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平成30年山武市教育委員会第９回定例会会議録 

 

１．日 時  平成30年９月20日（木）午後１時30分 

２．場 所  山武市教育委員会庁舎 会議室 

３．招集者  山武市教育委員会 教育長 嘉瀬尚男 

４．議 題 

 

議決事項 

議案第１号 平成30年度（平成29年度実施事業分）教育委員会事務の点検・評価

報告書について 

議案第２号 山武市立小学校及び中学校就学区域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３号 部活動の在り方に関するガイドラインについて 

議案第４号 平成31年度山武市立幼稚園及びこども園（短児部）の園児募集につ

いて 

 

協議事項 

協議第１号 平成30年度（秋）山武地区教育委員会連絡協議会表彰について 

協議第２号 山武市学校運営協議会の設置等に関する規則について 

 

報告事項 

報告第１号 校務支援システムの運用状況・ＩＣＴ環境について 

報告第２号 音楽発表会・ダンス発表会について 

報告第３号 平成30年度全国学力・学習状況調査の結果について 

報告第４号 山武市小中学校統合準備委員会の進捗状況について 

報告第５号 ニュージーランド青少年受入れ事業について 

報告第６号 山武市スリランカ青少年招へい事業について 

報告第７号 第69回山武郡市民体育大会の成績について 

報告第８号 行事の共催・後援について 

報告第９号 10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 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 

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、皆さん、午前中は日向小学校の訪問、お疲れさまで

ございました。なかなか学校を見る機会がありませんが、今年度

も何回か予定されていますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまから、平成30年教育委員会第９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  よろしくお願いします。 

                                      

◎日程第２ 会議録の承認 

教育長  日程第２、会議録の承認ですが、平成30年教育委員会第８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。よろしいですか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

教育長  異議がないようですので、第８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。

よろしいでしょうか。主立ったところを説明してまいります。 

 ８月28日、平成30年度第１回総合教育会議、これは皆さんにご

出席をいただいた中で行ったものです。松下市長のもと、最初の

総合教育会議ということで、教育委員会の主な取り組み、また、

統廃合について説明をした上で、いろいろご意見をいただきまし

た。 

 ８月29日、学校管理職選考受験者面接がございました。これは、

翌日の８月30日、それから９月３日にも行っているものですが、

校長、教頭、試験を受ける先生方の本試験前の準備ということで、

教育委員会で面接を行っているものです。 

 ８月30日ですが、教育委員会第５回協議会を開催いたしました。

これは、事務の点検・評価に関することで、これも皆様方のご意

見を伺ったものです。その後ですが、山武警察署情報交換会が行
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われました。警察署の署長ほか、数名の幹部の方達と教育委員会

とで情報交換会を行いました。昨今、さまざまな事件が起こって

いる中で、情報をしっかりと共有しながら、お互いに協力して子

ども達を守っていくということで、いろいろ情報交換をさせてい

ただき、今後の関係づくりをしたものでございます。 

 ８月31日、部内の教育長面談。これは前回も説明しましたが、

職員数名が残っておりまして、その方達との面談です。その下の、

歴史民俗資料館友の会、小川会及び南波氏が来庁したとあります

が、友の会で10月28日に講演会を予定しているということで、そ

の案内と出席依頼でございました。10月28日はスリランカ国視察

研修の最終日ということで、小川教育部長に代理で行っていただ

くことになっております。その後ですが、城西国際大学の秋季卒

業式があり、出席してまいりました。また、成東中学校、成東東

中学校視察、市長、副市長とありますが、両校を視察していただ

きました。今後、他の学校も順次見ていくということでございま

す。 

 ９月１日、スリランカフェスティバルｉｎさんむ2018、のぎく

プラザで開催されました。この日は、スリランカ国のダンミカ大

使がおいでになって、ご覧になられました。 

 ９月３日、部内の教育長面談、それから管理職選考受験者面接

の続きです。 

 ９月５日、山武市議会第３回定例会が開会されました。その日

ですが、山武地区校長会、市東会長が来庁されまして、11月に行

われます若潮会の案内がございました。 

 ９月６日、株式会社内田洋行ショールーム視察とありますが、

以前、西小学校に皆さんで行っていただいたフューチャークラス

ルームというものの視察をしてまいりました。教室の３面をスク

リーンにして、プロジェクターが６台設置されており、この形を

そのまま実現するのは難しいと思いましたが、将来的にそれに近

い形での教室づくりを進めてまいりたいと思います。 

 ９月８日が体育祭。成東東中、山武南中、蓮沼中、松尾中学校

で行われました。 

 ９月11日、市議会第３回定例会の一般質問。11日は能勢議員か

ら質問を受けています。 

 同じく12日、13日も一般質問と続きます。12日が並木議員、和

田議員、櫻田議員、13日が市川議員、本山議員、長谷部議員、八

角議員の質問がございました。詳細については、また次回の定例
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会で事務局から詳しい報告がありますのでよろしくお願いします。 

 ９月14日、議会で議案質疑、委員会付託等が行われました。そ

の後、市議会議員研修会が開催されまして、それに事務局側も出

席ということで、一緒に研修を受けております。同じく14日です

が、松尾小と豊岡小学校の学校統合準備委員会全体会議が行われ

まして、これには委員の皆様にもご出席をいただいているところ

でございます。校歌、校章等、決まってきているということでご

ざいます。 

 ９月15日、運動会となっておりますが、雨天のため、16日に変

更となりましたので訂正ください。山武西小学校と蓮沼小学校の

運動会が開催されました。 

 ９月19日、昨日ですが、文教厚生常任委員会が開催され、教育

委員会関係では、補正予算をご承認いただいています。 

 ９月20日、本日ですが、午前中の日向小学校訪問、そして教育

委員会第９定例会、また、本日19時から、山武中と山武南中学校

の統合準備委員会があららぎ館で開催される予定となっておりま

す。委員の皆様にも出席をお願いしたいと思います。 

 以上です。何かあれば、お願いいたします。よろしいでしょう

か。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  それでは、議事に入ります。 

 本日の議題ですが、協議第１号、平成30年度（秋）山武地区教

育委員会連絡協議会表彰について、これは氏名等の内容が含まれ

ており、公開に適さない事項であることから、また、協議第２号、

山武市学校運営協議会の設置等に関する規則について、意思形成

過程にあり、公開に適さない事項であることから、教育委員会会

議規則第12条の規定により秘密会としたいのですが、いかがでし

ょうか。賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

 （全員挙手） 

教育長  挙手全員です。よって協議第１号、協議第２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  それでは、日程第４、議決事項に入ります。 
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 議案第１号、平成30年度（平成29年度実施事業分）教育委員会

事務の点検・評価報告書についてを議題とします。提案理由を事

務局から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  それでは、資料３ページをご覧ください。議案第１号、平成30

年度（平成29年度実施事業分）教育委員会事務の点検・評価報告

書についてでございます。報告書については別冊となっておりま

す。 

 提案理由でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律26条の規定によりまして、教育委員会事務の点検・評価を

行った結果に関する報告書を決定しようとするものでございます。

別添報告書は、重点施策の活動の取り組み概要及び結果につきま

して、８月１日に学識経験者の意見をいただき、８月30日に教育

委員会第５回協議会において、教育委員の皆様に点検・評価をい

ただいたものを取りまとめて作成したものでございます。事務局

といたしましては、今回の点検・評価の結果を生かし、各事務事

業の一層の改善に取り組んでまいりたいと考えております。 

 なお、この報告書につきましては、本日決定をしていただきま

すと、法律第26条の規定に基づき、市議会に提出させていただく

とともに、ホームページに掲載し、公表する予定でございます。 

 以上、審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

教育長  ありがとうございます。別添資料がついておりますので、ご覧

いただき、ご意見等ございますか。清水委員。 

 

清水委員  ２点質問させていただきます。評価について、ほとんど昨年と

同様ですが、評価が上がっている事業が２つほどあります。確か

な学力を身に付ける学習指導の推進、個に応じたきめ細やかな学

習指導の推進について、昨年度は横ばいとなっていたのが、今回

はほぼ順調ということで評価が上がっておりますが、この理由に

ついて、確認しておきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

指導室長  それでは、１ページ、２ページ、３ページになります。学校教

育課分につきましては、評価が横ばいからほぼ順調ということで、

１つ目は授業規律の部分で、市が統一して、鉛筆の持ち方や授業

を受ける姿勢というのを一律にして指導してきました。ほぼ全て

の学校で黒板周辺に鉛筆の持ち方や姿勢についての掲示物を貼り
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指導した取り組みの成果が出ているのではないかという評価をい

たしました。 

 また、英語教育の推進事業において、平成28年度よりも、平成

29年度の英語検定の取得率が向上しましたので、併せて一定の成

果が見られたということで、ほぼ順調という評価をさせていただ

きました。 

 また、個に応じたきめ細やかな学習指導についても、年度末に

行われる学校評価において、児童生徒の学習意欲の向上が見られ

ましたので、それには少人数指導の成果もあるということで、ほ

ぼ順調という評価をさせていただきました。 

 学校教育課のほうは以上であります。 

 

教育長  ありがとうございます。13ページの評価及び14ページの個に応

じた評価項目ということですね。よろしいですか、清水委員。 

 

清水委員  はい。 

 

教育長  ほか、よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  では、お諮りしたいと思います。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２号 

教育長  議案第２号、山武市立小学校及び中学校就学区域に関する規則

の一部を改正する規則の制定について提案理由を事務局から説明

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２号、山武市立小学校及び中学校就学区域に関する規則

の一部を改正する規則の制定について提案いたします。４ページ

をご覧ください。前回の教育委員会第８回定例会の協議第２号で

このことにつきましてご協議をいただいたところでございます。

提案理由につきましては、変更はございません。よろしくお願い
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いたします。 

 

教育長  ありがとうございます。議案第２号について、質問等ございま

すでしょうか。前回協議している内容と変わらないということで

すので、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３号 

教育長  続いて、議案第３号、部活動の在り方に関するガイドラインに

ついて。提案理由の説明をお願いいたします。指導室長、お願い

します。 

 

指導室長  議案第３号、山武市部活動の在り方に関するガイドラインにつ

いてです。10ページになります。山武市部活動の在り方に関する

ガイドラインの実態の作成についてですが、前回、教育委員会第

８回定例会の協議第３号でご協議いただきました。 

 提案理由については変更ありませんが、多少、この間、各校長

より意見をいただき、校長会で協議し、修正した点があります。

別冊のガイドラインをご覧ください。色つきの部分は削除、波線

部分は新しく入れさせていただきました。特に４ページ、この色

つきの部分は、文言が重複するという意見もありましたので、削

除させていただきました。７ページの色つきの部分は、各委員か

らご意見をいただきましたＧＡＡの件をわかりやすく記載し、部

活動指導員については、検討中であることから削除させていただ

きました。 

 また、波線の部分ですが、特に６ページの（４）、安全管理と事

故防止についてという項目を新たに入れさせていただきました。

熱中症の予防について、追加をさせていただきました。健康状態

の把握や熱中症の事故防止、ＡＥＤや天候や気象の対応等につい

て新しく入れさせていただきました。また、これをもとに、平成



－9－ 

31年度４月に各学校で基本方針を策定して公表いたしますので、

その前に教育委員会も目を通して、点検して公開するようにさせ

ていただきたいと思います。 

 追加の説明については以上です。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。終わりの波線部分について説明してく

ださい。 

 

指導室長  山武市の状況や今後の情勢など、その部分を含めて、長期的に

部活動の体制についていろいろ考えていかなければいけないとい

う部分も含めて記載させていただきました。 

 以上です。 

 

教育長  ただいま説明がありました削除部分、それから追記の部分です

が、何かございますでしょうか。これも事前に見ていただいてい

ますよね。 

 

指導室長  はい。 

 

小野﨑職務代理  ７ページに事故が発生した場合のことが書いてありますね。そ

の３行目に、「また、負傷者の立場に立った誠意ある対応」と書い

てありますが、この部分は、削除でもいいかと思います。負傷者

だけの問題ではないのであえて「負傷者の立場に立った誠意ある

対応」というのは、こだわらなくてもいいような気がします。仮

に喧嘩などになった場合は、負傷者だけの問題ではないと思いま

す。どちらが悪いかというのは、判断が難しい場合もあります。

ただ単にクラブ活動でけがをしたとか、そういうこともあるので、

あえてここで書かなくていいかと。 

 

教育長  今の件について、他の委員、ご意見いかがでしょうか。 

 

木島委員  「負傷者」を「当事者」に変えることも良いかと思います。小

野﨑委員がおっしゃっていたように、けんかの場合ですと、加害

者、殴った方もいろいろな事情があると思います。両者に対して

は当事者ということで良いと思います。 

 

指導室長  このガイドラインは部活動の活動の中でということであって、



－10－ 

実際、活動の中で喧嘩するという部分はあるのかもしれないので

すが、部活動の活動をして指導をしている中でということで載せ

させていただきましたので負傷者と記載しました。 

 

教育長  委員方から意見ございますか。いかがでしょう。負傷者と限定

するか、当事者の立場に立った誠意ある対応とするのかというと

ころだと思います。では、「負傷者の立場に立った誠意ある対応」

を全部削除とするか、あるいは負傷者を当事者と変えて文言を残

すかという選択でよろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  最初に、全部削除したほうがいいと思う方。 

 「当事者の立場に立った誠意ある対応」と変更したほうがよろ

しいと思う方。 

 

 （挙手多数） 

教育長  多数決により、この部分については負傷者を当事者に変えてい

ただき、「当事者の立場に立った誠意ある対応」という形にするこ

とで、事務局、よろしいですか。 

 

指導室長  はい。 

 

教育長  他に何か、これ以外の部分でございますか。ありませんか。よ

ろしければ採決したいと思います、よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  特にないようですので、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、本議案は原案一部修正のうえ、可決い

たします。 

                                      

○議案第４号 

教育長  続いて、議案第４号、平成31年度山武市立幼稚園及びこども園

（短児部）の園児募集について。提案理由を事務局から説明をお

願いいたします。子育て支援課長、お願いします。 
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子育て支援課長  続いて平成31年度山武市立幼稚園及びこども園（短児部）の園

児募集について、ご協議をお願いします。今年の入園資格につき

ましては、こちらに記載しております。３歳児は平成27年４月２

日から、４歳児は26年４月２日から、５歳児は25年４月２日から

の、３つの歳児ということになります。申し込み方法につきまし

ては、募集案内及び入園書類の配付を、本日議決していただけれ

ば、11月１日から市内各幼稚園、こども園、子育て支援課及び窓

口で配付いたします。入園申請受付期間は12月３日から12月14日

を予定しております。 

 続きまして、真ん中より下あたり、園児募集を行う園の一覧と

いうことで、幼稚園が２園、こども園が５園の計７園になってお

ります。ただし、むつみのおか幼稚園及びなんごうこども園につ

きましては、３歳児クラスがございませんので、こちらは４歳児

と５歳児のみになります。また、蓮沼幼稚園につきましては、現

在、休園中のため、募集はございません。 

 本日の提案理由につきましては、山武市立幼稚園管理規則第20

条により、幼稚園児の募集については、毎年、教育委員会が定め、

あらかじめ公示するという形になっておりますので、平成31年度

山武市立幼稚園及びこども園の園児募集について定めようとする

ものです。 

 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した。ただいま説明のあった入園児の募集

についてですが、ご質問等ございますでしょうか。よろしいです

か。 

 

木島委員  募集人数が定員を超えた場合は抽選の上とありますが、今まで

例があったかどうかわかりませんが、抽選になってしまった方に

対して、市の対応についてどうですか。 

 

子育て支援課長  木島委員からのご質問ですが、ここ何年かは定員を大幅に超え

るということはございません。一応、現在、第１希望、第２希望

というふうに希望をとっておりますので、待機児童は、４月１日

現在おりませんが、もしあれば、今後、対応していくことになる

と思います。 
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木島委員  よろしくお願いします。 

 

教育長  ここ数年、そういったことはないということです。 

 他よろしいでしょうか。特にないようですので、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いたします。 

                                      

◎日程第５ 協議事項 

○協議第１号 

教育長  続いて、日程第５、協議事項に入ります。 

 協議第１号、平成30年度（秋）山武地区教育委員会連絡協議会

表彰について、ここからは秘密会とさせていただきます。それで

は、事務局からの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２号 

教育長  続いて、協議第２号、山武市学校運営協議会の設置等に関する

規則について、事務局から説明をお願いします。指導室長、お願

いします。 

 

 ※指導室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  ここで秘密会を解きます。 

 なお、ここで暫時休憩といたします。 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第１号 

教育長  再開いたします。 
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 続いて、日程第６、報告事項に入ります。 

 報告第１号、校務支援システムの運用状況・ＩＣＴ環境につい

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  報告第１号、校務支援システム、ＩＣＴ機器の活用について、

１学期の状況をご報告いたします。資料17ページ、18ページをご

覧ください。 

 まず初めに、校務支援システムの活用についてですが、今年度

も、通知表、調査書、要録等は、学校と随時調整しながら研修を

実施し、校務支援システムを円滑に活用できるようにしていると

ころでございます。ＩＣＴ支援員やＮＴＴ、内田洋行のヘルプデ

スクをうまく利用しながら、校務支援システムの活用、アップデ

ートを行っております。 

 次に、ＩＣＴ機器の活用につきましては、授業において、さら

にＩＣＴ機器の活用が図れるように、小学校向けにＩＣＴ活用、

プログラミング学習、外国語での活用を課題に年間２回、学校ご

とに研修会を設定してみました。中学校においては、冬季休業中

に教科ごとの研修会を計画しております。 

 また、各学校からのＩＣＴ機器を利用した授業実践報告をもと

に報告集を作成し、公開する取り組みを今年度も継続して行うこ

とで、活用事例がさらに広がっていくことを期待しているところ

でございます。 

 この夏休み中、８月29日には、学校の情報化推進会議で、タブ

レットの活用について協議をしました。現在、さらなるタブレッ

トをはじめとするＩＣＴ機器の活用についての改善策を検討して

いるところであります。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。校務支援並びにＩＣＴ環境についてで

すが、何か質問等ありますでしょうか。 

 今年度から、学校のＷｉ－Ｆｉ環境の整備が始まる予定になっ

ています。それによって通信環境が改善されると、今以上にタブ

レットが使いやすくなってくるだろうと思っていますので、さら

に活用が図られるものと思います。 

 校務支援システムについて、教育委員も大分代わったので、一

度、研修で内容を知ってもらいたいと思いますが、皆さん、いか

がですか。具体的にどんなふうにして先生方が使っているかとい
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うのは、まだ見ていないですね。年数も４年経ち、大分こなれて

きているので、教育委員の皆さんに見ていただけるような時間を

とりたいと思います。教育委員研修は年に何回か実施する予定に

なっていますが、その中の１つとして検討してください。 

 もう１点、ＩＣＴ支援員についてですが、今、支援員に入って

もらっていますが、当初の導入時の計画だと、だんだん減らして

いって、最終的にはいなくなる予定ですが、どうも状況を聞いて

いると、ゼロにはできないかと思います。毎年改訂があったり、

指導要領が変わって変化することがあったりというのがあります。 

 

教育部長  長谷部議員から質問もありまして、そういった要望もありまし

たので、財政部局と協議し、検討していく必要があるかと思いま

す。 

 

教育長  多くは望めないと思いますが、支援員を配置する方向で検討し

てい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。 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 

小野﨑職務代理  17ページのデータのバックアップについては80％を超えている

と記載がありましたが、データ容量が越えた場合は、再度費用が

かかってしまうのかは不明ですね。 

 

学校教育課長  バックアップについては、容量が大分少なくなってきているの

で、各学校で削れるデータは削っていただいて容量を残すような

方向で取り組んでいるところです。 

 

小野﨑職務代理  容量を増やすという話はないんですか。 

 

指導室長  容量アップについては、費用が大変かかってしまう部分がある

ので、各学校を調査してみますと、各学校で古いデータも入れて

ありまして、写真などのデータが多いです。削除できる部分があ

るので、整理すると、データの使用率が大変下がるということが

あるので、各学校では、整理をするように努めています。 

 

教育長  整理すれば、容量的には余裕があるということですね。 

 

木島委員  写真や、運動会等の動画がありますと、容量が大きいので不要
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なデータを削除すれば、データ量60％ぐらいまですぐ落ちると思

います。 

 

教育長  ストレージ容量に対する金額は、下がってきているので、シス

テムを導入した当時よりギガバイト当たりの単価はかなり下がっ

ているはずです。ですから、容量を増やしても、大きく影響はな

いと思いますが、容量を増やすことによって、データを整理しな

くなってしまう恐れもありますので、よく検討して実施していた

だきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

                                      

○報告第２号 

教育長  報告第２号、音楽発表会・ダンス発表会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  報告第２号、音楽発表会・ダンス発表会についてのご報告をい

たします。19ページをご覧ください。 

 今年度は、10月31日水曜日にさんぶの森中央体育館を会場に、

音楽発表会・ダンス発表会を開催いたします。 

 音楽発表会は、豊かな情操を養う音楽教育の振興、学校間の連

携を図ること、また、ダンス発表会は、共通体験、共通意識、達

成感、自己表現、運動の楽しさや喜びを味わうことを目的として

おります。 

 音楽発表会につきましては、午前８時から正午まで、ダンス発

表会につきましては、午後１時から２時半までを予定しています。

詳細日程につきましては、19ページ、20ページに記載してござい

ます。 

 現在、子ども達にとって充実した発表会になるよう準備を進め

ているところでございます。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。発表会の詳細について、何かご質問等

ありますでしょうか。 

 委員の皆さんにも、いつも見学いただいているものですので、

今年もよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。 

                                      

○報告第３号 
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教育長  続いて、報告第３号、平成30年度全国学力・学習状況調査の結

果について報告をお願いします。指導室長、お願いします。 

 

指導室長  報告第３号、平成30年度全国学力・学習状況調査の結果につい

て報告をさせていただきます。25ページと26ページになります。 

 ４月17日に、市内全小中学校の小学６年生359名、中学校３年生

400名を対象に実施され、７月31日に文科省が結果を公表しました。 

 １番の教科別、国語、算数、数学、理科の平均正答率の状況で

す。今年度は、理科も加えて実施をされました。 

 （１）小学校の結果でありますが全国に比べ、国語は、Ａがマ

イナス4.7、Ｂがマイナス5.7であります。算数は、算数Ａがマイ

ナス4.5、Ｂがマイナス7.5ポイントで、国語Ｂ、算数Ａについて

は、昨年度と同程度でありますが、国語Ａ、算数Ｂについては、

全国より差が広がった状況になっております。 

 また、今年度実施されました理科については、全国に比べ、プ

ラス1.7、県とはプラス１ポイントとなって、全国、県より高い数

値をあらわしました。 

 ２番目の中学校の結果でありますが、全国に比べ、国語は、Ａ

がマイナス2.1、Ｂがマイナス1.2でありました。数学は、Ａがマ

イナス7.1、Ｂがマイナス5.9でありました。国語は、Ａ、Ｂとも

に全国平均との差が大きく縮まりました。2.5ポイント以内におさ

まっています。数学は、昨年度とほぼ同程度でありました。理科

については、全国とほぼ同程度、また県からはプラス１となって

います。中学校は、国語のほうに大きな上昇が見られたと思って

います。 

 ２番目の児童生徒の質問紙調査による家庭生活の傾向の調査の

結果であります。朝食を毎日食べているという問いに関して、小

学生は、全国の84.8から比べ、85.8と全国より少し上がっていま

す。また、中学生は、全国に比べると、79.7と76.7ですから、や

や低い数値になっています。小学生は、年々朝食の摂取に関しま

して改善されています。全国平均より高く、日ごろの家庭への呼

びかけや周知によるものだと考えております。 

 26ページをご覧ください。（２）の学校の授業時間以外に平均１

時間以上勉強するという問いに関しては、やはり、問題がありま

す。小学生は、全国が66.2に対しまして、市が51.4という、昨年

度も全国が64.4で、山武市が55.2ということです。中学生に関し

ては、全国に比べ、１日１時間以上勉強するという部分は上回っ
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ているようになっています。小学生は、昨年度同様に全国平均を

下回っている状況であります。 

 また、３時間以上または４時間以上勉強するといった長時間勉

強する児童の割合も、全国平均に比べ、低い数値になっておりま

す。小学校で全国との差も広がっております。 

 （３）については、放課後に何をして過ごすことが多いかとい

うところであります。小中学生ともに、勉強や読書をして過ごす

が全国の数値よりも、やや下回っている状況であります。小学生

は、テレビやゲーム、スマホなどをして過ごしている児童が、全

国平均に比べ、高い数値となっています。 

 学習塾については、地域性もあると考えられますが、全国に比

べ、低い数値になっております。放課後の時間の有効活用が学力

向上につながっていくという１つの考えもあります。 

 その結果は、その下の表とグラフになっています。 

 （４）、（５）については、自分にはよいところがある、また、

いじめはどんな理由があってもいけないことだという問いに関し

ては、全国平均よりも、やや高い数値となっております。 

 最後に、学校質問調査ということで、学校の取り組みについて

の傾向であります。 

 １番目は、教員が授業でＩＣＴを週１回以上は活用して指導し

ているという問いに関しては、小学校が全国の73ポイントに比べ

て、84.6ですから、全国に比べても、11ポイントも大きい数値に

なっております。中学校も全国に比べ、大きく上回っています。

教員のスキルも向上し、効果的な活用が進んでいる成果かと考え

ています。 

 ただし、小学校では、全ての教員が最低月１回以上は活用して

いるんですが、中学校は、15％の教員が学期１回ぐらいの使用と

いう回答になっておりますので、中学校教員の活用が課題となっ

ているというデータが出ました。 

 （２）は、言語活動、（３）は、ＰＴＡや地域の人は、学校の諸

活動にボランティアとしてよく参加してくれるという問いに関し

て、これはたまたまだと思うんですが、小学校が、全国が64、小

学校が46.2ということで、よく参加してくれるが46.2、深く調べ

ると46.2で、参加してくれるというのを入れると、ほぼ100％の数

値となりました。中学生は、全国に比べ、よく参加してくれると

いうのが66.7ですので、中学校のデータからも、中学校は、ＰＴ

Ａ、地域の方々が参加してくれる状況であります。 
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 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。ただいまの報告について、何かご質問

等ございますか。 

 

清水委員  学力向上が深刻な課題ですね。 

 

木島委員  各小学校、中学校別には、当然データは出ていますね。その中

で、成績が良い学校が当然ありますね。平均よりかなりいい小学

校、中学校、ここは平均よりかなり落ちているが、部分的にすご

く評価できるというところが突出している学校があれば、何か理

由があると思います。先ほど、ＩＣＴでもありましたが、このよ

うに活用していますという事をまとめて、みんなでそのデータを

共有するなど非常にいいことだと思います。こういう取り組みを

していると成果が上がるというのを、先生方は知っていると思い

ますから、そういった事を集めて１冊の冊子にするなど、そんな

取り組みを行っていけば効果が出てくるかと思います。 

 

指導室長  ありがとうございます。今のご意見を参考にしながら、11月６

日に教育委員会と校長先生方とで教育懇談会などを開催したいと

思います。今、各学校では、これらを細かく分析して、どういう

ところが出来て、どういう成果が上がったのか、どういうところ

が課題なのかという事を洗い出しているところであります。それ

をもとに、先ほど木島委員が言っていただいたとおりに、参考と

なる取り組みがあれば、紹介してもらい参考にできればと思って

います。 

 しかし、各学校のデータというのは、教育委員会としては、各

学校の平均データをもらっているので、学校はこのデータを基に

生徒の分布など散らばりを調べているところではありますが、学

校間での差は確かにあり、参考になることは当然あると思います

ので、そういう場を設けたいと思います。 

 

木島委員  よろしくお願いします。 

 

今関委員  先ほど、日向小学校に行って、去年と今年の結果を見せてもら

いましたが、当然生徒は変わっているので、去年できていたこと

が今年はできていなかったりと、調べる事が難しいというのが感
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想です。 

 

教育長  （５）のいじめについて、小学生で90.5、中学生で85.5、この

数字というのは、まだ１割の小学生は、理由があればいじめをや

っていいと思っているということですか。 

 

指導室長  ４択の問いですので、肯定的な意見は、ほぼ100％でいじめをや

っていいといった事ではありません。 

 

教育長  いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思います。

これは、100％にしなければならない数字ですので、９割で全国よ

り高いから良いという話ではありません。各学校へは強く指導し

てください。 

 では、次に移ります。 

                                      

○報告第４号 

教育長  報告第４号、山武市小中学校統合準備委員会の進捗状況につい

てご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 統合準備委員会の進捗状況でございますが、本冊の27ページを

ご覧ください。また、本日お配りしました校章の投票結果から始

まる別冊も、あわせてご確認いただければと存じます。 

 まず、松尾小学校と豊岡小学校の統合準備委員会の全体会議で

ございますが、９月14日に開催いたしました。その節は、ご参加

いただきまして、ありがとうございます。校章とトレーニングウ

エア、体操服について、児童を対象とした投票結果の報告を行い

ました。あらかじめ決定については、投票結果を尊重して、得票

数の多い案を採択するということでありました。 

 別冊のほうの資料をご覧ください。校章の投票結果を確認した

次第でございます。結果については、赤くくくった第１番が最も

多くの票を集めました。 

 続きまして、次のページをご覧ください。トレーニングウエア

の投票でございます。これは同じデザインで、紺色と青色を投票

に諮りましたが、紺色のほうが多くの票を集めました。 

 続きまして、３ページ目をご覧ください。体操服でございます。

こちらは襟の部分が白色か、もしくは青色、どちらがいいでしょ

うかということで投票した結果、襟が青い案が多くの票を集めま
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した。 

 したがって、これらが承認され、新校の校章、またトレーニン

グウエア、体操服について決定した次第でございます。 

 また、同日、あわせて校歌の第１稿の試聴を行いました。一部

未定稿の部分がございましたが、試聴におけるご意見などをいた

だきながら、今後、修正を加えていき、12月から１月の完成を目

指して作成を進めていきたいと思っております。 

 続きまして、本冊の28ページをご覧ください。山武中学校と山

武南中学校の統合準備委員会でございます。 

 こちらにつきましては、８月22日に総務部会を開催いたしまし

た。その中では、校歌の作成、また校章の選定についてを議題と

いたしました。 

 校歌の作成につきましては、新たに校歌を作成するに当たって

は、両中学校の音楽科の先生に、校歌のコンセプトや人選などに

ついて相談して進めていくといった中で選んでまいりました。 

 別冊の資料４ページをご覧ください。校歌についてでございま

す。音楽科の先生に相談した結果でございますが、歌のコンセプ

トについては、以上、このようなことが挙げられました。 

 また、作詞作曲の人選について相談した中では、作詞家につい

ては福島県在住の方でございますが、和合亮一様。また、作曲に

ついては信長貴富様を推薦する意見がございました。こちらにつ

きましては、受けていただけるかどうかについて事前に確認をい

たしまして、両者ともに同意をいただいたところでございます。

両名のプロフィールについては５ページ目以降に示させていただ

います。全国的な活動をされているご両名でございます。 

 また、和合亮一様、作詞の先生につきましては、箱根中学校の

統合校の校歌の作詞も行っております。和合様、信長先生ともに

２人で組んでつくった歌も何曲かあるようでございます。 

 また、別冊の資料４ページに戻っていただけますでしょうか。

校章についてでございます。こちらにつきましては、両中学校の

生徒に案を募集いたしました中で、24の応募があった次第でござ

います。美術家の先生に見ていただきまして、各校５点ずつ、合

計10点を先生に選出していただきました。それら10点について総

務部会に諮ったところでございます。生徒を対象としたアンケー

トを実施いたしましたが、そこに諮る５点を総務部会の中で選出

いたしました。本日、この後19時から、あららぎ館において、山

武中学校、山武南中学校の統合準備委員会の全体会を行いますが、
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このアンケート結果について諮る次第でございます。 

 また、教育委員の皆様におかれましては、ご都合の許す限り、

この会への参加もお願いしたいと思っています。 

 ８月30日でございますが、ＰＴＡ通学部会を開催いたしました。

制服、トレーニングウエア、体操服のサンプルの確認をしました。 

 なお、学年色についての課題が残っておりましたが、上履きの

みに学年色を採用することとなりました。上履きの色は、緑色、

紺色、赤色の３色を学年色とすることになりました。31年度の新

入生は緑色から始まります。続いて、紺色、赤色という形で３年

間回していくような形になりました。 

 報告については以上となります。 

 

教育長  ありがとうございます。質問等ございますでしょうか。 

 無いようですので、次に移ります。 

                                      

○報告第５号 

教育長  報告第５号、ニュージーランド青少年受け入れ事業について報

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  委員の皆様には既にご通知を差し上げているかと思いますが、

ニュージーランドからの受け入れについて報告させていただき

ます。 

 まず、29ページとなります。受け入れ制度ですが、ニュージー

ランド国、パクランガ中学校の生徒12名、男子５名、女子７名を

受け入れる予定です。こちらのパクランガ中学校ですが、毎年こ

ちらに訪問しております中学校になります。 

 受け入れ期間ですが、９月29日土曜日から10月３日の４泊５日

で受け入れる予定となっております。受け入れ家庭は、山武市立

山武中学校で４家庭、５名を、松尾中学校で４家庭、７名を受け

入れていただくこととなっております。また、それぞれの中学校

で子ども達は学校体験をしていただくこととなっております。 

 受け入れ日程ですけれども、受け入れ家庭の事前説明は、既に

９月６日に行わせていただきました。 

 ９月29日以降につきましては、30ページをご覧いただければと

思います。今現在の予定が記載されております。子ども達は28日

から日本に来ますが、29日の17時に山武市役所に到着しまして、

ウエルカムパーティーを行うことになっております。こちらのウ
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エルカムパーティーですけれども、先ほど申し上げましたが、委

員の皆様にご案内を差し上げております。 

 29日のパーティー終了後、各ご家庭へホームステイとなります。

30日日曜日につきましては、ホームステイファミリーと休日を過

ごし、翌１日につきましては、ホスト家庭の生徒と一緒に各学校

へ行き、学校体験を行います。２日火曜日につきましても、午前

中は同様ですが、午後は日本文化の体験ということで、こちら、

篠笛の作製となっておりますけれども、今のところ、作製ですと

刃物を使うので危ないだろうということで、篠笛体験をする予定

となっております。その後、市役所見学。そして、各学校へ送り

まして、再度各家庭でホームステイをする。最終日ですけれども、

３日水曜日には、朝、各家庭から山武市役所に集合していただき

まして山武市を後にするという形になっております。その後、日

本観光をされて10月６日に羽田から帰国という旅程になってお

ります。 

 31ページには、今回来日する生徒さんの写真を載せております

が、２名ほど、写真を撮る日に欠席しておりますので載っており

ませんが、女子が７名、男子５名となっております。 

 私からは以上になります。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 ただいまの報告について、ご質問等あるでしょうか。よろしい

ですか。 

                                      

○報告第６号 

教育長  報告第６号、山武市スリランカ青少年招へい事業について、ご

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  資料32ページになります。平成30年度山武市スリランカ青少年

招へい事業について、報告させていただきます。 

 この度、平成30年10月15日から10月22日までの７泊８日で、山

武市に招待します。 

 招待する方々ですけれども、３名でございます。次の33ページ

をご覧ください。そちらに写真がございますが、エディディッシ

シーハさん、こちらは女性です。また、イリンダフェレーラさん、

こちらは男性です。それぞれ、陸上の選手と聞いており、スリラ

ンカ国内でチャンピオンだということです。その随行者としまし
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て、タルジャリマンシクマーリさんという方がまいります。３名

ともあまり英語が堪能ではないということで、こちらの方がいら

っしゃいます。 

 主な日程ですけれども、10月15日に歓迎セレモニーと書いてご

ざいます。15日に来日しまして、16日に山武市内の視察、17日に

学校体験。こちらは今回、成東中学校で受け入れていただくこと

になっております。18日に都内に向かいまして、スリランカ大使

館とスリランカ高校を訪問したいと思っております。当日は、建

設中の国立競技場についても外観から見たいと考えております。

19日につきましては、やはり山武市内の施設ということで、こち

らも日本文化やスポーツ体験等も考えております。20日土曜日は

ホストファミリーということで、19日の夜から21日の朝までホー

ムステイを行います。ホームステイ先につきましては、この夏に

スリランカを訪問しました小杉さんのお宅に２名がホームステ

イをする予定となっております。22日にお別れセレモニーという

ことで、こちらにつきましてもセレモニーを行うのかどうかは、

検討段階となっておりますが、この日に帰る予定となっておりま

す。 

 私からは以上になります。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 スリランカ青少年招へい事業について、ご質問等はありますで

しょうか。よろしいですか。 

                                      

○報告第７号 

教育長  報告第７号、第69回山武郡市民体育大会の成績について、報告

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  第69回山武郡市民体育大会の成績について、ご報告します。 

 資料34ページをお願いします。表の一番下に順位がございます

が、山武市は昨年度の４位から順位を３つ上げて１位となりまし

た。なお、２位の東金市との点数差は、わずか0.5点でございま

す。種目別としましては、山武市は５つの種目で１位、９つの種

目で２位、４つの種目で３位という状況でございました。なお、

山武市の総合優勝は７年ぶりでございます。 

 以上でございます。 
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教育長  ありがとうございます。 

 お聞きになりたいことはありますか。よろしいですか。 

                                      

○報告第８号 

教育長  報告第８号、行事の共催・後援について、報告をお願いします。

教育総務課長、お願いします。 

 

教育総務課長  報告第８号、行事の共催・後援については、資料35ページにな

ります。８月の行事の共催、後援につきましては、共催０件、後

援10件でございました。 

 それぞれの資料につきましては、36ページから59ページまでで

ございます。ご確認をお願いします。 

 

教育長  資料、ご覧いただけましたか。よろしいでしょうか。 

                                      

○報告第９号 

教育長  それでは、報告第９号、10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  では、初めに、教育総務課です。 

 18日木曜日の午後１時半から、教育委員会第10回定例会でござ

います。教育委員会会議室で行う予定でございます。よろしくお

願いします。また、22日から28日まで教育委員会委員のスリラン

カ国への視察研修が行われます。 

 以上です。 

 

学校教育課長  続いて、学校教育課から７点ございます。 

 ２日に東上総教育事務所の指導室訪問が山武南中であります。

４日、教育支援委員会です。９日、市小中学校校長会議。12日、

市小学校球技大会となっております。続けて、18日、教育委員学

校訪問が山武南中であります。29日月曜日、東上総教育事務所指

導室訪問、南郷小学校で予定されております。最後、31日水曜日、

市小中学校音楽ダンス発表会を計画しております。 

 以上でございます。 

 

学校再編推進室長 学校再編推進室です。 

 10月20日土曜日に、日向小学校・山武西小学校統合実施計画
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（案）の住民説明会を行います。午前の部は、11時から日向小学

校、午後の部は、14時から山武西小学校で行います。なお、ご都

合がつくようでございましたら、教育委員の皆様にもご参加をい

ただきたく、お願い申し上げます。 

 以上です。 

 

生涯学習課長  生涯学習課です。 

 まず、９月29日ですが、以前にもお知らせしました海外派遣研

修報告会がございます。こちらですけれども、当日、午前中は小

学校の運動会等、多々あると思いますが、お時間が許せば、ぜひ

委員の皆様にもご参加いただければと思います。その夜、ニュー

ジーランドの受け入れパーティーと、いろいろ、当日は大変だと

思いますが、よろしくお願いします。 

 続きまして、１日ですけれども、先ほど申し上げました海外研

修生の受け入れです。こちらは10月３日までとなります。続きま

して、10月12日金曜日に、成人式実行委員会をのぎくプラザの視

聴覚室で行います。15日月曜日、スリランカ青少年招へい事業、

先ほど申し上げましたとおり、15日から22日まで山武市へ滞在い

たします。 

 以上になります。 

 

スポーツ振興課長  スポーツ振興課です。 

 10月７日、日曜日、第12回山武市民体育祭を成東総合運動公園

で開催します。開会式は８時30分です。10月21日日曜日、成人体

力測定を山武市健康福祉まつりの会場で行います。 

 以上でございます。 

 

子育て支援課長  子育て支援課となります。 

 まず、10月６日に、なるとう、なんごう、しらはた、おおひら

こども園及びむつみのおか幼稚園で運動会がございます。また、

13日の土曜日、日向幼稚園の運動会がございます。ご多忙のとこ

ろ申しわけございませんが、各委員につきましてはご出席をよろ

しくお願いします。 

 続きまして、17日、23日、25日、30日に各園での保育等の参加

となります。 

 以上です。よろしくお願いします。 
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教育長  以上でよろしいですか。 

                                      

○その他 

教育長  その他、報告すべき事項はありますでしょうか。指導室長、お

願いします。 

 

指導室長  別添の教育委員会ダイアリーをご覧ください。 

 １番は、夏季休業中の主な会議、研修会等であります。３つ目、

小学校英語活動実践研修会ですが、今、小学校の先生が英語の指

導に大変苦慮しているということで、市が主催して、今年度、２

日間にわたって小学校の先生を対象に英語の実践研修会を行い

ました。 

 その下、市特別支援教育担当者・教頭合同夏期研修会を８月27

日に文科省の初等中等教育局視学官、また特別支援教育調査官の

青木隆一先生を招いて研修を行いました。全国の特別支援の状況、

また新しい学習指導要領において作成に携わった青木先生の話

を聞いて、大変、勉強になる講演の内容でありました。 

 下に行きまして、３の市内学校情報であります。これは、７月

10日から８月31日、およそ夏休み期間に受け取った情報でありま

すが、特に件数の多い、生徒への対応の５件につきましては、多

くは、夏休み中の熱中症による対応でありますが、４件ありまし

た。また、その他６件あるうちの４件が、虐待、ネグレクト等、

児童相談所からの問い合わせ、また家庭児童相談室等の問い合わ

せ対応が４件になっております。これは関係機関と連携しながら

改善したもの、また引き続き、相談、対応して支援していくもの

も含まれております。また、右側に、平常期間中の問い合わせと

いうことで、今年度、８月13日から17日まで、初めて学校閉庁期

間ということで、学校に日直等を置かないことをしました。この

間、教育委員会に問い合わせがあったものが２件、大きなものは、

児童が入院したという問い合わせが１件ありましたが、ほかに、

この平常期間中に大きな問題はありませんでした。 

 裏面に行きまして、写真の部分でありますが、英語力アップ講

座というのは、夏休み中に英検対策ということで市内の全中学校

で行われました。今、これが第１回目で、９月に第２回目、１月

に第３回目ということで、今年度は３回に分けて集中講座を実施

します。 

 中段は、中学生、高校生の交流会ということで、８月６日に、
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県の教育委員会が主催した、松尾高校を会場に、本市では、松尾

中学校の生徒が参加して行いました。ほかに、芝山中、光中、横

芝中の生徒が参加して、松尾高校生が中心となって、自分の住ん

でいる地域の活性化等を課題にした話し合い等を行って、大変有

意義になったのかと思っております。 

 一番下はプログラミング教育の出前講座ということで、ＧＡＡ

主体で行いました。これは、講師に鳴浜小学校の川口校長を招い

て、夏休み中に３回実施しました。この写真は８月３日に行われ

たのぎくプラザのシーンでありますが、小学生が大変生き生きと

して意欲を持って取り組んでいました。大変いいものだと思いま

した。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 他にはございますか。教育部長、お願いします。 

 

教育部長  私から、松尾公民館で行っています公営塾の開催場所の変更、

受け入れについてご報告をさせていただきたいと思います。 

 松尾にぎわい処の施設の利用が、昨年の平成28年９月30日で企

業組合が撤退して、空いている状況があって、その後の運営、活

用をずっと検討していたんですけれども、今の段階でまだ決まっ

ていない中で、公民館側から、今ふれあい館でやっているよりは、

空いている場所で公営塾をやらせてもらったほうが子ども達も

通いやすいし、管理する公民館側も、２カ所管理するのも結構大

変なのでということから、貸してくれないかという話になりまし

た。協議、検討していった中で、ふれあい館で10月に多目的ホー

ルの改修工事があるんですけれども、そのころに合わせて、公営

塾をにぎわい処の場所で使って実施していくという話し合いに

なっています。それに合わせて、学童クラブも、ふれあい館の公

営塾を行っていたところに今後は学童クラブが入り、豊岡小学校

の子ども達の学年が増えると子どもの参加人数が増えてくると

いうことで、２カ所で学童クラブを行っていく準備に入るという

ことでございます。そういった形の利用に変更するというご報告

でございます。 

 この件につきましては、市議会第３回定例会最終日の全員協議

会で、議員にご説明させていただいて進めていく流れになってい

ますので、ご報告させていただきます。 



－28－ 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 他にはございますか。よろしいですか。 

 では、他にないようですので、以上で教育委員会第９回定例会

を終了いたします。大変お疲れさまでした。 

                                      

◎閉  会  午後３時30分 

 

 



－29－ 

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。 

平成   年   月   日 

 

教育長 

 

委 員 

 

職氏名 
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