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平成30年山武市教育委員会第８回定例会会議録 

 

１．日 時  平成30年８月23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 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２

号））に同意することについて 

議案第２号 山武市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

 

協議事項 

協議第１号 要保護及び準要保護児童生徒の認定について 

協議第２号 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改正につい

て 

協議第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 

協議第４号 日向小学校・山武西小学校統合実施計画について 

 

報告事項 

報告第１号 平成30年度千葉県教育功労者表彰候補者の推薦について 

報告第２号 通学路合同点検について 

報告第３号 いじめ・体罰実態調査（１学期）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 山武市青少年スリランカ派遣団報告について 

報告第６号 第12回山武市民体育祭について 

報告第７号 第13回さんむロードレース大会について 

報告第８号 トップアスリートスポーツ教室について 

報告第９号 行事の共催・後援について 

報告第10号 ９月の行事予定について 

報告第11号 平成30年度山武郡市小学校体操競技大会結果について 
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出席委員  教育長      嘉瀬 尚男 

      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  教育長職務代理者 小野﨑 一男 

 

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 

松尾公民館長 越川 信 

歴史民俗資料館長 山口 直人 

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 

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25分 

教育長  ただいまから、平成30年教育委員会第８回定例会を開会いたし

ます。 

 なお、小野﨑委員からは、欠席の連絡をいただいておりますの

で、ご報告いたします。よろしくお願いいたします。 

 それでは、始めたいと思います。 

                                      

◎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、木島委員を

指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

木島委員  はい。 

                                      

◎日程第２ 会議録の承認 

教育長  日程第２、会議録の承認ですが、平成30年教育委員会第７回定

例会の会議録については、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  異議がないようですので、第７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、教育長報告を行います。資料の１ページ目をご覧く

ださい。７月20日から８月23日本日までの分になります。主立っ

たものを紹介させていただきます。 

 まず、７月22日ですが、青少年スリランカ派遣団の出発式がご

ざいました。小川教育部長を団長に、団員10名がスリランカに行

ってきました。これにつきましては、後ほど報告があると思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 その日ですが、イギリスの女子ソフトボールチームの事前キャ

ンプが行われる中で、成東総合運動公園の野球場をソフトボール

対応に変更するということで、会場設営がございました。郡の役

員の方々がお手伝いにお越しいただきましたので、ご挨拶をさせ

ていただきました。 

 ７月24日、平成30年度山武郡市小学校体操競技会が九十九里小

学校で開催されました。これにつきましても、後ほど報告がござ
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います。よろしくお願いいたします。 

 同日ですが、ブラジルサッカーチームの表敬訪問がございまし

た。市長とともに、チームの方々からもご挨拶がありました。 

 ７月25日、翌日ですが、ブラジルサッカーチームを加えて、国

際交流サッカー大会が開会されております。城西国際大学と成東

総合運動公園、２カ所を使って行われました。 

 その日ですが、職員採用面接、上級でＳＰＩの面接試験がござ

いました。 

 ７月26日、イギリスの女子ソフトボールチームが表敬訪問に訪

れました。これについても、後ほど報告があります。 

 同日、第30回山武合同教育講演会が東金文化会館で行われ、そ

れに参加しました。 

 ７月27日、教育長訪問とありますが、各小学校の校長、教頭方、

特に新しく異動された先生を対象に面談を行っています。これに

つきましては、７月30日、８月２日、３日、６日と行っておりま

す。 

 ７月29日、第21回山武西大木夏祭り2018が開催されています。

山武西小学校で開催されました。これには、イギリス女子ソフト

ボールチームの方々にも浴衣を着ていただいて、日本文化を知っ

ていただくような取り組みを行いました。 

 ７月30日、スリランカ派遣団が帰国し、帰国式を大会議室で行

いました。このときに、各団員から一言ずつ感想を述べていただ

きました。 

 イギリス女子ソフトボールチームの交流会も行われまして、こ

ちらは、浪川荘でバーベキューということで、関係者との交流会

を行いました。 

 その後ですが、ＳＮＥＣＣの歓迎会ということで、毎年お見え

になっていますが、お坊さんのチャンダシリ高僧とＳＮＥＣＣの

ダンサーの方がお見えになりました。 

 ７月31日、ＳＮＥＣＣ来庁。前日歓迎会を行ったメンバーが、

市に正式なご挨拶に見えたものでございます。 

 その後ですが、市長・副市長との教育懇談会、第５会議室で開

催し、これにつきましては、委員の皆様にもご出席をいただきま

した。 

 ８月１日、夏休み親子ふれあい工作教室の作品表彰選考会とい

うことで、これは社会福祉協議会で行われました。市長賞など賞

がいろいろありましたが、私からは教育長賞を選考させていただ
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きました。 

 学識経験者による教育委員会事務の点検・評価が、教育委員会

会議室で行われました。 

 ８月２日、３日については、先ほどご報告した教育長訪問です。 

 ８月５日は、山武市ソフトテニス大会。この日、成東総合運動

公園で開かれたのですが、191名の参加があり、今までで 高の人

数だったということでございます。ただ、当日、大変暑い日で、

数名欠席された方もいたようですので、実際には参加者が若干減

っております。 

 ８月７日が庁議、そして、第１回公の施設指定管理者選定委員

会が開催されました。松尾駅前駐車場指定管理についての選定委

員会でございます。 

 ８月８日に、ニュージーランドの事前研修会に参加させていた

だきました。 

 ８月９日、松尾小学校テント贈呈式ということですが、空港南

ロータリークラブからテント２張の寄附をいただきまして、その

贈呈式が行われました。 

 ８月10日、第15回山武地区スポーツ・レクリエーション大会、

東金アリーナで開催されました。これは、手をつなぐ親の会が主

催しております、障害者の方たちのスポーツ・レクリエーション

大会でございます。 

 同日、高齢者叙勲の伝達を行いました。伊藤孝氏、88歳を迎え

られた方でございます。瑞宝双光章を賜われて、その伝達を行い

ました。 

 ８月17日、幼稚園・こども園の園長・副園長会議に出席しまし

た。また、部内教育長面談とありますが、先ほどの教育長訪問は

学校の校長方でしたが、こちらは、教育部の職員と教育長との面

談を行いました。これにつきましても、20日、21日、22日と４日

間で面談を行ったものです。 

 ８月19日、第69回山武郡市民体育大会の開会式が東金アリーナ

で行われ、出席しました。これには教育部長も行きましたが、結

果報告として、山武市が今回優勝しました。１位になりましたの

で、ご報告したいと思います。前半、あまり成績がよくなかった

のですが、市長が激励に回り力づけをしていただきまして、その

成果と思っていますが、優勝することができました。 

 ８月20日、平成30年度第１回総合計画審議会が開催されて、出

席しました。 
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 ８月21日、学校統合実施計画地域別協議会、これは日向小学校

と山武西小学校の実施計画について、地域の方々への説明会でご

ざいます。あららぎ館で行いました。 

 ８月23日、本日ですが、午前中に庁議、そして、この第８回定

例会ということでございます。 

 また、先ほど報告がありましたが、夕刻、ニュージーランドに

行っている派遣団の帰国式を予定しておりますので、お時間のあ

る方はおいでいただきたいと思います。派遣団の皆さんから、参

加した感想が聞けるかと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 教育長報告は以上になります。何かご質問等ございますでしょ

うか。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  ありがとうございます。 

 それでは、議事に入りますが、その前に、事前に配付した議事

日程について、報告事項の追加をお願いしたいと思います。 

 報告第11号として、平成30年度山武郡市小学校体操競技大会結

果について、山武市教育委員会会議規則第８条の規定により、議

事日程に追加をしたいのですが、よろしいでしょうか。 

 

 （「異議なし」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２号））に同意することについ

ては議会提出前であり、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ため、また、

協議第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

一部改正について、協議第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、協議第４号、日向小学校・山武西小学校

学校統合実施計画について、報告第１号、平成30年度千葉県教育

功労者表彰候補者の推薦について、これらは、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、議案第１号、協議第１

号、協議第２号、協議第３号、協議第４号及び報告第１号につい

ては、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。 
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 （全員挙手） 

教育長  挙手全員です。よって議案第１号、協議第１号、協議第２号、

協議第３号、協議第４号及び報告第１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、議決事項に入ります。 

 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２号））に同意することについてを議題とします。

ここから秘密会といたします。それでは、提案理由を事務局から

お願いいたします。 

 

 ※ 各課等の長から、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２号 

教育長  議案第２号、山武市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱につ

いてを議題とします。ここで、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第14条第６項の規定により、自己に直接の利害関係のあ

る事案について、その議事に参与することができないというふう

になっております。よって、本議案につきましては、渡邊委員は

議事に加わることができませんので、一度ご退席をお願いいたし

ます。 

 それでは、再開いたします。提案理由を事務局からお願いしま

す。学校教育課、お願いします。 

 

指導室長  議案第２号、山武市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱につ

いてでございます。６ページをご覧ください。 

 提案理由でございますが、いじめ防止対策推進法の規定に基づ

き、山武市いじめ問題対策連絡協議会そのほかの組織を設置し、

各種団体から推薦のあった委員の任期は、平成31年末までとなっ

ております。 

 連絡協議委員として、８名の皆様に委嘱しておりましたが、教

育委員の髙柳善江氏の退任に伴い、新たに渡邊礼子委員にお願い
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するものでございます。 

 委嘱期間は、前任者の残任期間で、平成31年３月31日まででご

ざいます。 

 なお、７ページには、山武市いじめ問題対策連絡協議会委員及

びいじめ調査対策委員会委員の一覧を参考として示させていただ

きました。 

 以上でございます。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。 

 ただいま説明がありましたように、退任された髙柳委員の後任

の方を指名をするものです。何かご質問等ございますでしょうか。

よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  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。 

 

        （挙手全員） 

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。 

 それでは、ここで渡邊委員の入室を許可しますので、お願いし

ます。 

 それでは、再開します。 

                                      

◎日程第５ 協議事項 

○協議第１号 

教育長  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を議

題とします。ここからは秘密会となります。事務局からの説明を

お願いいたします。学校教育課、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 原案のとおり認定 

 

                                      

○協議第２号 

教育長  協議第２号、山武市立小学校及び中学校就学区域に関する規則
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の一部改正についてを議題とします。説明をお願いします。学校

教育課、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 

 

                                      

○協議第３号 

教育長  協議第３号、山武市部活動の在り方に関するガイドラインにつ

いてを議題といたします。説明をお願いいたします。学校教育課、

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 

 

                                      

○協議第４号 

教育長  協議第４号、日向小学校・山武西小学校学校統合実施計画につ

いてを議題とします。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。 

 

 ※学校再編推進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 

 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第１号 

教育長  続いて、日程第６、報告事項に入ります。 

 報告第１号、平成30年度千葉県教育功労者表彰候補者の推薦に

ついて、報告をお願いいたします。学校教育課長、お願いします。 

 

※学校教育課長から資料に基づき報告。 
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○報告第２号 

教育長      秘密会を解きます。 

  それでは、報告第２号、通学路合同点検について、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  それでは、報告第２号、通学路合同点検について、ご報告いた

します。冊子16ページのものと、別添で合同点検２日目というも

のをつけさせていただきました。あわせてご覧いただければと思

います。 

 16ページから、ご覧ください。８月２日木曜日に、関係者11名

による通学路の合同点検を実施いたしました。本年度の点検地区

については成東地区でしたが、要望が多い大平小学区、そして、

学校統合を来年度に控えております松尾小と豊岡小、山武中と山

武南中の通学路の変更に伴う問題箇所の点検もあわせて行いまし

た。 

 22ページをご覧ください。これは別添22ページになります。こ

ちらは、点検箇所と整備内容、対応策をまとめたものを記載して

ございます。色がついている黄色いところが市道です。また、県

道は青色になっております。 

 横断歩道の設置の要望につきましては、その地区等からの要望

書が必要となるため、横断歩道を設置してほしい場所と、要望書

の提出につきましては、学校と検討してまいりたいと考えており

ます。 終的には、警察署に提出するものでありますので、検討

を要するということになります。 

 また、23ページは、成東地区の地図を示してございます。22ペ

ージの一覧表ＮＯ.１とＮＯ.２、こちら、松尾地区大平小の点検

箇所を示してございます。23ページの地図には、そういったもの

が示されておるということでございます。 

 また、24ページですが、こちらは松尾地区の地図を示してござ

います。こちらは、22ページ一覧表のＮＯ.３から８までの松尾小

学校、豊岡小学校の点検箇所を示したものでございます。 

 続いて、25ページの地図になりますが、こちらは、山武地区の

地図となります。一覧表のＮＯ.９からＮＯ.16までの点検箇所を

示してございます。 

 また、16ページから、枝番がついております21ページの２まで

のものにつきましては、点検箇所をそれぞれ写真で撮って記載さ

せていただいております。あわせてご確認いただければと思いま
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す。 

 これらの点検を受けまして、今後の予定ですが、11月９日金曜

日14時からですが、今回の関係者による会議を行い、それぞれの

点検箇所がどのように改善されているのか、あるいはこれからど

ういう働きかけをしていかなくてはいけないのかといったものを

含めまして、進捗状況の確認を行う予定でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。資料がついておりますが、いかがです

か。よろしいですか。清水委員。 

 

清水委員  学校では、マスコミ等のプールの事故で、ブロック塀が非常に

危険だということで、市の教育委員会でも危険箇所を調べ直して

いると思いますが、通学路など、そういう危険と思われるブロッ

ク塀はないんですか。 

 

学校教育課長  実際問題、ございます。一般家庭のお宅で、若干問題があると

いうところにつきましては、２件ありました。こちらにつきまし

ては、点検したところでありますが、なかなか行政指導が難しい

ということもありますので、実際にここを子どもたちが通る場合、

反対側に歩道が設置されていますので、そちらを歩いて登下校を

するよう指導など、あと、やはり歩道がなくても、反対側に歩く

スペースがございますので、そちらを歩いて通るというような指

導は、学校を通してしているところであります。 

 また、通学路のブロック塀等につきましては、学校も含めまし

て、学校の先生方が、そちらのほうも点検しており、この休み前

から行っております。 

 

清水委員  ただ、通学路のブロック塀について、危険なものについては、

直してもらう必要があると思います。非常に危ないですね。どち

ら側にあるか、ブロック塀があるところは反対側を通りなさいと

いったときに、交通安全上問題があるとすれば、すごく問題だと

思います。もちろん民地で、なかなか強制的には難しいでしょう

けれども、非常に危険なものだとすれば、場合によっては、少し

補助金を出すとか、そういうことも考えて直してもらわないと、

児童の安全上、非常に困るんじゃないかと思います。 
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学校教育課長  そのお宅に関しては、お話はしてございます。１件につきまし

ては、そこのお宅もよくわかっているということもあり、後々直

すというようなことは、お話しいただいております。 

３方、囲まれており、その１面だけが通学路にかかっていると

ころです。 

 

清水委員  大きな塀で囲っているお宅は、お金持ちなど、そういう方が多

いと思います。その辺、やはり危険だと思いますので、十分注意

していただければと思います。 

 

教育長  あとよろしいでしょうか。 

                                      

○報告第３号 

教育長  では、続いて、報告第３号、いじめ・体罰実態調査（１学期）

の結果についてお願いします。学校教育課長、お願いします。 

 

学校教育課長  報告第３号、30年度の山武市小・中学校いじめ・体罰に関する

調査結果、１学期分について、ご説明いたします。26ページから

をご覧ください。 

 まず、１番、いじめの認知学校数ですが、小学校が13校中13校、

中学校につきましても、６校中６校、全ての学校がいじめを認知

してございます。小・中学校ともに認知件数が全校になっている

ことにつきましては、先生方が積極的にいじめを認知し、その解

決に向けてかかわり合いを持つというような基本方針が全てに定

着した、その結果であると思われます。 

 また、これだけいじめや人権について積極的な指導をしている

にもかかわらず、認知件数が増加しているのは、社会の変化によ

って、友人と適切な人間関係を築くことができない、そういった

児童生徒が増加していることも背景にあるのではないかと考えら

れます。 

 続いて、２の重大事態の発生件数につきましては、ございませ

んでした。 

 次に、３のいじめの件数についてですが、小学校は256件の報告

があり、そのうち186件をいじめと認知しました。また、中学校で

は27件の報告があり、その27件全てをいじめと認知をしておりま

す。 

 報告件数と認知件数の違いですが、アンケート等の結果から聞
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き取りを行い、いじめというものではなく、けんかであると判断

したためでございます。 

 次に、４のいじめの現在の状況です。解消したもの、あるいは

一定の解消が図られたものを合わせると、小学校で90％、中学校

でも90％が１学期中にほぼ解消したというふうに考えられます。

また、解消に向けて現在取り組んでいる件数につきましては、小

学校が18件、中学校が３件となります。特に女子同士のトラブル

には時間がかかる傾向にありますが、それぞれ担任教師がかかわ

り、解消に向けて今現在取り組んでいる状況でございます。 

 次に、５のいじめの認知件数の学年別、男女別の人数です。男

女関係なく、どの学年でもいじめは見られますが、中でも中学校

では、１年生が比較的多いように見られます。入学してから新た

に人間関係をつくること、あるいは、中学校の環境になかなか適

応できない、そういったことが少なからず影響しているのではな

いかと考えております。 

 続いて、６のいじめの認知のきっかけにつきましては、小・中

ともにアンケートからの認知が多く見られます。また、本人から

の相談、あるいは担任等が発見するといったことも小学校では多

く、今後は養護教諭、あるいは心の教室相談員、スクールカウン

セラー等の情報提供が増えてくると思っております。学校によっ

ては、スクールカウンセラーによる学年全生徒との面談を行って

いる学校もありますので、活用を広めていきたいと考えます。 

 山武市内の小・中学校は、定期的に教育相談週間を設け、アン

ケートを行ったり、児童生徒の面談をし、また、アンケートにつ

きましても、毎月実施するなど回数を増やしたり、無記名で行う

など、きめ細やかに対応してくれております。 

 次に、７のいじめの態様についてですが、ここも数値の報告、

認知数は必ずしも一致してございませんが、その多くが、冷やか

しやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われた、そういっ

たものでございます。仲間はずれや無視もまだ多く行われている

いじめの態様になっております。 

 今回の調査では、ＳＮＳ、ソーシャルネットワークサービスで

のいじめにつきましてはあまり報告がありませんが、こちらのほ

うもあるものだと考え、対処、指導していく必要があると考えて

おります。 

 続いて、８のいじめられた児童生徒への対応についてですが、

多くが、担任や他の教職員が状況を聞き、継続的にケアを行って
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おります。また、養護教諭やスクールカウンセラー、心の教室相

談員も聞き取りをし、実態の把握に努めております。同時に、い

じめをしている側に対しての指導も継続的に行い、早期解決に向

けて取り組んでいるところでございます。重大事態になる前に、

早期発見、早期対応を原則に取り組むことが重要であると考えて

おります。 

 続いて、27ページになります。９の学校におけるいじめの問題

に対する日常の取り組みについてですが、小・中学校全ての学校

が指導しているということになります。 

 次に、12の体罰につきましては、今回、ございませんでした。 

 また、28ページから30ページにつきましては、それぞれの項目

ごとの考察を記載してございます。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。ただいまの説明について、ご質問等あ

りますでしょうか。 

 

今関委員  いじめが不登校と関係しているというのは何件あるなど、そう

いうデータはありますか。 

 

学校教育課長  県から示されているいじめの方針につきまして、第２号に、不

登校といじめの関連性というのがあります。それから見ると、今

現在、調査内容につきましては、そこに該当するものはございま

せん。 

 

今関委員  わかりました。ありがとうございます。 

 

清水委員  いじめの件数は増える傾向にあるんですか。それとも減る傾向

にあるんですか。 

 

学校教育課長  件数については、数字だけで見ますと、増えております。理由

として、いじめについては、どんなに細かいこともいじめと認知

するというように、各学校で認識しております。 

 

清水委員  それは全国的な傾向ということでいいですか。 

 

学校教育課長  そういうことです。 
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教育長  あとはよろしいでしょうか。何かございませんか。 

 いじめ対策としてＳＴＯＰitを導入していますが、登録数はど

れぐらいになりましたか。 

 

学校教育課長  登録数については、現状、まだ少ない状況ではあります。 

 

教育長  何件ありますか。 

 

学校教育課長  ７月２日現在の数値ですが、山武市での登録数は41件、中学生

の総数が1,169人なので、パーセンテージでいいますと、3.5％と

なります。 

 ちなみに、柏市では４％、野田市４％、この両市はそれを目標

に設定しているという情報がございました。 

 ただ、このＳＴＯＰitをダウンロードする際に、フィルタリン

グサービス、要はフィルターをかけているとダウンロードができ

ないというようなこともありますので、そのあたりもまた情報を

中学校に流しまして、より活用が進められるようにと考えており

ます。 

 

教育長  これについては、きちんと対策をとっている事なので、どうい

う状況なのかを常に把握しておいてください。 

 

学校教育課長  わかりました。 

 

教育長  ほかはいかがでしょう。 

 説明の中で、いじめについて、約90％解消しているという説明

がありましたが、いじめに関して言うと、残りの10％がとても問

題なことなので、まだ１割解消できていない子ども達がいるとい

うのを意識してもらいたい。９割は解消しているというのは、大

方大丈夫だと聞こえてしまう。でも、いじめに関してはそうでは

ない。そこについて十分気をつけてください。 

 ましてこれから２学期が始まるに当たって、新学期当初に自殺

が一番多い時期を迎えるということがあるので、その点について

も十分注意し、各学校に連絡をしてください。いじめについての

配慮や管理をしっかりするようにお願いします。 
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学校教育課長  わかりました。 

 

教育長  ほか、よろしいでしょうか。 

 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、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 資料は31ページになります。まず、松尾小学校・豊岡小学校の

統合準備委員会の会議の開催状況でございます。 

 下段をご覧いただけますでしょうか。校章及びトレーニングウ

エア・体操服の投票を行いました。各小学校に７月９日から見本、

また、サンプルを展示いたしまして、児童による投票を行いまし

た。投票は、１学期の面談時に票を投じていただいたものでござ

います。投票の集計については、学校再編推進室事務局で行いま

した。票数の結果は、今、出てございます。なお、この結果につ

きましては、学校統合準備委員会全体会の承認をもちまして、正

式決定となります。 

 本日、封筒の中に、全体会の開催通知をご案内させていただき

ました。９月14日金曜日18時半より、松尾ふれあい館で全体会議

を行うものでございます。ご都合がつきましたら、ご参加くださ

いますよう、よろしくお願いいたします。 

 続いて、32ページでございます。山武中学校と山武南中学校の

学校統合準備委員会の会議開催状況です。 

 一番下段、２段ですが、色つきの部分をお願いいたします。７

月12日、19日に、ＰＴＡ・通学部会を開催いたしまして、制服、

トレーニングウエア等について協議を行いました。こちらについ

ても、制服、トレーニングウエア、体操服、デザインと素材の決

定を見たところでございます。こちらにつきましては、８月30日

までに、菅公学生服株式会社にサンプルをつくっていただきまし

て、 終的な確認を行うところでございます。 

 なお、制服のデザインの中にワッペンがございます。こちらは、

場合によっては、ワッペンに校章をあらわすことができるデザイ

ンがもし採用されたのであれば、せっかくですから、ワッペンを

校章にするということも考えてございます。こちらにつきまして

は、２学期早々にアンケートをとって、決定を見たいと考えてご
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ざいます。ただ、デザインによっては、ワッペンに記すことがで

きないデザインが採用されることもありますので、その際にはま

た別のワッペンを検討することとなります。 

 内容については以上になります。お願いいたします。 

 

教育長  ありがとうございます。統合準備委員会の進捗状況について、

報告がございました。いかがでしょう。何かお聞きになりたいこ

とはありますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、次に移ります。 

                                      

○報告第５号 

教育長  報告第５号、山武市青少年スリランカ派遣団報告について、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  本日、会議冒頭でも教育長からお話がありましたが、７月22日

から７月30日まで、教育部長を団長に、中学生２名、高校生８名、

計10名の子どもたちが、スリランカへ派遣されました。皆さん無

事に帰ってまいり、30日には帰国式でそれぞれの感想をお聞きし

ました。渡邊教育委員には、当日ご出席いただき、ありがとうご

ざいました。 

 詳細につきましては、団長の教育部長からご報告させていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

教育長  教育部長、お願いします。 

 

教育部長  それでは、報告させていただきます。33ページの資料をご覧い

ただきたいと思います。派遣期間と参加者数は以上のとおりで、

行程表につきましては、33ページの行程のとおり行ってまいりま

した。予定どおりの行程となってございます。 

 そのうちの７月26日木曜日、ミンネリア国立公園見学というこ

とで、象のサファリ見学がありました。現地で確認したところ、

この地域、ミンネリア国立公園の中に象がいないという話になり

まして、近くに同じような公園があり、コースを変えそちらに行

き見学をしました。そちらには象がたくさんいるということで、

突然の行程変更を行って、象の見学をしたということが１点。 

 あと、ポーヤ・デーという、こっちで言うお盆みたいな時期が

毎月１回あるということで、それは皆さんお寺に行ってお参りす
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る日ということです。いろいろな公共施設が全て休みになります。

お店とかも休みになるケースが多くそういう中で、今回、行程で

組んでいた中で、ジャヤワルダナ大統領の記念館に行く予定だっ

た日が、こちらで確認したときは開館日だったんですけれども、

ちょうど３連休の中に入っていて、休館となっており、行けない

ことがわかりまして、その日、28日の日、変更しまして、市内見

学に変えたということがありました。それ以外は、記載のとおり

の行程となってございます。 

 35ページ目から、今回、私どもが訪問したところの写真等が並

んでいます。時系列で並んでおりますので、この写真に沿いまし

て、訪問先について説明をさせていただきます。 

 今回、４回目の青少年派遣事業になりまして、訪問先との関係

性が確実に深まっているということが実感できた訪問となって

おります。訪問先におきましては、事前研修で、挨拶の担当、質

問する担当をあらかじめ決め、その役割分担に従いまして、団員

から挨拶、質問を行いました。場所によっては、英語での質問と

いうところになってございました。 

 まず、１番目の写真からご覧いただきたいと思います。35ペー

ジ目の上、在スリランカ日本国大使館の訪問時の写真でございま

す。大使とお会いできませんでしたが、八木参事官からは、現在、

中国の支援が増えて、相対的に日本の支援の印象が薄くなりつつ

ある現状や、日本の支援の特徴、現地の人が必要とするものを考

えて、現地の人が自立していけるための支援を行うというものの

支援のスタンスを、中国との違いとあわせて説明をいただきまし

た。 

 あと、スリランカ人が日本を好きな理由であったりとか、 近

の日本の若者の傾向、どうしても内向きで外に出たがらない人間

が多いというようなご意見を頂きました。また、何よりも国際交

流の基本は、信頼関係の構築だというお話もされました。 

 田中書記官からは、戦後、日本の繁栄にジャヤワルダナ大統領

の発言が大きく影響している、そのことについてよく覚えてもら

いたい、スリランカの人はみんなそのことをよく知っていて、そ

の上で日本の人たちに好意を持って、つき合ってくれているとい

うようなことをよくご理解いただきたい、そういうお話をいただ

きました。 

 ２段目の写真は、ＪＩＣＡのスリランカ事務所の訪問時の写真

です。ＪＩＣＡ事務所では、中本副所長から、ＪＩＣＡのさまざ



－19－ 

まな技術支援の取り組みについてお話をいただきました。 

 また、現地で数学を教えている原田隊員から、ご自分の活動内

容の説明をしていただきました。 

 上から３段目、スポーツ省での表敬訪問の写真でございます。

スポーツ省では、クリケットの南アフリカとスリランカの国際試

合がちょうどその日開催されており、時間もちょうど試合中だっ

たということもありまして、本来、スポーツ省内でこの段階の訪

問を予定させていただいたのですが、時間がずれたということで、

クリケット競技場に来てもらいたいと言われ、急遽行くことにな

りまして、競技場内のプレジデントボックスにご案内していただ

きました。到着した時点では試合が終わっていましたけれども、

まだ試合終了後のインタビューなどがフィールド内で行われて

いた関係で、しばらく面会の時間までプレジデントボックスの中

で待たせていただいたということで、お茶も飲ませていただいた

り、お菓子もごちそうになったりということで、子ども達も大変

喜んでいたと。貴重な体験をさせていただき、日本で味わうこと

のできない、国際社会でのそういった良い部分に触れる大変貴重

な体験をすることができました。 

 スリランカチームは、そのとき勝利し、皆さんご機嫌がよろし

くて、非常に喜んでいたところでございます。 

 スポーツ大臣からは、スポーツの好きな青少年を育成するため

の取り組みをしている、オリンピックに向け選手の強化に努めて

いますと、日本は同じ仏教国で、昔から強いつながりがあるなど

というお話をしていただきました。場所や予定時間も違ってしま

ったので、当初、子どもたちが予定していた質問がなかなかでき

ませんでしたが、大臣からのお話も伺えたという事でございます。 

 教育省におきましては、下の写真になりますけれども、スリラ

ンカの教育制度についての説明を受けました。教育に関すること

は一切無償とのことです。今後の取り組みとして、給食の無償化

であったり、職業訓練のためのカリキュラムを立ち上げたいとい

うようなことを検討しているというお話をいただきました。それ

は、どうしてもスリランカ、統一試験で振り分けをしていくよう

な、成績順で振り分けるような今の制度の中で、どうしても勉強

のできない子の行き先がなかったり、成績はある程度良かったと

しても、今度、地方で働く子がいなくなってしまう。地方に帰っ

たときに仕事がないとか、そういった課題が出てきているので、

地方で働くための職業訓練を教えるためのカリキュラムという
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ものも考えるというようなお話をいただきました。 

 教育大臣からは、教育は非常に大事、子どもたちは宝物という

お話もいただきました。教育にお金をかけることは重要なことで、

これから高校生にパソコンを配布し、そのパソコンからどこでも

勉強できる取り組みというものを考えているというようなお話

をいただきました。 

 時間がうまく合わず、大臣もよくお話をされるので、こちらか

らの質問を受けるよりも、まず先に自分でどんどんお話しされま

したので、子どもが質問する機会がなかったというところもあり

ました。 

 また、教育省では、10月に招聘事業で、山武市に来ていただい

た学生２名と保護者１名と面会することができました。 

 教育大臣からは、今年の３月に山武市に大臣がいらっしゃって

いたということから、その際、当時の椎名市長から大変お世話に

なったということで、みんな夕食に誘っていただいて、大変貴重

な接待をいただいたというところでございます。 

 写真、次のページ、36ページになります。学校訪問の写真、一

番上です。マゲダラセカンダリースクールでの交流事業の写真に

なります。左側が、折り紙を教えているところです。その隣が、

ヤシの葉の細工を教えてもらっているところの写真になります。 

 ２段目の写真は、そのときの午後に、海外青年協力隊で活躍し

ている高野さんという方が、現地の子どもたちに野球を教えてい

るところで、野球指導の見学に行った写真となります。 

 学校訪問の際には、高野さんともう一人の隊員が通訳などでご

協力していただきました。 

 先ほどお話ししました、昼食の後、高野隊員が指導するチーム、

12歳以下のチームになりますが、野球の交流戦をしていただきま

した。こちらはあまり野球、全く野球の経験がない団員が行って

いますが、10人交代で全員打席に立たせてもらい、相手が、こっ

ちも形だけ守備について、向こうは３人ぐらい攻撃側で行っても

らったということで、そのような野球での交流をしてもらいまし

た。その場において、市校長会で声かけさせていただいて用意し

ていただいた野球用品とボールを贈呈したため、大変喜んでいた

だきました。 

 ５月の先遣隊で学校訪問、マゲダラセカンダリースクールにも

伺って、打ち合わせしましたが、そのときに、校長の様子から見

て、試験期間中だから時間がとれないなど、すごく難色を示して
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いた感じを受けましたが、今回行ってみますと、訪問をすごく喜

んでいただいて、十分な準備の上、歓迎をしていただき、別れ際

には、また来てくださいというようなことも言っていただき大変

良い交流ができたと思っています。 

 36ページ一番下が、２校目のシーギリヤの学校訪問の写真にな

ります。その間に、毎年行っていますＮｏｒｉｔａｋｅの工場見

学での絵つけ体験の写真もここに入っています。ここでも喜んで

いただきましたが、シーギリヤの学校の説明をさせていただきま

す。ここでも、マゲダラのセカンダリースクールと同じように、

熱い歓迎をしていただきました。当日、教育省の担当者と、地域

の教育事務所長も参加していただいて、朝礼から見学をさせてい

ただきました。朝礼の後、記念撮影をさせていただきました。 

 朝礼ですが、国旗掲揚、国歌斉唱、その後、現地の学校だと、

宗教講話のような、宗教のお話をするというようなことをしてい

ました。講話の後、校歌斉唱がありました。その後、私と代表の

団員からご挨拶をさせていただきまして、それに続きまして、ソ

ーラン節をそこで披露させていただきました。 

 本来、1,000人程度在籍している学校ですが、テスト期間が終

了したということから、７割程度の生徒は休みだということで、

300人程度の生徒がいたという状況の中で学校訪問をさせていた

だきました。 

 団員たちは、同校の小学校のクラスに参加して、算数の授業で、

掛け算を教えている授業に一緒に参加させていただきました。英

語で進行してもらうところに参加したということで、現地の子ど

もと班分けの中に一緒に入りまして、班ごとで一緒に発表させて

いただきました。 

 私どもからのプログラムとして、日本文化の紹介、折り紙と、

シンハラ語で「かえるのうた」を歌うというようなことを披露さ

せていただきました。実際、「かえるのうた」は、向こうの子と

一緒に歌うということをしていました。ここでも、来年もまた来

てくれというようなことで、喜んでいただきました。 

 次のページ、37ページ目の写真の下から２段目、デイタイムホ

ームステイの写真になります。コロンボ市街のスリランカの家庭

で、家族と一緒にお菓子をつくり、民族衣装のサリー、サロンの

着つけ体験といった、着る体験をさせていただいた後に、夕食を

一緒に食べました。スリランカでは富裕層に当たる家庭ではあり

ますけれども、スリランカ人の家族の生活を体験することができ
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ました。 

 後、37ページの下の段になります。これはスリランカ日本教

育文化センター、ＳＮＥＣＣでの交流会の写真になります。この

日は日曜日で、日曜集会の参加者もおり、大勢の人が集まってい

る中での歓迎セレモニーをしていただきました。私と団員の代表

者の挨拶の後、ここでもソーラン節を披露しました。ＳＮＥＣＣ

側は、歌、ドラムパフォーマンスなどを披露していただきました。 

 その後、教室に移動し、同世代の日本語を学んでいる学生と一

緒に、日本語の授業に参加しました。こちらでは、年齢も近く、

日本語と英語がわかるので、前の２校の学校よりもはるかにコミ

ュニケーションがとれて、一緒に写真を撮り合ったり、連絡先の

交換をしたり、非常に楽しいひとときを過ごすことができました。 

 このＳＮＥＣＣの訪問で全日程が終了し、全員で帰国の途につ

くことができました。帰国式におきまして、団員たちから、自分

がいかに恵まれているのかということに気がついた、積極的に物

事に取り組めるようになった、自分の視野の狭さ、無知などがわ

かった、外国にもっと興味が湧いた、英語の大切さがわかったと

いったような感想が出ておりました。本来のこの事業の目的であ

ります文化理解力及びコミュニケーション能力の育成、国際社会

における日本の役割への認識を深めるという事業目標につきま

しては、今回、十分達成されたと判断をしています。 

 なお、団員たちにつきましては、事後研修として、今回の派遣

研修のレポートをまとめ、９月29日に開催される海外派遣事業報

告会において発表することとなっております。 

 私からの報告は以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございました。大変詳しく説明をしていただきまし

たが、皆さんよろしいでしょうか。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。清水委員。 

 

清水委員  いろいろおいしいものを食べたと思いますが、何が一番おいし

かったですか。 

 

教育部長  おいしいというと、そうですね。辛いものが好きな人は、辛い

ものが、カレーが多分一番多いので、どこに行ってもカレーが食

べられる。 

 日本の古い風習みたいなもので、どこかのうちに行くと、必ず
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お茶を出していただいて、お茶菓子などがたくさんあって、是非

食べてという、昔の農家のおばあちゃんとかが勧めてくれるよう

な風習が残っていて、学校に行くとか、どこかに訪問するといっ

たときでも、必ず紅茶を入れていただいて、シーギリヤの学校で

あったり、マゲダラの学校もそうなんですけれども、学校でもそ

ういうふうにお菓子などを出してくれて、手づくりのようなお菓

子も出て、そういうところが結構素朴でおいしいなというふうに

感じました。 

 

清水委員  もう一点、「かえるのうた」を大分歌われたようですが、向こう

のほうはカエルか何かいて、やはり鳴くんですか。 

 

教育部長  カエルというのは、「ゲンバ」という名前で言っていました。多

分、向こうの人も、カエルが鳴くというのはわかるんです。だか

ら、「かえるのうたが聞こえてくるよ」というようなのを、そのま

まシンハラ語で訳して、そのまま歌ったんですが、何となくわか

る。折り紙で、カエルってはねる。ああいうのも一緒にやりまし

たが、カエルがぴょんぴょんはねる折り紙も受けが良く、わかっ

てもらえました。 

 

教育長  よろしいですか。 

                                      

○報告第６号 

教育長  では、続いて報告第６号、第12回山武市民体育祭について、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 報告第６号、第12回山武市民体育祭について説明します。資料

は38ページをお願いします。 

 こちらが開催要項でございますが、本年度につきましては、開

催期日は30年10月７日日曜日、会場は昨年と同じ成東総合運動公

園の陸上競技場、競技方法は、例年のとおり、小学校区13支部の

対抗戦、その他の点については、特に例年と大きな変更はござい

ません。 

 資料の40ページをお願いします。こちらが市民体育祭のプログ

ラムになりますが、昨年との変更点としましては、今年度は18歳

以上の女子100ｍ競争を廃止しました。また、小学生による綱引き

を新規に実施することとしました。その他の点については、特に
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大きな変更はございません。 

 報告は以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。市民体育祭について何か伺いたいこと

はございますか。 

 

木島委員  確認ですが、豊岡小学校が今度松尾小学校に統合ということで

考えていらっしゃると思いますが、豊岡地区の取り扱いは、今ま

でどおり豊岡地区、小学校がなくなってしまいますが、この体育

祭には豊岡地区として参加されるという形、多分、地域の住民も

それを望んでいると思います。その辺の取り扱いをどういうふう

にしていくかというのは考えていらっしゃいますか。 

 

スポーツ振興課長 その点については、今、具体的には決まっておりませんが、多

くの皆さんの意見を聞きながら、進めていきたいと思います。 

 

木島委員  競技方法というところも、13支部が小学校区、こういったとこ

ろも文言を変えるということも把握しておいていただき、対応し

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

教育長  ほかよろしいですか。 

                                      

○報告第７号 

教育長  では報告第７号、第13回さんむロードレース大会について、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 資料の41ページをお願いします。報告第７号、第13回さんむロ

ードレース大会につきましては、本年度は11月25日日曜日に開催

します。 

 資料については、申込者数をまとめたものでございます。表の

一番下が合計欄になっておりますが、８月８日の時点ですが、申

込者数は229名、前年度との比較でもかなり少ない数字となってお

ります。なお、昨日の段階では452人ということで、やはりまだあ

まり伸びていない状況でございます。 

 参加申し込みについては、９月21日金曜日までの受け付けとな

っておりますので、これから校長会などを通しまして、市内小・

中学生の参加を呼びかけていきたいと思っております。 
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 報告は以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。ロードレース大会についてはいかがで

しょうか。少し参加申し込みが減っているようですが、これから

の動向に期待したいと思います。よろしいですか。 

 

清水委員  オリンピックが２年後ですから、スポーツを盛り上げて、たく

さんの人が参加してもらえるような大会になったほうがいいです

ね。 

 

木島委員  今年、郵便での申込みがゼロになっていますが、何か影響があ

りましたか。 

 

スポーツ振興課長 ８月８日の段階では、郵便については、入っておりませんが、

先ほど言いました452人には郵便振替も含まれてございます。 

 

木島委員  今現在では、加算されてきているということですね。 

 

スポーツ振興課長 はい。 

 

教育長  よろしいですか。 

                                      

○報告第８号 

教育長  では報告第８号、トップアスリートスポーツ教室について、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42ページをお願いします。報告第８号、トップアスリート

スポーツ教室について報告します。 

 トップアスリート教室「国際交流サッカーフェスタ」につきま

しては、７月25日から27日の３日間、城西国際大学の高円宮殿下

記念スポーツパークと、成東総合運動公園を会場に、山武市選抜

チーム、ブラジルのクラブチーム、また、日本国内の８チーム、

合計10チームによるリーグ戦が行われました。 

 山武市選抜チームについては、過去２回の大会では 下位でご

ざいましたが、本年度は順位が１つ上がり、実力の向上が見られ

ました。 

 また、サッカー教室につきましては、台風の影響を考慮して、
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中止としました。 

 資料44ページから47ページには、事業の活動写真と大会結果を

添付してありますので、ご覧ください。 

 続いて、48ページをお願いします。トップアスリートスポーツ

教室のソフトボールでございます。この事業では、第16回ＷＢＳ

Ｃ世界女子ソフトボール選手権大会に出場するイギリス代表チー

ムの事前キャンプを誘致して、市内の中学生を対象としたソフト

ボール教室を開催したところ、成東東中学校から５人、松尾中学

校から８人、合計13人の参加があり、ソフトボール教室終了後に

交流会をあわせて開催しました。 

 また、山武西大木夏祭りへの参加など、市民との交流を図りま

した。 

 なお、成東総合運動公園野球場で練習試合が行われた４日間で、

およそ200人の方が見学に来られました。 

 報告は以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。トップアスリートスポーツ教室につい

ては、ブラジルのサッカーチームとイギリスのソフトボールチー

ムということですが、何かご質問よろしいでしょうか。木島委員、

お願いします。 

 

木島委員  トップアスリートということで、サッカーですが、ブラジルの

チームは、８位ですね。これは、ブラジルのこのチームの選考基

準は特にないんですか。例えば、ブラジルの推薦があるから、山

武市としては、そのチームを受け入れているというような形でし

ょうか。せっかくですから、ブラジルのチームは当然優勝しても

らって、やっぱり本場は違うというように、そうすると、ほかの

奈良とか兵庫から来るチームも多くなると思います。ブラジルの

チームとぜひ試合をしたいといったように。こういう状況だと、

国内からも、ブラジルのチームが弱いとなってしまうと、全国か

ら集めにくいという弊害が出てきてしまうのではないかという心

配があります。 

 

スポーツ振興課長 ブラジルのチームにつきましては、委託しているところから呼

んで来られるチームということで、ある程度レベルが決まってし

まうと思います。ただ、ブラジルのチームは今回成績があまりよ

くはなかったですが、国内では、かなり高いレベルのチームに参
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加してもらっていますので、国内の強いチームが来てもらえてい

るので、今後もそういったチームに集まっていただけるかと思い

ます。 

 

木島委員  日本の低年齢層は、世界的にレベルが高いんですよね。 

 

スポーツ振興課長 はい。 

 

教育長  ほかよろしいですか。 

                                      

○報告第９号 

教育長  それでは、報告第９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  資料の49ページになります。７月の共催・後援につきましては、

共催が３件です。資料につきましては、50ページから58ページま

でです。ご覧になっていただきたいと思います。 

 

教育長  よろしいでしょうか。 

                                      

○報告第10号 

教育長  では、報告第10号、９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  初めに、教育総務課です。20日木曜日午後１時半から、定例の

教育委員会を予定していますので、お願いします。 

 

学校教育課長  続きまして、学校教育課です。11点あります。 

 ３日月曜日、支援員・心の教室相談員の合同研修会を実施いた

します。 

 ４日火曜日、校長会議。 

 ５日水曜日、いじめ問題対策連絡協議会。 

 ８日土曜日、中学校の体育祭。 

 12日水曜日、教育事務所の所長訪問でございます。 

 13日、教育事務所の指導室訪問となります。 

 14日金曜日は、教育事務所の今度は所長訪問となります。 

 15日土曜日、小学校の運動会。 
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 20日、教育委員さん方の学校訪問、今回は日向小学校を訪問い

たします。 

 27日木曜日、東上総教育事務所所長訪問となります。 

 29日土曜日、小学校の運動会、また、こども園の運動会となり

ます。 

 ２学期の運動会、体育祭につきましては、机上配付させていた

だきました一覧表、前回の教育委員会第７回定例会で決めていた

だいたものを机上配付させていただきましたので、ご覧ください。

ご確認をよろしくお願いします。 

 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。14日金曜日、松尾の統合準備委

員会の開催についてご案内申し上げたところでございます。 

 また、20日木曜日でございますが、山武の中学校の全体会議の

開催に向けて、日程について調整中でございます。また確定次第、

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。13日木曜日、生涯学習課と歴史民俗資料館合

同で、社会教育委員・文化財審議委員合同研修会を行います。視

察先は、館山・南房総市方面を予定しております。 

 続きまして、29日、２点ございます。まず、１点目は、本日机

上配付してございますが、海外派遣研修報告会でございます。当

日は、今回行きましたスリランカ派遣団と、今日帰ってまいりま

す少年海外派遣団の研修報告とあわせまして、青年海外協力隊の

隊員活動報告もあわせて行いながら、世界に対しても目を向ける

という取り組みで始めたものです。今回、特に青年海外協力隊で

すけれども、山武中学校を卒業した方が、パラグアイから９月の

直前、27日ぐらいに戻ってくる予定です。その方のお話、あとは、

この方も千葉県内にお住まいですけれども、川口さん、セントル

シアという中南米、カリブ海の島です。そちらのほうに派遣され

ている方、この方も６月に帰ってきたばかりですが、報告等を聞

ける機会ですので、教育委員の皆様にもぜひご参加いただければ

と思います。 

 続きまして、同日、ニュージーランドパクランガ中学校ホーム

ステイ対面式、こちらが17時から、先ほどの海外研修報告会が終

わった後、同じく大会議室で行います。今年度は、２年に１度の
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ニュージーランドからの受け入れを行う年となっております。男

性５名、女性７名の計12名の中学生が山武市に訪問予定です。９

月29日から10月３日までホームステイで山武市に滞在し、各学校

へ伺う予定となっております。 

 以上になります。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。９月１日、蓮沼出張所の引っ越しに伴い

まして、蓮沼スポーツプラザの多目的ホールの使用を９月１日か

ら再開します。 

 ９月29日土曜日ですが、歩け歩け大会を、今年は佐倉市内で約

10キロのコースで予定しております。 

 以上でございます。 

 

教育総務課長  ほか、歴史民俗資料館と文化会館が記載されています。記載の

とおりでございます。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。 

                                      

○報告第11号 

教育長  続いて、報告第11号、平成30年度山武郡市小学校体操競技大会

の結果について、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  追加報告となります。報告第11号、平成30年度山武郡市小学校

体操競技大会の大会結果についてご報告いたします。資料、別添

になりますが、２枚つづりの資料をご覧ください。60ページから

となります。 

 ７月24日に、九十九里町立九十九里小学校を会場に、この大会

が開催されました。 

 62ページには、男女の団体総合の結果が記載されております。

団体としましては、郡市内40校あるわけですが、その中の18校が

参加しております。山武市内からは４校が出場し、男女総合で成

東小学校が７位に入賞しております。 

 ページ、戻りますが、60ページには個人のそれぞれの結果、61

ページは男女別の団体の結果が記載されております。 

 総じて見ますと、大網白里地区の学校が非常に強いというのが
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わかります。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。そのほかに報告すべき事項はあります

でしょうか。 

         ないようですので、以上で、教育委員会第８回定例会を終了と

いたします。お疲れさまでした。ありがとうございました。 

                                      

◎閉  会  午後４時00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。 

平成   年   月   日 

 

教育長 

 

委 員 

 

職氏名 
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