま

すので、ご出席をよろしくお願いいたします。同じく21日、放課
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後子ども教室（ひなたっこ広場）、こちらは日向小学校ですけれど

も、こちらも今年度最後の教室となり、閉級式を兼ねてございま

す。 

 23日土曜日、「震災復興植樹祭ＩＮさんむ」が蓮沼中下海岸保安

林で行われます。こちらは９時と書いてありますけれども、開会

式は10時からとなります。こちらの植樹祭につきましては、例年

いちごジョギングとともに行っておりましたが、今年度は植樹祭

のみを開催するという形になっております。いちごジョギングに

ついては、今年度以降、開催しないということで周知をしており

ます。 

 以上になります。よろしくお願いします。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。11日の月曜日、先ほども報告しましたが、

第49回山武郡市民駅伝競走大会が開催されます。 

 以上でございます。 

 

歴史民俗資料館長 資料館です。昔の道具体験が１日、５日、６日、７日、８日、

12日及び26日に実施いたします。 

 以上です。 

 

子育て支援課主幹 子育て支援課です。２月の15日に園長・副園長会議を開催いた

します。 

 以上です。 

 

教育長  以上でよろしいですか。 

 では、２月の行事予定は以上となります。委員の皆さんに出席

していただきたい日程も幾つかありますので、お願いします。 

 それでは、その他、報告すべき事項等ありますでしょうか。指

導室長、お願いします。 

 

指導室長  別添の山武市教育委員会ダイアリーであります。３学期が市内

小中学校、１月７日に全ての小中学校で始業式が行われ、冬休み

中、大きな事件事故もなく、順調に３学期のスタートを切ること

ができました。 

 ２番目ですが、教育長・校長面接。主にこれは人事にかかわる

面接です。教職員の要望を、校長が教育長と面談を行いました。

この真ん中ほどにありますが、現時点で30年度に比べ、平成31年
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度の標準学級数については、小学校で普通学級がマイナス５、特

別支援学級がマイナス１、中学校で普通学級がマイナス６となっ

ております。これは統合も含めての数でありますが、おおよそこ

れだけの学級が減りますので、教職員の数も減っていくというこ

とになっています。 

 ３、４については、先ほどもありました。 

 ５の市内学校情報でありますが、特に年末ですが、職員の事故

がありました。退勤中や出勤中の、軽微でありますが、交通事故

がありましたので、この間の校長会議の中でも、余裕を持って出

退勤、出勤等をするように学校から呼びかけていただきたいとい

うことがありましたが、１月に入っても既に２件、職員の事故の

報告がありましたので、少し心配なところがあります。 

 裏面になります。ここからは12月に行われました市教頭会の研

修会の写真を載せさせていただきました。現在、山武西小学校に

フューチャールーム、ＩＣＴルームと書いてありますが、（株）

内田洋行のご協力を得て、空き教室をこのような形で活用させて

いただいております。 

 特にこの机や椅子も、簡単に動けてグループにできやすいよう

にキャスターがついていたりという先進的な机と椅子、またモニ

ターというか、プロジェクターが３台ついておりまして、このよ

うに、ちょうど右側はスカイプという、彼らは東京の本社の方と、

ひょっとしたら今後はこのような形で授業ができるということ

でした。先進的なことであり、今後、職員の中での研修会で活用

していきたいなと考えております。 

 下段の写真については、英語力アップ講座であります。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 ほかはよろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  それでは、以上で教育委員会の第１回定例会を終了といたしま

す。大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 

                                      

◎閉  会  午後３時５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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