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平成 30年山武市教育委員会第５回定例会会議録 

 

１．日 時  平成 30年５月 24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

１号））に同意することについて 

 議案第２号 学校薬剤師の委嘱について 

 議案第３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 

 議案第４号 山武市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

 議案第５号 山武市図書館協議会委員の任命について 

 議案第６号 平成 30年度教科用図書山武採択地区協議会規約の承認について 

 議案第７号 平成 30年度教科用図書山武採択地区協議会委員の選出について 

 議案第８号 職員の懲戒処分について 

 

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 農村環境改善センター（松尾ふれあい館）多目的ホール改修工事請 

       負契約の締結について 

 

報告事項 

 報告第１号 教育委員会に再議決を求める署名及び蓮沼中学校・小学校統廃合計 

       画に関する陳情書について 

 報告第２号 山武市学校評議員の委嘱について 

 報告第３号 市内幼・小・中・こども園運動会・体育祭への出席について 

 報告第４号 山武市小学校陸上競技大会結果について 

 報告第５号 夏季休業中の学校閉庁日について 

 報告第６号 平成 29年度学校評議員事業報告について 

 報告第７号 教育委員の園・学校訪問について 

 報告第８号 山武市小中学校統合準備委員会委員の委嘱について（松尾小学校・ 

       豊岡小学校） 

 報告第９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 10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 11号 平成 30年度山武市青少年スリランカ派遣事業参加者について 

 報告第 12号 平成 30年度山武市少年海外派遣事業計画について（ニュージーラ
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ンド） 

 報告第 13号 平成 30年度山武市少年海外派遣事業派遣団の団長及び事務担当職

員について（ニュージーランド） 

 報告第 14号 行事の共催・後援について 

 報告第 15号 ６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       髙柳 善江 

      委員       今関 百合 

      委員       清水 新次 

      委員       木島 弘喜 

 

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 

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 

 

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  ただいまから、平成 30 年教育委員会第５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。今回、髙柳委員を

指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

髙柳委員  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。平成 30 年教育委員会第４回定

例会の会議録について、事前に配布をしてありますが、皆様、い

かがでしょうか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

教育長  異議なしでよろしいですね。それでは、異議がないようですの

で、第４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、教育長報告として、私から報告いたします。 

 ４月 20日から５月 24日の本日まで主だったものを説明させて

いただきます。 

 ４月 20 日、幼稚園長・こども園長・副園長会議がございまし

た。 

 ４月 22 日、山武市歴史民俗資料館友の会の総会、また同日、

山武市少年スポーツクラブ連合会の総会と表彰式がございました。 

 ４月 23 日、山武地区教育委員会連絡協議会表彰の選考会、及

び理事会、終了後に山武地区教育長協議会の総会がございました。

教育長協議会ですが、会の会長が６市町で回り番となっておりま

して、今年度は山武市が担当するということで、私が教育長協議

会の会長となっております。この資料の備考欄に教育長協議会の

項目が多数ありますが、これについては教育長協議会長として出

席したものでございます。今年度は、年間を通して多くの出席依

頼を受ける予定です。同日、４月 23 日には山武地区小中学校長

会の情報交換会が開催されました。 

 ４月 24 日、千葉県市町村教育委員会連絡協議会第１回の幹事
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会ということで、これも教育長協議会長として出席しております。 

 ４月 25 日、千葉県教育委員会教育長訪問がございました。こ

ちらは県の教育長が代わられ、また山武市でも市長が新たに就任

しましたので、ご挨拶に同行したものでございます。同日、山武

郡市小中学校教頭会の総会並びに歓送迎会に出席しております。 

 ４月 26日が議会の全員協議会と平成 30年度第１回社会教育委

員会議の委嘱状交付がございました。 

 ４月 27日、山武市芸術文化協会総会がございました。 

 ４月 28日、山武市ＰＴＡ連絡協議会総会に出席しています。 

 ５月１日、庁議がございました。その後、山武郡養護教諭部会

会長が挨拶に見えました。これにつきましても教育長協議会とし

ての行事ですが、養護部会で発行するさまざまな書類に教育長協

議会長名が入るということで、そのご案内でございました。 

 ５月２日、日本労働組合千葉県連合会外房地域協議会の織本氏

が来庁されました。これは、市の教職員組合会長も一緒にお見え

になって、教員の働き方改革についての要望がございました。同

日、５月２日には小中体連山武支部の歓送迎会が行われました。 

 ５月８日、小中体連支部長がご挨拶に見えました。九十九里中

の鈴木校長でございます。同日、校長会議の開催がありました。 

 ５月９日、教育長面談、各施設とあります。これにつきまして

は、教育長と教育委員会事務局職員との面談でございます。この

後、同様に教育長面談が何度かありますが、スケジュールの合間

を縫ってそれぞれ面談させていただいています。９日は、各施設

とありますが、こちらは山武地区の出先機関で面談をさせていた

だきました。 

 ５月 10 日、山武市議会第１回臨時会がございました。これに

つきましては、市長と市議会議員２人が就任されたということで、

今回、加藤市議会議員が新たに議長に選出されました。また、関

東地区都市教育長協議会総会に臨時会の後、出席しました。 

 ５月 12日、第 13回山武市春季バレーボール大会がさんぶの森

中央体育館で行われました。その後、山武郡市ＰＴＡ連絡協議会

の定期総会が同じくさんぶの森の文化ホールで開催され、そちら

に参加しました。 

 ５月 13日、山武市体育協会総会がございました。 

 ５月 14 日、陳情及び署名の提出がございました。蓮沼の小・

中学校関係でございまして、本日、事務局よりその報告をさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。また同日、庁議
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がございました。そして中日本航空の来庁挨拶とありますが、中

日本航空というのは航空会社ではなく専門学校です。以前、学校

の跡地利用の話があった専門学校でして、市長がかわられたとい

うことで挨拶に来られ、一緒に参加致しました。 

 ５月 15 日、山武市小学校陸上競技大会がございました。これ

につきましても後ほど報告がありますが、新しくなった成東総合

運動公園の陸上競技場で初めて、開催された大会でございます。 

 ５月 16 日、山武郡市広域行政組合連絡協議会臨時会がござい

ました。ここでは行政組合での教育委員会、その教育長というこ

とで東金市教育委員会、飯田教育長、また職務代理者は山武市教

育委員会として私が就任しました。その後の山武地区教育委員会

連絡協議会表彰式及び総会は、委員の皆様にも出席いただいて開

催されたものです。 

 ５月 17、18 日ですが、全国都市教育長協議会定期総会、一関

大会ということで、岩手県一関市へ行ってまいりました。これに

ついて報告させていただきます。総会の後、分科会、研究会が

あったのですが、そこで３・11 で大きな被害を受けた陸前高田

市の教育委員会、教育長の報告がございました。現地視察もあっ

たのですが、陸前高田市の当時の市長の講演もございまして、い

ろいろお話を伺ってきました。 

 何点か報告させていただきますが、まず教育長研修会での発表

についてですが、津波で全てのものを失ってしまった状況の中で、

皆さんに考えていただきたいことがあります、という内容でした。

まず１つが、１の重みを感じてください、というものでした。こ

の１というのは、３.11 では何千人もの方たちが被害に遭われて

いますが、そういった被災者の数というよりも、１というのは自

分の一番身近な人、例えば親とか子とか、そういう自分に一番関

わりのある１人が犠牲になったときの重みのほうが数倍大きいと

いう意味での１ということでございました。実際にその３.11 の

リアリティーを感じてくださいということです。そう考える中で、

あなたにとって一番大切な人は誰か、それから、あなたのことを

誰よりも大切に思ってくれている人は誰なのかを再度自分の中で

意識し、自分も相手にも悲しい思いをさせないようにしてほしい

ということでございました。他にも色々な話があったのですが、

そういった中で、何もない中で学校を再開していった苦労のお話

もございました。 

 それと関連するのですが、市長のお話の中で、３月 11 日の１
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カ月後の４月 22 日には学校が再開したというものがありました。

その当時、市長のお子さんが小学生だったそうなのですが、その

母親が震災の被害に遭われて亡くなったそうです。その子どもは、

悲しみのあまり何も手につかない状況だったそうです。そのよう

な中で、市長という立場ですから、一保護者として、こんな状況

の中で学校を開いたところで子どもたちは一体何ができるのかと

いう意見を教育委員会や教育長に対して言ったそうです。しかし、

実際に学校を再開して学校に通うようになったら、子どもは日に

日に元気になっていったそうです。やはり、１人で家にこもって

悲しみを抱えているよりも、仲間のいる学校で他者と接しながら

生活を送ることで、より悲しみの底から抜け出せる。完全に悲し

みを忘れることはできなかったのでしょうが、少なくとも学校に

いる時間はそういう悲しみを忘れることができ、結果的に回復が

早かったのではないかということでした。そういった意味で、学

校の大切さや、学校が存在する意味などといったものを改めて感

じたというお話がありました。我々教育委員会としては、災害を

はじめ、どんな困難があったとしても、学校を運営していくべき

であり、またそのようなときにこそ、運営していかなければなら

ないということを実感致しました。 

 それともう一点、皆さんにお伝えしたいことがあります。

３.11 の際には色々な情報が入ってきたそうです。たとえば津波

の情報でも、当初は３メートルの津波が来るということでしたが、

直前になって６メートルという情報に変わったそうです。しかし

そのときにはそれを聞いている人はほとんどおらず、なおかつ、

市の当時の防潮堤が、現在はもっと高くなっているそうですが、

５.５メートルだったそうです。ですから津波の高さは、予想を

超えたとしても 50 センチ程度で、大きな被害にはならないだろ

うと直前までは思っていたそうです。ですので、対応が後手に

回ってしまい、被害が大きくなってしまったところもあるという

お話でした。そんな中で情報発信していく上で、その後も地震が

あったときに避難勧告などを出していたそうですが、そういう勧

告を発信しても実際にはほとんど被害がなかったり、津波が来て

も 50 センチぐらいだったりということが続いたそうです。しか

し、命に関わる情報や危険だと思われる情報は出し続けなければ

いけません。オオカミ少年の話の中に、オオカミ少年が何回も危

険だと言って回り、実際にそれが大事ではなく、そのうちそれに

村人が慣れて少年の言葉を信じなくなってしまったという話があ
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ります。しかしそれでも、命にかかわる情報だとか危険だと思う

情報は出し続けなければいけないということが教訓としてあると

おっしゃっていました。オオカミ少年になることを恐れずに発信

していくべきだとおっしゃっていたことが印象的でございました。 

 続きまして、５月 21 日、小学校長目標申告面接がございまし

た。また同日、東上総教育事務所の情報交換会がございました。

こちらは東上総教育事務所の所長が代わられ、新たに宮内所長が

就任されまして、所長を囲んでの情報交換会がございました。 

 ５月 22 日、松尾小学校長の目標申告面談がございました。そ

の後、平成 30 年度千葉県市町村教育委員会連絡協議会総会が茂

原市民会館で行われ、委員の皆さんにも出席していただきました。 

 ５月 23 日、中学校長の目標申告面接がございました。その後、

山武市文化会館運営協議会の会議がございました。29 年度の報

告、30 年度の事業の報告、委員の委嘱状の交付がございました。

今年度以降、出先機関が老朽化が進んでいる関係で、色々な工事

が予定されています。その中で文化会館や公民館等、利用者が多

いところについては、工事日程についてできるだけ早く連絡して

ほしいというご意見、ご要望がございました。 

 そして最後、５月 24 日、教育委員会第５回定例会ということ

で本会議となります。 

 報告は以上です。何かご質問等ございますか。よろしいですか。 

 それでは、議事に入る前ですが、事前に配付した議事日程の議

決事項に１議案の追加をお願いしたいと思います。議案第８号と

して、「職員の懲戒処分について」を追加したいのですが、よろ

しいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

教育長  それでは、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１号））に同意することに

ついて、議案第２号、学校薬剤師の委嘱について、議案第３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、議案第４

号、山武市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について、議

案第５号、山武市図書館協議会委員の任命について、議案第８号、

職員の懲戒処分について、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、農村環境改善センター（松尾

ふれあい館）多目的ホール改修工事請負契約の締結について、こ
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れらのうち議案第１号、協議第２号については市議会提出議案関

係であり、また議案第２号から第５号及び第８号、協議第１号に

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。 

 

 （挙手全員） 

教育長  挙手全員です。よって、議案第１号から第５号及び第８号、協

議第１号、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 

（議案第１号は、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。ここから議決事項となります

が、議案第８号につきましては、最後の提案といたしますので、

よろしくお願いいたします。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１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、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 原案のとおり可決 

 

                                      

○議案第２号 

（議案第２号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第２号、学校薬剤師の委嘱についてを議題とします。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 
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○議案第３号 

（議案第３号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第３号、山武市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱につ

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 

 

                                      

○議案第４号 

（議案第４号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第４号、山武市学校給食センター運営委員会委員の委嘱に

ついて、提案理由の説明をお願いします。学校給食センター所長、

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 原案のとおり可決 

 

                                      

○議案第５号 

（議案第５号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第５号、山武市図書館協議会委員の任命についてを議題と

します。提案理由の説明をお願いします。図書館長、お願いしま

す。 

 

※図書館長から、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  ここで一旦、秘密会を解きます。 

                                      

○議案第６号 

教育長  議案第６号、平成 30 年度教科用図書山武採択地区協議会規約
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の承認についてを議題とします。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６号、平成 30 年度教科用図書山武採択地区協議会規約

の承認についてでございます。10ページをご覧ください。 

 平成 31年度使用教科用図書を採択するに当たり、平成 30年度

教科用図書山武採択地区協議会規約を承認することについて、山

武市教育委員会組織規則第３条第 15 号の規定により、議決を求

めるところです。 

 提案理由は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する

法律第 13条第４項の規定による協議を行うため、平成 30年度教

科用図書採択地区協議会規約の制定を承認しようとするものです。 

 規約の案につきましては 11 ページ、12 ページをご覧ください。

なお、12 ページの第９条にありますように、平成 30 年度の事務

局は山武市教育委員会事務局内に置くとなっております。 

 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した。この規約について何かご質問等ござ

いますでしょうか。 

 

木島委員  １点よろしいですか。事務局は山武市の教育委員会に置くとあ

りますが、これは半永久的に山武市なのですか。 

 

教育長  学校教育課長、お願いします。 

 

学校教育課長  これは毎年、各教育委員会で持ち回りとなっており、今年度に

つきましては山武市です。 

 

教育長  ということでございます。ほかにございますか。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。 

                                      

○議案第７号 
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教育長  議案第７号、平成 30 年度教科用図書山武採択地区協議会委員

の選出について、提案理由を事務局から説明お願いします。 

 

学校教育課長  議案第７号、平成 30 年度教科用図書山武採択地区協議会委員

の選出についてでございます。13ページをご覧ください。 

 平成 31年度使用教科用図書を採択するに当たり、平成 30年度

教科用図書山武採択地区協議会規約第４条第２項の規定による委

員の選出について、山武市教育委員会組織規則第３条第 15 号の

規定により、議決を求めるところでございます。 

 提案理由につきましては、平成 31 年度使用に係る教科用図書

の採択に当たり、委員選出について、教育委員会会議の議決を得

ようとするものです。 

 事務局からの案が 14 ページにございますので、提案させてい

ただきます。教育委員会代表といたしまして、嘉瀬教育長を選出

いたします。 

 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した。協議会委員の選出について何かご質

問等ございますでしょうか。よろしいですか。 

 

清水委員  よろしいですか。 

 

教育長  清水委員、お願いします。 

 

清水委員  教育長以外に委員として、校長・教員の代表者を選出すると

なっていますが、そちらはどうなったのでしょうか。 

 

学校教育課長  協議会委員は 15 名で選出されます。教育委員会の代表者、校

長・教員の代表者、保護者の代表者ということになります。そち

らの委員につきましてはもうそれぞれお名前が入っておるわけで

すが、山武地区教育委員会連絡協議会の会長、それから副会長、

続いて６市町の教育委員会の代表、こちらは主に各市町の教育長

となります。そして、山武地区小中学校長会の会長、副会長、山

武教育研究会の会長、山武郡市教職員の代表などです。 

 

清水委員  それはどこの教育委員会が選出しているのですか。 
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学校教育課長  そちらは６市町の教育委員会から選出された方々がとなってお

ります。 

 

清水委員  山武市では１名だけですか。 

 

学校教育課長  はい。今回に限っては１名となります。教員の関係でいいます

と、例えば山武地区の小中学校長会の会長、副会長につきまして

は、その校長がいる市町の教育委員会からの選出となります。 

 

清水委員  はい、わかりました。 

 

教育長  よろしいですか。 

 そのほかにございますでしょうか。 

 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。 

 

 （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いたしま

す。 

                                      

◎日程第５ 協議事項 

○協議第１号 

（協議第１号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  日程第５、協議事項に移ります。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ですが、ここから秘密会といたしま

す。それでは、事務局から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 新規申請分７件、10名認定、継続申請分 11件、23名認定。 

 

                                      

○協議第２号 

（協議第２号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  協議第２号、農村環境改善センター（松尾ふれあい館）多目的

ホール改修工事請負契約の締結について、事務局からの説明をお
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願いします。松尾公民館長、お願いします。 

 

※松尾公民館長から、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。 

 この後、報告事項に入りますが、10分ほど休憩とします。 

 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第１号 

教育長  それでは、再開します。日程第６、報告事項、報告第１号、教

育委員会に再議決を求める署名及び蓮沼中学校・小学校統廃合計

画に関する陳情書について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 補足資料をご覧ください。平成 30年５月 14日月曜日、午前９

時に蓮沼小・中学校存続を求める蓮沼地域の住民６名が来庁し、

教育委員会に再議決を求める署名が提出され、市長及び教育長が

対応いたしました。 

 署名の内容でございますが、蓮沼中学校・小学校の存続を希望

しますということで、最後の４行をご覧いただければと思います。

蓮沼地区の地域性をあらためて考慮した上で、小中一貫校等を含

め、再度一から検証・議論を交わし、山武市教育委員会において

蓮沼中学校統廃合計画廃止の再議決をすることを求めます、とい

う内容です。また、同時に、蓮沼地区における子育て世代の流出

に拍車をかけている後期計画における蓮沼小学校統廃合計画廃止

の再議決も求めます、というものでございます。 

 また、この署名は 2,034筆ということでございますが、教育委

員会で署名を確認した結果、署名の数は 2,033筆でございました。

そのうちの 10 筆が住所、氏名の重複がございましたので、その

ようなことを考慮すると 2,023筆となります。その内訳でござい

ますが、山武市内 1,457名、うち蓮沼地域 1,040名、蓮沼地域以

外の市内の住民 417名、そのほか山武市以外の方が 566名となり

ます。 

 なお、この署名に加えまして、蓮沼中学校・小学校統廃合計画
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に関する陳情書が提出されました。受理における審査の過程で、

不備があったため、補正を依頼したところでございます。現在、

受理には至っておりません。 

 本日は概要の報告となりますが、今後、本件においてご協議い

ただきたく存じます。報告は以上になります。 

 

教育長  ありがとうございました。署名については、教育長宛てとなっ

ておりますが、陳情書は市長、教育長ということになっておりま

す。 

 何か質問等ありますか。 

 また正式に受理した後、皆さんと協議を進めていくことになり

ますので、よろしくお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

                                      

○報告第２号 

教育長  では、報告第２号、山武市学校評議員の委嘱について説明をお

願いします。学校教育課長、お願いします。 

 

学校教育課長  報告第２号、山武市学校評議員の委嘱について報告させていた

だきます。資料の 18ページ、19ページをご覧ください。 

 各学校から平成 30年度の評議員として 72名の報告がございま

した。小学校 47名、中学校 25名でございます。内訳を申します

と、継続してお願いした委員が 56 名、新規にお願いした委員が

16 名となっております。なお、委嘱の期間は平成 30 年４月１日

から平成 31年３月 31日までとなっております。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございました。 

                                      

○報告第３号 

教育長  では、続いて報告第３号、市内幼・小・中・こども園運動会・

体育祭への出席について、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３号、市内幼・小・中・こども園の運動会・体育祭への

出席についてご報告させていただきます。20 ページをご覧くだ

さい。 
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 教育委員会第４回定例会でご検討いただきました、５月、６月

に開催される運動会・体育祭に参加していただく委員の皆様のお

名前を記載させていただいております。また、市長、副市長の参

加についても報告がございましたので、併せて記載させていただ

きました。ご確認をお願いいたします。なお、当日の開会式では

ご紹介のみということでお願いしたいと思います。また併せまし

て、当日、雨天等により順延となった場合につきましては、私、

中村又は越川室長から連絡をさせていただきます。なお、予定ど

おり実施する場合につきましては連絡はいたしませんので、よろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。各委員には学校から時間等も含めた案

内が届いていると思いますので、よろしくお願いいたします。ま

た、私は最初に日向小学校に行きますが、その後、できるだけ各

学校を回りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

                                      

○報告第４号 

教育長  報告第４号、山武市小学校陸上競技大会の結果について報告を

お願いします。越川室長、お願いします。 

 

学校教育課指導室長 報告第４号、山武市小学校陸上競技大会結果についてご報告

いたします。資料は別添の資料になります。５月 15 日の火曜日

に市内全小学校が参加して、新しい成東総合運動公園で初めて開

催されました。結果につきましては、５、６年生の結果を載せて

おります。表が６年生の学校別の成績になります。裏が５年生の

学校別の成績、次に６年生の種目別の個人の成績、５年生の順に

掲載しております。なお、決勝に残った児童につきましては６月

５日の郡市陸上競技大会へ出場となっております。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。結果の一覧表について、ご覧になって

いただきたいと思いますが、よろしいですか。 

 新しく整備した成東の陸上競技場ということで、各学校の練習

の場と、タータンになったということで多少条件が今までと違い

ますが、そのあたりはどうでしょうか。室長、お願いします。 
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学校教育課指導室長 29 年度は横芝のタータンで行ったのですが、６年生の男子

と女子の結果を見ると、同じタータンであっても、たまたま去年

の１位の子は、記録が突出していますが、決勝に残った２位から

８位までの結果を見ると、同じタータンであっても山武市の競技

場で行ったときの方が、結果が良かったのですが、同じ条件では

ないので何とも言えません。また、28 年度の成東運動公園の土

のグラウンドでやった結果を見ますと、やはり本来タータンはピ

ンの入ったスパイクで行うものですので、小学生は慣れているこ

ともあり土のほうが、成績が良かったということもあります。ス

パイクだと記録は伸びると思うのですが、現状、慣れていないせ

いもあってか、記録的には土とタータンとではあまり変わらない

か、若干土のほうが良かったという事がありました。ただ子ども

達にとっては、タータンの中で競技したことは大変よい経験に

なったと思います。 

 

教育長  ありがとうございます。タータンには、慣れていないからです

ね。是非慣れていってほしいと思います。 

 

髙柳委員  青色のタータンが良いと言っていましたが、青色は足を速くす

る効果があるといいます。 

 

今関委員  保護者はテントが欲しいと言っていましたが。 

 

教育長  観覧席用のベンチを用意してあります。屋根をつけるという計

画もありましたが、予算上難しく、今後検討していきたいと思い

ます。 

 

今関委員  今後、設置希望を出したいです。 

 

教育長  こういう大会などの行事を重ねていく中で、市民からの要望が

多ければ、教育委員会としても要望していきたいと考えていると

ころでございます。 

 よろしいでしょうか。 

                                      

○報告第５号 

教育長  では、続いて報告第５号、夏季休業中の学校閉庁日について、

お願いいたします。指導室長、お願いします。 
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学校教育課指導室長 報告第５号、夏季休業中の学校閉庁日についてご報告いたし

ます。 

 21 ページをご覧ください。学校における働き方改革の一つと

して、山武市内全小中学校においてこの取り組みを行います。 

 22 ページの平成 30 年２月 16 日付、教職第 1019 号で千葉県教

育委員会教育長より、「学校における働き方改革に関する緊急対

策の策定並びに学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る

取組の徹底について」の通知がこの 22ページにあります。 

 内容については、23 ページをご覧ください。また文部科学省

からの同様の通知を受けたものであります。その中の２番、23

ページにありますが、24 ページの５番です。文部科学省の通知

で、長期休業期間において年次有給休暇を確保できるように一定

の学校閉庁日の設定を行うこととあります。山武市では、８月

13 日月曜日から８月 17 日金曜日までの５日間を学校閉庁日とし、

この間は日直を置かずに、緊急の電話等の対応などは教育委員会

へ電話が来るようになっています。学校職員の業務改善の一つと

して取り組むものでございます。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。いかがでしょうか。よろしいですか。 

 これについては以前にも報告しましたが、教職員組合からも要

望があがっていたものでございます。教職員組合からは、お盆に

当たる８月の 13日から 15日の３日間に前後１日を足した５日間

を閉庁日としてほしいと言った要望でございました。これについ

ては教育長協議会でも話題になっておりまして、協議して、積極

的に進めていこうということで話をしております。今回、８月

13 日から８月 17 日の５日間ということでございますが、先ほど

申したように、その年によって曜日の関係でずれたりすることが

ございますが、今回通知という形で出していますが、お正月、年

末年始のお休み、閉庁日のように例規で定めた方がよいのではな

いかということで、学校教育課には検討していただいているとこ

ろです。 

 次に、資料の 24 ページの４番をご覧ください。保護者や外部

からの問い合わせの対応についても時間外勤務ということで、学

校の先生方はいつも遅くまで残っており、かなり遅い時間にでも

そういう問い合わせ等が来る状況でございます。そんな中で、留
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守番電話の設置やメール等の対応ということもここに表記されて

おりますが、今後そういったことも併せて協議をしていきたいと

思っておりますので、委員の皆様にはご検討のほどよろしくお願

いしたいと思います。 

 以上でございます。 

 ほか、よろしいですか。 

                                      

○報告第６号 

教育長  それでは、報告第６号、平成 29 年度学校評議員事業報告につ

いて、お願いします。指導室長、お願いします。 

 

学校教育課指導室長 報告第６号、平成 29 年度学校評議員事業報告についてご報

告いたします。25ページ、26ページをご覧ください。 

 全ての学校から成果と課題について報告をいただいております。

なお、その評議回数、実施回数を見ますと、学校によって差はあ

りますが、各学校２回から多いところで７回学校評議員会を開催

しているという報告を受けています。成果、丸印のついている部

分が成果でありますが、年度当初に開催することで校長の経営方

針や具体的な方策などの理解を得ることができた。行事に合わせ

て開催し、子どもたちの様子を見てもらい、子どもたちの成長や

今後に向けての建設的な意見をいただけた。地域の情報を学校に

いただき、地域の視点からさまざまな意見をいただけた。また、

小学校との合同開催により、地域全体の情報交換や小中連携の推

進ができた等の成果を報告されています。また、課題というとこ

ろが三角印になっていますが、評議員会での内容を有効的なもの

にするために、保護者、地域に周知するための効果的な手だてを

検討したい。統合校については一層の連携の必要を感じた。評議

員の選出に苦慮している学校もあった、となっております。課題

がさまざまございますが、教育委員会といたしましても、今年度

に課題改善の取り組みが行われているかを学校と連携し助言して

いきたいと思っております。 

 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。主だった成果と課題についての報告も

いただきました。何かご意見ありますか。木島委員、お願いしま

す。 
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木島委員  実施回数を拝見いたしますと、２回ないし４回となっています

が、松尾中だけ７回となっておりますが、何か理由や要因がある

のでしょうか。 

 

学校教育課指導室長 確認しますと、行事毎に開催して、各行事によって色々な変

更点を見てもらうという趣旨で、回数を多くしている学校もあり

ます。 

 

清水委員  よろしいですか。室長の見解で結構ですので、学校評議員会の

機能が、本来期待されていることを果たしていると思いますか。 

 

学校教育課指導室長 機能を果たしていると思います。 

 

清水委員  わかりました。 

 

学校教育課指導室長 各学校、委員によってもさまざまなところもありますが、地

域で地域代表の方が学校の運営・経営に関して意見を言ってくだ

さる良い機会になっていると思っております。 

 

清水委員  わかりました。 

 

教育長  そのほか、よろしいでしょうか。 

                                      

○報告第７号 

教育長  それでは、報告第７号、教育委員の園・学校訪問について報告

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７号、平成 30 年度山武市教育委員の園・学校訪問につ

いてご報告いたします。27ページをご覧ください。 

 平成 30 年度の園・学校訪問の予定を組ませていただきました。

今年度につきましては、５カ所の園、小中学校への訪問を計画し

ております。１回目を６月 21 日の大平小学校、２回目が９月 20

日の日向小学校、３回目が 10月 18日の山武南中学校、４回目を

11 月 15 日の日向幼稚園、５回目を年が明けまして１月 17 日の

緑海小学校。曜日につきましては全て木曜日となっています。基

本的に定例の教育委員会議の午前を当てておるところでございま

すが、６月の定例会がまだ確定していないという状況のため、こ
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の６月の大平小学校につきましては、決定次第、学校と調整いた

しまして、訪問できるようにしていきたいなと考えております。

また訪問日が近づきましたら個々にご案内させていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございました。６月 21 日というのは市議会の最終

日になります。ですので、定例会の日も調整させていただきたい

と思っております。それ以外は定例会の午前中、今までと同じよ

うに実施する予定でございます。 

 それともう一点、７月の予定が入っておりませんが、７月の定

例会前には学校訪問ではなくて文化財関係の視察をしていただき

たいと思っております。７月にその予定を組みたいと思っていま

すので、よろしくお願いいたします。 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 

今関委員  山武地域にある私立保育園を見に行くことは可能ですか。 

 

学校教育課長  教育委員会の所管としましては、公立の学校、幼稚園になって

おります。 

 

今関委員  わかりました。見たことがなかったので気になります。 

 

清水委員  保健福祉部の担当課を通じてお願いすれば、可能なのではない

でしょうか。 

 

今関委員  いつか見学させていただきたいと思います。 

 

教育長  私立のこども園、保育園がありますね。 

 

清水委員  保育園というと、どうしても保育が中心になります。幼稚園で

すと、教育という前提があり教育委員会がどうしても関係してき

ますが、保育園ですと、保育に係る事業が主たる業務ですので、

そこで保育所と幼稚園の違いが出ます。 

 

教育長  わかりました。そういう要望もあるということで話を進めてく

ださい。 
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学校教育課長  はい。 

                                      

○報告第８号、報告第９号 

教育長  報告第８号、報告第９号、山武市小中学校統合準備委員会委員

の委嘱です。松尾小学校・豊岡小学校と山武中学校・山武南中学

校についてでございますので、一括して報告をお願いします。学

校再編室長、お願いします。 

 

学校再編推進室長 資料は 28 ページをご覧ください。松尾小学校・豊岡小学校の

統合準備委員会委員を記載のとおり委嘱しましたことを報告いた

します。主に新年度の人事異動等に伴うものでございます。委嘱

の期間でございますが、名簿の２番から５番の教職員に関しては

４月１日から、１番、６番、７番のＰＴＡ会長、区長に関しまし

ては報告のあった４月 23 日から学校統合に関する事務が終了す

るまでとなります。続きまして、30 ページをご覧ください。平

成 30年度はここに記載の 25名体制ということで開校に向けた協

議を行ってまいります。 

 続いて報告第９号、山武中学校・山武南中学校統合準備委員会

委員の委嘱でございます。31 ページをご覧ください。こちらも

同様のものでございます。委嘱の期間でございますが、名簿の１

番から４番、12 番から 15 番の教職員は同じく４月１日から、５

番から 11番の区長、ＰＴＡ会長につきましては４月 23日から学

校統合に関する事務が終了するまでとなります。33 ページをご

覧ください。平成 30年度はここに記載の 47名の体制となります。 

 なお、円滑な統合に向けまして、事務の継続性が求められます。

前年度から加わっていただいている前区長、また前ＰＴＡ会長に

つきましても引き続いてこの統合準備委員会にご参加いただいて

いるところでございます。 

 報告は以上となります。 

 

教育長  ありがとうございます。それぞれＰＴＡ会長等、変更になった

方々がおりますので、そういった方たちに新たに入っていただい

ているということでございます。よろしいでしょうか。 

                                      

○報告第 10号 

教育長  それでは、報告第 10 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をお願いいたします。学校再編室長、お願い
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します。 

 

学校再編推進室長 34 ページをご覧ください。まず、松尾小学校・豊岡小学校の

統合準備委員会でございます。下段の平成 30年度４月 26日、５

月９日の開催分の報告をいたします。 

 ４月 26 日にトレーニングウエアの業者選定の最終審査となる

プレゼンテーション審査を行いました。そこで１者が選定された

わけでございますが、その審査結果を５月９日に開催されました

第９回総務部会に諮りました。作業部会の案が承認され、製造業

者１者が決定したところでございます。今後、トレーニングウエ

アの選定につきましては、保護者宛てに再度アンケートを行いま

した。青い色のジャージがいいということでしたので、濃い青

だったり水色だったり、具体的に見てもらって、どういった色が

いいか、またチャックももう一回、全部開く、また半分しか開か

ない、かぶるタイプ、また裾の形も今真っすぐのボックスのタイ

プというのもありますので、そういったものでどういうものがい

いかということのアンケート結果をもとに２種類のサンプルをつ

くりまして、各小学校に展示し、７月の３者面談の折にそれぞれ

投票していただいて決定したいということでございます。 

 また、そのほか、校歌につきましては、作詞作曲をどなたに依

頼するかということで、児童と触れ合いながらワークショップ形

式で作成していくといったような方向の中で、地域をよく理解し

た方に依頼してはどうかということでございました。そういった

ことをもとに、作詞につきましては、元松尾小学校長、現真砂幼

稚園長の鈴木正和氏、また作曲につきましては、現松尾中学校音

楽科教諭の滝沢真衣氏に作成を依頼することとなりました。５月

22 日の火曜日に両名の顔合わせと作成に関する打ち合わせを

行ったところでございます。 

 校章につきましては、松尾小学校と豊岡小学校の２つが１つに

なるということで、両校の校章をあわせたデザインがよいのでは

ないかというところで、校名の表記につきましては松尾小という

３文字を採用することとなりました。今回、その３文字を入れる

といった中で、再度校章の周りの絵の部分と文字の部分のバラン

スのところを事務局で何案かつくってほしいということで、今そ

の作業を行っております。こちらにつきましても幾つかの案をま

た児童を対象に投票を行って決定していければというところで、

７月中の確定を目途に今進めているところでございます。 



－24－ 

 次のページの 35 ページをご覧いただけますでしょうか。山武

中学校・山武南中学校統合準備委員会の進捗状況です。下段の４

月 23日以降の報告となります。 

 23 日にはトレーニングウエア、４月 24 日には制服のプレゼン

テーション審査を行いました。そこで挙げられた審査結果を５月

１日に行われましたＰＴＡ・通学部会に諮り、作業部会の案が承

認されました。こちらにつきましては、次回ＰＴＡ・通学部会を

行う際に製造業者の説明を今度は部会委員全員が受けて、どう

いった方向性にしていくのかというところを今後検討していくこ

ととなります。こちらにつきましても各小中学校に見本を展示し

て投票といった流れで進めていく方向でございます。 

 そのほか、通学路について協議いたしました。かねてより挙げ

られていた危険箇所の対応状況についての報告でございます。随

時また危険箇所の報告は受け付けることといたしました。その中

で、市で対応できる箇所については、防犯灯の設置、スクール

ゾーンの路面標識などについて、市民課や土木課ともにスピード

感を持って対応していただいております。国道、県道につきまし

ては、引き続いて交通安全プログラムなどを通じて要望していく

というところが確認された次第でございます。 

 報告は以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。どちらの部会もほぼ順調に進んでいる

ということでよろしいですか。 

 

学校再編推進室長 はい。 

                                      

○報告第 11号 

教育長  続きまして、報告第 11号、平成 30年度山武市青少年スリラン

カ派遣事業参加者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  資料 36 ページになります。報告第 11 号、平成 30 年度山武市

青少年スリランカ派遣事業参加者について説明させていただきま

す。今回、この事業に対しまして応募は 16 名でした。昨年は８

名でしたので、倍の人数となりました。その方々に対しまして、

５月 11 日、12 日の２日間をかけまして面談による審査を行いま

した。その結果、こちらに記載しております 10 名の参加が決定
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しました。参加人数の内訳ですが、中段、参加者欄をご覧くださ

い。まず中学生が２名、高校生８名の計 10 名となっております。

性別でいいますと、男性２名、女性８名となっております。今後

この 10 名につきましては、参考に記載されていますとおり、平

成 30 年７月 22 日から 30 日までの７泊９日でスリランカへ行っ

ていただくことになっております。内容については学校訪問と活

動視察、こちらはＪＩＣＡの活動視察及び社会文化見学等を行う

予定となっております。 

 ちなみに先日、部長をはじめ、先遣隊でこの行程等を見てきて

いただいております。ここで、部長から内容についてお話しいた

だければと思います。 

 

教育長  教育部長、お願いします。 

 

教育部長  では、先遣隊の報告をさせていただきます。期間は５月 14 日

から５月 20日まで、約１週間でした。訪問先は全部で 15カ所あ

ります。スポーツ省、教育省、在スリランカ日本大使館、ＪＩＣ

Ａスリランカ事務所等の公共施設、それのほかに訪問先である学

校を訪れました。１校目は、マゲダラセカンダリースクールです。

これはＪＩＣＡからご紹介いただいた学校です。もう１校はシー

ギリヤセントラルカレッジ、これは教育省からご紹介いただいた

学校、そのほか世界遺産であるシーギリヤロックと、毎年行って

いるノリタケの工場等、全 15カ所の視察をしてまいりました。 

 内容につきましては、今回伺った目的は、スリランカ派遣団本

隊の行程の確認と、訪問先と見学先へのご挨拶と、そこでの打ち

合わせでございました。また、今後の派遣事業についての情報収

集もしました。具体的に申しますと、例えば体験型の派遣事業が

何かできないかということで、お茶の摘み取り体験や、宝石の採

掘の体験など、情報収集を行いました。 

 当初予定したとおり、本隊訪問先へのご挨拶、打ち合わせ、下

見等は予定どおり行うことができました。教育省での打ち合わせ

において、招致事業の依頼文を教育相にも、もともとこれはス

ポーツ省とのやりとりで始まった事業なのですが、子どもたちを

山武市にお迎えする、招致する事業についての人を選ぶ、選定す

る事業そのものは、各省庁のやりとりの中では、教育省はできる

が、スポーツ省では大人しか扱わないので、子どもを送ることの

権限はないという中で、依頼文をスポーツ相、スポーツ大臣宛て
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に出されても教育大臣は動けないということで、それは前から言

われていたようですが、今まではスポーツ省に送っていた文書の

写しを教育省に送ることによって何とかやってもらっていたとい

うことです。そういう打ち合わせの中では、同じ文書でいいので、

宛名を変えて教育相宛てにも送ってもらいたいというお話をいた

だきました。２つ文書を送ると、４人送ってくるようにならない

かという念押しをしましたが、それは大丈夫だということでした。

スポーツ省で人を送ることはできない、子どもを送ることはでき

ないので、宛名が２つになったとしても、それは２人しか送れな

いから大丈夫ですという話でした。 

 スリランカでは大臣にお会いすることはできず、事務官の方と

の打ち合わせになりましたが、山武市の取り組みについては非常

に評価していただいています。特に今回、スポーツ省の事務官の

方に会ったときに、ジャヤワルダナ大統領の記念館に、こちらで

も訪問スケジュールの中に入れてあり、そのことについては非常

に高く評価していただいて、ぜひ見て行ってくださいという話を

いただきました。 

 日本大使館でも同じように山武市の取り組みを評価してくださ

いました。今は他の団体は財政難の影響もあり、以前は交流事業

とか盛んにしていた団体であっても、次第にそれが縮小傾向にあ

り、派遣できる市町村が次第に少なくなってきている中で、山武

市の活動は非常に評価していただいております。国からも予算を

削られてきて、こういう事業ができなくなってきていて、どうし

ても短期的な事業効果を求められてしまう。財政当局から求めら

れている中での事業ですので、なかなか短期で結果を出すのは難

しいですが、これをやめてしまうことによって、その評価はます

ます難しくなってしまうので、山武市は続けてもらいたい、大使

館としてもできる限りの協力はさせてもらいます、というお話を

いただきました。 

 そのような中で、お会いした担当官がビジネスに興味のある方

でした。最近は日本の自治体職員をシンガポールに派遣してビジ

ネスの話をしている例もありますが、そこには今行っても間に合

わない可能性が高く、シンガポールへ行くよりも、日本に対する

関心があり、開発されていない部分が多いスリランカとビジネス

でつながりを持った方が良いのではないか、というお話をされて

いました。 

 それともう一点、私どもの派遣事業については大使館としても
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協力したいということで、もし可能であれば研修の中で説明に

行っても良いというお話もいただきました。ただ日程的に、４回

しかない研修で、大使館から来ていただくことは難しいので、一

校一国運動であるとか、大使館とのおつき合いの中でぜひ講師と

して来ていただければなと思っています。つながりを持って、協

力していただければと思っています。 

 それと一昨年、国際武道大学の柔道選手が、スポーツ・

フォー・トゥモローという外務省の事業で、山武市へも表敬訪問

いただいた事業がありましたが、今後、ハードルの選手が表敬訪

問したいという話があるようで、山武市で受けてほしいというお

話もありました。ですが山武市では、陸上競技場は整備しました

が、一緒に練習できるような学校がなく、選手もいないので、な

かなか難しいですが、もしご依頼があれば、何かできることがあ

ればご協力はしていきますというお話はしてきました。 

 また、視察の先遣隊で行った中で幾つか気がついた点がありま

す。それは、まず蚊の対策。デング熱の話題が、どうしても注意

喚起で外務省からも出されています。現地のホテルや現地視察で

外に出ても、蚊や虫はかなりいます。ただそれがデング熱を持っ

ている蚊なのかどうかはわかりませんが、虫よけスプレーや部屋

にポータブル型の電池式蚊取り線香をつけたりするなど、色々と

注意する必要があると感じました。 

 また、シーギリヤロックではスズメバチのような大きな蜂の巣

がぶら下がっていました。それが、はしご階段のような急な上り

階段の脇にあるので、十分に注意しなければなりません。ただ、

そこを通らない限り坂を登れないので、虫に注意しながら、かつ、

虫を気にしすぎて転ばないように気をつける必要があると感じま

した。 

 また、どこ行っても野良犬がたくさんいますが、人に危害を加

えると言ったことはありませんでした。現地の人いわく、飼われ

ている犬のほうが、うるさくて、寄ってくるのでかえって危ない

とのことです。野良犬は、そもそも寄ってこないので大丈夫だと

現地の人は言っていましたが、ものすごい数の野良犬があちこち

歩いているので、日本とは違うと感じました。また、シーギリヤ

ロックを登って行き、上にも野良犬がいるという状態でした。 

 また、飛行機の機内が寒いです。外が暑いので薄着で行ってし

まうと、飛行機の機内がとても寒いです。薄い毛布しか配られま

せんので、寝るに寝られない状況でした。随行の山﨑指導員は
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セーターを着ていました。そういうのが必要なぐらい寒いです。 

 私が大使館と教育省、ＪＩＣＡ、スポーツ省に行ったときに、

今年の秋に教育委員がお伺いすることになるので、そのときはま

たよろしくお願いしますというお話をし、市長も一緒に来る予定

ですという話もしたので、そういう話は向こうにも伝わっていま

す。ＳＮＥＣＣ、いつもご協力いただいているチャンダシリさん

がやっている学校にも寄らせていただき、そのようにお伝えして

きました。チャンダシリ高僧は、スリランカと山武市のつき合い

を国民に知ってもらい、関心を持ってもらいたいという思いを強

くお持ちの方です。今回も、テレビ取材が入るように手配をして

いただいています。そのほかに、大統領と会うことができないか

というような働きかけもされています。それによって新聞やメ

ディアにも取り上げられ、それが山武市とスリランカの取り組み

を多くの人々に知っていただくいい機会になるのかなということ

でいろいろ画策していただいている状況だそうです。 

 私からの報告は以上です。何かありましたら、お答えさせてい

ただきますので、よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。色々と報告がありましたが、今年の秋

に教育委員もスリランカ訪問の予定があります。そのときに、今

あったように、市長も一度スリランカに行くということになりま

すので、スケジュールをなるべく早く詰めないといけないと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 

教育部長  はい。 

 

教育長  何か皆さんからお聞きになりたいことはありますか。 

 

木島委員  １点よろしいですか。 

 

教育長  木島委員、お願いします。 

 

木島委員  今回、スリランカの派遣を開始して４年経ちますが、男女比の

割合が２対８で随分偏りがあるようですが、これは申し込みの段

階から女性が圧倒的に多かったということでしょうか。 

 

生涯学習課長  女性の参加が非常に多い状況となっております。申し込み者は
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ほぼ女性です。 

 

木島委員  そうだったのですね。 

 

教育長  申し込みの時点から女性の比率が高いということです。そして

今回はやはり高校生がどうしても多くなっています。中学生は２

名でした。 

 

清水委員  よろしいですか。松尾高校からは応募者はなかったのでしょう

か。たしか松尾高校はＳＧＨに指定されていますね。 

 

生涯学習課長  今年度につきましては松尾高校からの応募はありませんでした。

資料の参加者欄に記載されている高校からの応募ということに

なっております。 

 

清水委員  せっかくＳＧＨに指定されていて様々な事業に取り組んでいる

学校ですから、こういう事業に参加してもらいたいですね。 

 

生涯学習課長  松尾高校には我々が伺いまして、事業の紹介をして、ぜひ参加

してくださいというお話はしたのですが、今回は応募がありませ

んでした。 

 

清水委員  そうですか。わかりました。 

 

教育長  松尾高校については、校長等はぜひ参加させたいと意気込んで

いましたし、その件について副市長にも話がいろいろあったよう

ですが、現実的には生徒の応募がなかったということで、なかな

か我々の思いが届いていないところがあります。 

 それと、この後ニュージーランドの報告もありますが、ニュー

ジーランドの募集人員とスリランカで大分差があります。当初、

スリランカの応募者は少ないだろうと予想しており、実際も去年

までは８人の応募のみだったのですが、この事業に対する評価が

高く、子どもたちに与える影響が非常に大きいと言われています。

ですので、今後もしこのような状況で募集が多ければ、私として

はもっと多くの子どもたちを連れて、研修に参加させたいという

思いがあります。しかし、スリランカ自体が現在、開発が進み、

どんどんと変化していっています。ですので、教育についてもす
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ごく力を入れていて、いろんなことが変化していくので、今と同

じような状況で同じような刺激をずっと受けられるかというと、

そうではなくなっていくと思います。ですので、早い時期にたく

さんの子を送れたらいいなと思っています。 

 

教育部長  １点よろしいですか。ＪＩＣＡの事務所に行った際に、スリラ

ンカの子どもたちは純粋な子ばかりではないというような状況に

なりつつあるというお話もいただいてきました。ＪＩＣＡ隊員で、

現場の学校に教育指導に行っている人たちから、学級崩壊をして

いる学校もあり、授業にならないという声が出てきているそうで

す。その要因の一つが、親が子どもを叱らないことが挙げられる

そうです。親が全然怒らないから、子どもにしつけがならないま

ま学校に来ていて、授業にならず学級崩壊をする学校も出てきて

いるという話がありました。しかしこれは都市部の話であり、私

どもが行った田舎の学校はそのようではありませんでした。スリ

ランカは昔ながらの純粋という状況は、現在ではだんだん薄れて

きつつあるというお話もあります。 

 

教育長  おそらく、変化のスピードはかなり速いと思いますので、いつ

までも同じ状況にはないということですね。ありがとうございま

す。 

                                      

○報告第 12号 

教育長  それでは、次に報告第 12号、平成 30年度山武市少年海外派遣

事業計画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  報告第 12号、平成 30年度山武市少年海外派遣事業計画につい

てご説明させていただきます。資料 37 ページをご覧ください。

本計画につきましては、先の第４回定例教育委員会の際に報告い

たしました実施要項に基づきまして大体の具体的なスケジュール

ができましたので報告するものです。 

 まず５月１日からニュージーランドにつきましては募集を開始

しております。５月 11 日、少年海外派遣事業の事前説明会を

行っております。こちら、18 名の定員に対しまして 29 名の参加

がありました。ほとんどが中学生で、高校生は１名のみという状

況でした。こちらの締め切りですが、５月 31 日までとなってお
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ります。この応募者に対しまして、６月９日に選考会の面接を行

う予定でございます。その後、参加者が決定しましたら、７月６

日に第１回目の事前研修会、こちらは結団式を兼ねて実施いたし

ます。その後、７月 16 日、８月１日、８月８日、計４回の研修

会を行いまして、８月 16日から 23日まで６泊８日、うちホーム

ステイが５泊になりますが、ニュージーランドで研修を行います。

本年度はニュージーランドからの受け入れを行う年でもあります

ので、その受け入れで日本に来る方々と現地での交流も行いたい

と現在調整を行っているところです。帰国後、８月 28 日には事

後研修を行います。また、９月 29 日に、ニュージーランドとス

リランカの研修生の報告会を行う予定です。当日については、Ｊ

ＩＣＡ隊員の活動報告も併せて聞く機会を持ちたいと思っており

ます。今現在、こちらについては日程を調整しておりますが、決

まり次第ご報告させていただきたいと思います。 

 説明は以上になります。 

 

教育長  ありがとうございます。９月 29 日の日程も調整中ということ

ですか。変更となる可能性があるということですか。 

 

生涯学習課長  今のところは９月 29日で進めたいと考えております。 

 

教育長  わかりました。ありがとうございます。 

                                      

○報告第 13号 

教育長  報告第 13号、平成 30年度山武市少年海外派遣事業派遣団の団

長及び事務担当職員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  報告第 13号でございます。平成 30年山武市少年海外派遣団の

団長及び事務担当職員についてご報告させていただきます。本事

業実施に当たりまして、実施要項に基づく派遣団の団長１名及び

事務担当１名について決定しましたので、報告いたします。派遣

団の団長につきましては学校教育課指導室の相川主幹を、事務担

当者には生涯学習課生涯学習係の齊藤主事補をそれぞれ決定させ

ていただきました。 

 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。報告のとおり決まりましたので、よろ

しくお願いいたします。 

                                      

○報告第 14号 

教育長  報告第 14 号、行事の共催・後援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  行事の共催・後援についてということで、資料の 39 ページを

ご覧ください。４月の行事の共催・後援につきましては、共催は

０件、後援が６件です。それぞれの資料につきましては 40 ペー

ジから 51ページまでございます。ご確認をお願いします。 

 

教育長  資料について、ご覧いただきたいと思います。 

 いかがでしょうか。よろしいですか。 

                                      

○報告第 15号 

教育長  報告第 15 号、６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。学校教育課長からお願いします。 

 

学校教育課長  学校教育課の６月の行事予定についてご説明いたします。 

 まず１日に東上総教育事務所の所長訪問で、こちらは午後から

蓮沼小学校で行われます。 

 翌２日、大富小学校で運動会、山武中で体育祭が行われます。 

 続いて５日ですが、山武郡市の小学校陸上競技大会が横芝坂田

池公園で行われます。 

 ７日、市内の小中学校長会議を行います。 

 11 日、東上総教育事務所の指導室訪問となります。豊岡小で

す。 

 14日、市教育研究会の研修会です。 

 18日、教育事務所指導室訪問、睦岡小です。 

 21 日、先ほどお話ししたように、再度調整させていただきま

す。教育委員の学校訪問についてです。 

 翌 22日、教育事務所指導室訪問、松尾中学校です。 

 26日が同じく教育事務所指導室訪問、成東小です。 

 翌 27 日が教育事務所訪問、所長訪問で、午前中に日向小、午

後に大富小が予定されております。 

 以上です。 
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学校再編推進室長 続きまして、学校再編推進室です。 

 ここに記載はございませんが、26 日の火曜日、山武中・山武

南中学校のＰＴＡ・通学部会を開催する予定でございます。 

 以上です。 

 

生涯学習課長  続きまして、生涯学習課です。 

 まず１日、山武市青少年スリランカ派遣団の結団式を午後７時

から第６会議室で行います。 

 続きまして、２日です。山武市青少年育成市民会議総会を 15

時から第６会議室で行います。 

 23 日土曜日、こちらは山武市少年つどい大会、ドッジボール

大会になりますが、９時からさんぶの森中央体育館で行います。

こちらは青少年相談委員の事業となっております。 

 最後に 30日土曜日、山武市子ども会まつり、９時 45分から昼

12 時まで、松尾ふれあい館で行います。こちらは市の子ども会

連絡協議会の主催事業となっております。 

 以上です。 

 

スポーツ振興課長 続きまして、スポーツ振興課です。 

 24 日の日曜日、さんむスポーツフェスタを開催します。パー

クゴルフは蓮沼海浜公園のパークゴルフ場で９時から、ノル

ディックウオーキングは９時半から、ボッチャ大会は９時から、

蓮沼スポーツプラザで開催します。 

 以上です。 

 

教育長  以上でよろしいですか。ありがとうございます。 

 また、資料館につきましては、27 日に文化財審議委員会と所

長訪問とございますが、所長訪問が優先されるため、審議会は欠

席となる予定です。 

 その他に報告すべき事項がありますでしょうか。指導室長から、

教育委員会ダイアリーの報告をお願いします。 

 

学校教育課指導室長 別添の教育委員会ダイアリーをご覧ください。 

 ２番の会議等の情報の２つ目をご覧ください。長期欠席児童・

生徒担当者会議が４月 18 日に行われましたが、山武市の課題と

して、長期欠席生徒、不登校の児童生徒の出現率が大きいという
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ものがありますが、平成 28年度と 29年度を比べてみますと、多

少ではありますが、小中学校につきましては不登校の数、28 年

度から 29 年度を比べて、解消している方向に向かっているとい

うデータが出ましたので、今年度も引き続き関係機関や学校と連

携しながら解消していければなと思っております。 

 続いて、３番の市内学校情報をご覧ください。５月 22 日まで

に市教育委員会に寄せられた情報という中で、職員の交通事故、

児童生徒の交通事故というのが増えてきました。職員の交通事故

については全てが軽度の事故となっております。コンビニの駐車

場での接触であるとか、信号の停止中にぶつけられたもの、ぶつ

けたものというのはありますが、全て軽く、けががないというよ

うなものです。児童生徒についても、自転車での飛び出しでの接

触等があり、引き続き学校から注意していければと思います。虐

待、ネグレクトについても４件の報告・相談がありました。関係

機関と連携しながら解消していければと思っております。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。教育委員会ダイアリーにつきまして何

か伺いたいこと、質問等ありますか。 

 長欠対策について、先生方は大変忙しい中ですが、非常に丁寧

に対応していただいている部分があります。働き方改革などと言

われていますが、やはり時間外での対応ということになってきま

すので大変ですが、なるべく長欠を減らしたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

髙柳委員  先日、日本大学のアメリカンフットボール部の話がありました

ね。連日の報道を見ながら、本市の教育委員会を中心とした事務

の対応はすごいなとつくづく思いました。本市教育委員会は、対

応が何日も遅れるということがありませんので、とても頑張って

いただいているというのが私の感想です。ご苦労さまでございま

す。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

                                      

○議案第８号 
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（議案第８号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  それでは、最後になりました。議案第８号、職員の懲戒処分に

ついてでございますが、ここで担当職員以外の職員はご退席をお

願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 暫時休憩といたします。 

 

教育長  それでは、会議を再開します。議案第８号、職員の懲戒処分に

ついて、ここからは秘密会といたします。では、説明をお願いし

ます。教育総務課長、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 原案のとおり可決 

 

教育長  以上で、教育委員会第５回定例会は終了とさせていただきます。

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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