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◎開

会

教育長

午後３時 00 分
ただいまから、平成 30 年教育委員会第４回定例会を開会いたし
ます。

◎日程第１
教育長

会議録署名人の指名
日程第１、会議録署名人の指名を行います。今回は木島委員を
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
◎日程第２

はい。

教育長

会議録の承認
日程第２、会議録の承認についてです。平成 30 年教育委員会第
３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。
（「はい」の声あり）

教育長

異議がないようですので、第３回定例会の会議録を承認いたし
ます。

◎日程第３
教育長

教育長報告
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。
３月 16 日から４月 19 日の予定です。主なものを説明させていた
だきます。
まず３月 16 日ですが、小学校の卒業式ということで、山武西小
学校に出席をいたしました。
３月 19 日、スリランカ教育大臣との懇談会、総合計画審議会、
校長会送別会がありました。スリランカ教育大臣がこの日来日さ
れるということで、成田空港まで出迎えに参りました。その後、
懇談会が市長室で行われました。
３月 20 日ですが、教育大臣との懇談がありました。こちらは
成東小学校、それから成東中学校での子供たちとの交流を含めて
の懇談でございます。その後、こども園・幼稚園長会議もござい
ました。
３月 21 日、スリランカ派遣学生と教育大臣との対談がありまし
た。これは今行われていますスリランカへの海外派遣に参加した
子供たちと大臣との対談です。対談の後、大臣には成東総合運動
公園のグラウンドなどを見学していただきました。
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３月 22 日は庁議、それから同じくスリランカ教育大臣との懇親
会がありました。懇親会は市の市長、副市長、議長ほか、部長た
ちと行ってまいりました。
３月 23 日は臨時の校長会議と臨時の庁議がありました。これに
ついては、両方とも人事に関する内示でございます。
３月 26 日、広域行政組合教育委員会の定例会がありました。
３月 28 日は辞令交付式がありました。これは東上総教育事務所
で行われました。新規採用職員、それから退職者の先生方、教職
員を対象としたものでございます。終了後、山武市教育委員会に
戻り、臨時の校長会議を開催し、辞令の配布が行われました。
３月 29 日、行政組合議事録の署名がありました。私が署名人に
なっていましたので、先方においでいただいて議事録の署名をい
たしました。
３月 30 日は教育部内の退職者離任式、卒業式、それと市の退職
者離任式がありました。教育部では今回７人の方が退職されまし
た。
４月２日、新任校長辞令交付式、新規採用、課長職以上の辞令
交付式、年度始め式、庁議、教育部の年度始め式などがありまし
た。新任校長辞令交付式につきましては、校長先生方に、学校に
行く前に来庁していただき、辞令を出しました。それから東上総
教育事務所の所長がかわり、新たなメンバーで挨拶に来庁されま
した。
４月３日、広域行政組合教育委員会来庁の後、成東高校の校長
来庁ということですが、これも新年度を迎えて新たなメンバーで
挨拶に来庁されました。また午後には教職員など合同着任式があ
りました。これには委員の皆様にもご出席をいただいたものです。
４月４日は出先の機関の挨拶回りで、部長とともに回らせてい
ただきました。
４月６日、第１回教育部政策会議。部内政策がありました。
４月７日が山武市子ども会の総会がありました。また、平成 30
年度青少年相談員連絡協議会総会も行われました。４月、５月は
数多くの総会が開催されますので、出席予定となっております。
４月８日は食虫植物群落を守る会、それからスポーツ推進委員
の総会がありました。スポーツ推進委員につきましては、このと
き委嘱状の交付もさせていただきました。
４月９日は山武中学校の入学式に出席しました。それから午後
に、千葉県の教育長を訪問し、新たに就任された澤川教育長に挨
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拶に伺いました。これは椎名市長と小川教育部長と一緒に行って
おります。
４月 10 日、山武北小学校の入学式に出席いたしました。それか
ら山武地区の小中学校校長会の総会もこの日開催されました。
４月 11 日は、むつみのおか幼稚園の入園式に出席いたしました。
また、平成 30 年度の市町村教育委員会の教育長会議が県の教育会
館で行われ、これにも出席いたしました。
４月 12 日、山武地区小中学校長会、それから山武教育研究会の
方々がご挨拶に来庁されました。また第１回の校長会議が開催さ
れました。その後教育懇談会ということで、皆様には学力向上に
ついて懇談をしていただきました。その日、校長会の歓迎会も行
われました。
４月 14 日、30 年度のみどりみ子ども教室開級式に出席いたし
ました。
４月 16 日は、松尾高校の佐藤校長が教頭と共に来庁されました。
また、第１回の東上総管内教育委員会教育長会議がございました。
会議終了後に情報交換会も行われました。
４月 17 日、18 日、松尾小学校の基本設計のプロポーザル審査
が行われました。これには小野﨑職務代理にも出席していただき
ました。
本日、４月 19 日、この第４回の定例会ということになります。
以上で説明とさせていただきます。何かご質問などありますで
しょうか。
小野﨑職務代理

４月 13 日の東陽小の伊藤先生来庁というのは、特に何か理由が
あったのですか。

教育長

東陽小の校長先生が保健関係の役員をされており、その案内状
を発行するに当たり、教育長協議会長の名前が入るので、その確
認に見えたということでございます。
今年度、教育長協議会の会長が山武市教育委員会となり、私が
受けることになっておりますので、これからは教育長協議会関係
の会にも出席することとなります。また事務局についても受け持
つことになるので、いろいろと大変かと思いますがよろしくお願
いします。
他に、よろしいでしょうか。
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では、以上、教育長報告とさせていただきます。
それでは、議事に入ります。
本日の議題ですが、議案第１号、山武市社会教育委員の委嘱に
ついて、議案第２号、山武市スポーツ推進審議会委員の委嘱につ
いて、議案第３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４号、山武市図書館協議会委員の任命につい
て、議案第５号、山武市文化会館運営協議会委員の委嘱について、
議案第６号、山武市文化財審議会委員の委嘱について、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、
平成 30 年度（春）山武地区教育委員会連絡協議会表彰については、
氏名などの内容が含まれており、公開することによって個人のプ
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。
（全員挙手）
教育長

挙手全員です。よって議案第１号から第６号、協議第１号、第
２号は秘密会とさせていただきます。

◎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。議案第１号、山武市社会教育
委員の委嘱についてです。ここからは秘密会とさせていただきま
す。
それでは、提案理由を事務局から説明お願いします。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、山武市スポーツ推進審議会委員の委嘱について、
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事務局から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 原案のとおり可決

○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、山武市学校給食センター運営委員会委員の委嘱に
ついて、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、山武市図書館協議会委員の任命について、説明を
お願いします。図書館長、お願いいたします。

※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

○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、山武市文化会館運営協議会委員の委嘱について、
事務局からの説明をお願いします。文化会館長、お願いします。

※文化会館長から、資料に基づき内容を説明。
※審議結果 原案のとおり可決
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○議案第６号
（議案第６号は、秘密会につき概要と結果のみ記載）
教育長

議案第６号、山武市文化財審議会委員の委嘱について、説明を
お願いします。歴史民俗資料館長、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。
※審議結果 原案のとおり可決
教育長

それではここで一旦秘密会を解きます。

○議案第７号、第８号
教育長

続いて、議案第７号、山武市立小学校の廃止届及び設置届につ
いて及び議案第８号、山武市立中学校の廃止届及び設置届につい
ては関連しておりますので、一括して審議をしたいと思います。
提案理由の説明をお願いします。学校再編推進室長、お願いしま
す。

学校再編推進室長 資料の 11 ページをご覧ください。山武市立小学校の廃止届及び
設置届についてご説明申し上げます。
この廃止届、設置届につきましては、山武市教育委員会組織規
則第３条第４号の規定により、教育委員会に議決を求めるもので
ございます。こちらにつきましては教育機関の設置または廃止に
関することでございます。
提案する議案でございますが、山武市立松尾小学校と山武市立
豊岡小学校を廃し、新たに山武市立松尾小学校を設置します。新
校の学校の位置でございますが、山武市松尾町猿尾 383 番地に設
置するため、廃止届と設置届を千葉県教育委員会に提出すること
となりました。
なお、学校設置の根拠条例であります学校設置条例の一部改正
につきましては、12 月議会で可決されたことにより決定となった
ものでございます。
また、この廃止届と設置届につきましては、学校教育法施行令
第 25 条第１号及び学校教育法施行規則第 15 条の規定に基づいて
申請するものでございます。
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12 ページと 13 ページをご覧ください。松尾小学校と豊岡小学
校の廃止届です。こちらにつきましては、一旦両校を廃校とする
形になりますので、２校分の廃止届を提出することとなります。
施行規則の中には、この１番から５番に掲げる事項についてを記
載するようにということが規定されております。
また添付書類としましては、議決の証明、また平成 30 年度の予
算書を添付することとなっております。議決の証明書ですが、こ
れは 14 ページと 15 ページに記載してございます。先の 12 月の山
武市議会第４回定例会での議決をいただいたものの証明になりま
す。
16 ページ目以降が当該予算書となります。こちらの学校の廃止
及び設置に関することの当該部分でございますが、19 ページをご
覧ください。教育施設の適正配置の推進、事務局費として 3,637
万 3,000 円がこの予算に該当します。こちらを添付し、廃止の届
け出をするものでございます。
20 ページをご覧ください。新たに松尾小学校を設置するという
形をとりますので、同時に松尾小学校の設置届も提出いたします。
開校の時期は平成 31 年４月１日となります。21 ページには、こ
れの施行規則にどのような措置がされているかという４点につい
て記載したものでございます。22 ページは、平成 31 年４月の開
校時の児童数について記載したものでございます。
なお添付書類といたしまして、これに平面図をつけて千葉県教
育委員会に提出する予定でございます。
続きまして、中学校の廃止届と設置届についてでございます。
ページは 23 ページ目以降をご覧ください。提案理由は先ほどと同
じものになります。こちらにつきましては、山武市立山武中学校
と山武市立山武南中学校を廃し、新たに山武市立山武中学校を、
新校の位置である山武市埴谷 1855 番地に設置することについて、
学校廃止届及び学校設置届を千葉県教育委員会に提出するもので
ございます。
24、25 ページは両校の廃止届でございます。26、27 ページは、
その添付書類の中学校の設置条例の一部改正の 12 月議会での議
決をいただいたものの証明書となります。
28 ページ以降の予算書は、先ほどの小学校と同じものを添付し
てございまして、当該部分は 31 ページ、２つ目の教育施設の適正
配置の推進、3,637 万 3,000 円となります。
32 ページをご覧ください。山武市立山武中学校を設置するとい
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うことの設置届になります。開校の時期は平成 31 年４月１日です。
位置などについての調書がございますが、ここに記載してござい
ます。
34 ページには、平成 31 年の開校時の生徒数をここに記載させ
ていただきました。
以上ご審議いただきたくお願い申し上げます。説明は以上とな
ります。
教育長

ありがとうございました。ただいま説明をいただいた内容につ
いて、何かご質問などございますか。よろしいですか。
それではお諮りします。議案第７号及び第８号に賛成する委員
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２議案は原案のとおり可決とします。

◎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です。ここからは秘密会といたしま
す。事務局から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、資料に基づき新規申請分（８世帯 11 名）、継続申請分（170
世帯 283 名）について説明。
※審査結果 新規申請分７世帯９名及び継続申請分165世帯277名について認定。
○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

続いて、協議第２号、平成 30 年度（春）山武地区教育委員会連
絡協議会表彰について、説明をお願いいたします。教育総務課長、
お願いします。

※教育総務課長から、資料に基づき内容を説明。
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※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。

○協議第３号
教育長

続いて、協議第３号、平成 30 年度山武市教育委員会の園・学校
訪問についてを議題とします。事務局から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

協議第３号、教育委員会の園・学校訪問について提案いたしま
す。36 ページをご覧ください。
園・学校訪問につきましては、本年度も授業参観、研究協議を
行い、その後、給食をいただいて帰るという予定で計画しており
ます。
ねらいについてでありますが、訪問することで、授業参観、概
要説明を通して、経営の現状や課題を把握するということでござ
います。
37 ページをご覧ください。最近３カ年訪問していない学校、30
年度の計画案ということで、幾つかの学校に丸をつけさせていた
だきました。校長会議にて各学校には 30 年度に丸がついている学
校を対象に話をしております。教育委員会議の日程に合わせなが
ら、学校と連絡をとりまして、また決まり次第、委員の皆様には
ご連絡をさしあげたいと思います。
また、園訪問につきましては、日向幼稚園でお願いしたいとい
うことでございます。
なお、成東小学校、成東中学校におきましては、11 月２日の金
曜日に千葉県算数・数学教育研究大会山武大会が開催されます。
もしご都合がつくようでしたらご連絡をいただければ、こちらか
ら改めてご連絡をさせていただきますので、よろしくお願いした
いと思います。
以上でございます。

教育長

ありがとうございます。それでは、訪問のスケジュールとして、
37 ページの表のとおり、平成 30 年度は４校１園、５カ所の訪問
をする予定ですがよろしいでしょうか。
（「はい」の声あり）
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教育長

ありがとうございます。それでは、本案件は原案のとおり了承
とします。

○協議第４号
教育長

協議第４号、市内幼・小・中・こども園運動会・体育祭への出
席についてを議題とします。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。

学校教育課長

それでは、協議第４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提案いたします。
38 ページをご覧ください。今回ご協議いただきたいのは、５月、
６月に行われます小中学校の運動会・体育祭の参加についてお願
いしたいと思っております。
また、市長、副市長の参加につきましては、この後総務課秘書
係を通じまして照会をかける予定でございます。過去の参加状況
につきましては 39 ページにあるとおりでございます。
なお、運動会・体育祭の開会式に参加していただきたいと思っ
ておりますが、挨拶はなく、紹介のみという形でお願いできれば
と思っております。
５月 26 日、そして６月２日の分で、南郷小学校から参加してい
ただける委員のお名前につきましては、本会議終了後に教えてい
ただければ大変ありがたいと思います。よろしくお願いいたしま
す。
なお、埋まらない部分につきましては、事務局で参加させてい
ただきたいと考えております。
以上でございます。

教育長

ありがとうございます。５月 26 日土曜日、６月２日土曜日の計
８校分でございますが、これにつきましては定例会終了後にそれ
ぞれの希望で調整をしたいと思いますので、よろしくお願いしま
す。
本案件につきましてはよろしいでしょうか。
（「はい」の声あり）

教育長
◎日程第６

それでは、本案件は原案のとおり了承といたします。
報告事項
－12－

○報告第１号
教育長

日程第６、報告事項に入ります。報告第１号、平成 30 年度園児・
児童・生徒数について、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

報告第１号、平成 30 年度園児・児童・生徒数についてご報告い
たします。40 ページをご覧ください。
４月１日付の園児・児童・生徒数でございます。市内全体で園
児が 771 名、小学生が 2,084 名、中学生が 1,170 名でございます。
小中を合わせますと 3,254 名となります。また、これに園児を加
えますと 4,025 名、29 年度と比べますと、園児が 43 名の減、小
学生が 45 名の減、中学生が 83 名の減となっております。合計で
171 名の減でございます。
以上です。

教育長

ありがとうございます。児童数は減少を続けている状況でござ
いますが、これについて何かございますか。よろしいですか。
（「はい」の声あり）

○報告第２号
教育長

それでは続いて、報告第２号、平成 30 年度山武市小・中学校の
少人数指導講師・心の教室相談員・支援員の配置についてお願い
します。指導室長、お願いします。

指導室長

資料の 41 ページです。報告第２号、平成 30 年度山武市小・中
学校の少人数指導講師・心の教室相談員・支援員の配置について
の報告です。
まず少人数講師の人数は７名です。また心の教室相談員は、中
学校５名、小学校 11 名の計 16 名、これは昨年度と配置状況は変
わりません。
支援員につきましては、昨年度の同時期より３名増えました。
中学校が５名、小学校が 26 名の合計 31 名です。昨年度は中学校
が４名、小学校が 24 名でしたので増えております。新たに支援員
を設置した学校は蓮沼中学校、蓮沼小学校で、成東小学校が１名
増えて３人になりました。
また、昨年 10 月のスリランカからの転入生の関係で、昨年度途
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中に２名、英語が堪能な支援員を配置しております。現在は成東
中の宮坂支援員、成東小学校の土屋支援員が引き続き支援に入っ
ております。
現在 31 名の支援員ですが、本来ならば予算的には 32 名、もう
一人分予算が取ってありまして募集しておりますが、なかなか集
まらないという状況です。緑海小学校に配置する予定になってお
ります。よりきめ細やかな指導と支援の必要な子供に対応したい
という考えでやっていきたいと思います。
以上です。
教育長

ありがとうございます。ただいまの報告について、ご質問など
ありますか。一応支援員の数は徐々にですが、増やしていく方向
で進んでいます。今年度３名増えていますが、支援の必要な児童
生徒の数もまた増えてきているので、なかなか十分にはなってい
ない状況です。よろしいでしょうか。

○報告第３号
教育長

それでは、報告第３号、平成 30 年度東上総教育事務所の学校訪
問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、平成 30 年度東上総教育事務所訪問についてご報告
いたします。42 ページをご覧ください。
東上総教育事務所の所長及び指導室の訪問でございます。所長
訪問につきましては、６月１日の蓮沼小学校が本市のスタートで
ございます。指導室訪問につきましては、５月 30 日の鳴浜小学校
から始まる予定でございます。42 ページの上段には学校順の日に
ち、下段には日付順の訪問の順序を入れてございます。
なお、教育委員の皆様にも、もし参加できる日程がございまし
たらご連絡いただければ、こちらから改めて連絡をさせていただ
きますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上でございます。

教育長

ありがとうございます。東上総教育事務所の訪問も数多く予定
されていますので、行っていただける委員がいればよろしくお願
いします。よろしいでしょうか。
（「はい」の声あり）
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○報告第４号
教育長

では、報告第４号、平成 30 年度山武市校長会の役員についてお
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４号、平成 30 年度山武市校長会の役員についてご報告い
たします。43 ページをご覧ください。
平成 30 年度の役員ということで、会長を成東中学校の井上博文
校長、副会長に、中学校から松尾中学校の井上弘道校長、小学校
から成東小学校の髙蝶武校長、庶務に松尾小学校の上川和弘校長、
会計に南郷小学校の小関正彦校長となっております。
なお、役員の部分につきましては、表をご覧になっていただけ
ればと思います。
以上でございます。

教育長

ありがとうございます。何かお聞きになりたいことはあります
か。

木島委員

会長、副会長の任期はあるのでしょうか。井上校長は２年続け
ているようですが。

学校教育課長

任期につきましては１年となっております。井上弘道校長につ
きましては再任ということになります。

教育長

ほかはよろしいでしょうか。

○報告第５号
教育長

それでは、報告第５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。学校再編推進室長、お
願いします。

学校再編推進室長 前回の教育委員会の会議以降に行われました統合準備委員会の
会議の内容についてご説明いたします。資料は 44 ページになりま
す。
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。３
月 22 日木曜日、第４回の総務部会が行われました。ここでの議題
は継続審議の内容となりまして、校歌及び校章の選定について協
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議をいたしました。
第３回の総務部会では、新しく作成するか、既存のものを生か
すかという２つの意見が出た中での議論となりました。いずれに
してもいろいろな方法があるということで、一度持ち帰って検討
しようということで迎えた協議会でございました。校歌の選定、
校章の選定、いずれも、新しいものをつくるということで意見が
一致しました。
まず校歌につきましては、音楽の先生に、候補者のことであっ
たり、校歌のつくり方であったり、そういったことの相談をしな
がら、両校の中学校の音楽の先生の協力を得ながら進めていこう
ということで進めております。
続いて校章の選定についても、児童や生徒からデザインを募集
していったらどうかという意見がありました。これについては、
美術の先生にデザインや色合いを、生徒へ指導することを依頼で
きないかということで、今その調整を行っているところでござい
ます。
報告事項は以上でございます。
教育長

ありがとうございます。よろしいですか。
（「はい」の声あり）

教育長

今のところ順調ということでよろしいですね。

○報告第６号
教育長

それでは、報告第６号、平成 30 年度山武市少年海外派遣事業実
施要項について、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 45 ページになります。報告第６号、平成 30 年度山武市少
年海外派遣事業実施要項について説明させていただきます。この
たび実施要項を策定しましたので、今回ご報告させていただくも
のです。
１番の目的から４番までは昨年度と変わりございません。今年
度もニュージーランドに派遣をしたいと思っております。
５番、派遣期間ですが、平成 30 年８月 16 日木曜日から平成 30
年８月 23 日木曜日、６泊８日で行う予定となっております。
派遣人員につきましても、昨年同様、山武市内に住所を有する
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中学２年生、３年生及び高校生で、合計 18 名を上限としておりま
す。
派遣団につきましては、団長、事務担当者１名は決まり次第ご
報告をさせていただきたいと思います。
８番の事業内容です。こちらも大きな変更はございません。事
前の研修を４回程度実施したいと考えております。現地研修です
が、今年度につきましてはニュージーランドからの学生を受け入
れる年度となっておりますので、現地において、その受け入れを
行う学生との交流も予定しております。３番、事後の研修ですが、
こちらも２回程度実施を予定しております。
９番、派遣生の募集ですが、募集期間は 30 年５月１日から同年
５月 31 日までの１カ月間行いたいと思っております。募集チラシ
の配布などにつきましては、既に中学校へ依頼済みであります。
事前説明会ですが、こちらにつきましては５月 11 日金曜日、午後
７時から、保護者同伴で市役所会議室にて行う予定になっており
ます。募集条件についてはこれまでと変更ございません。
続きまして、46 ページをご覧ください。11 番、派遣生の決定で
ございます。派遣生の決定に当たりましては、６月９日土曜日に
面接を行い、決定したいと思います。決定者には郵送にて通知を
差し上げる予定です。
最後に 15 番、派遣生が負担する費用です。昨年同額８万円を予
定しております。現在のところ燃料サーチャージ料につきまして
の徴収は予定しておりません。ただし、今後世界情勢などにより
ましてはかかる場合がございますので、その旨申し伝える予定で
ございます。
説明は以上です。よろしくお願いします。
教育長

ありがとうございました。ニュージーランド派遣について、何
かございますでしょうか。

小野﨑職務代理

ホームステイは５日なのですか。これは昨年度より１日増えて
います。

生涯学習課長

本年度につきましては、ホームステイを５日ということで予定
しております。

小野﨑職務代理

学校に３日行ってホームステイ５日ということですので、２日
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間はホームステイの中で行動するということでしょうか。
生涯学習課長

はい。

小野﨑職務代理

そうですか。わかりました。

教育長

ほかはよろしいですか。

○報告第７号
教育長

続いて報告第７号、平成 30 年度山武市青少年スリランカ派遣団
の団長及び事務担当職員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

47 ページをご覧いただきたいと思います。平成 30 年度山武市
青少年スリランカ派遣団の団長及び事務担当職員につきまして決
定しましたので、ご報告させていただきます。
派遣団の団長につきましては、教育部長の小川宏治氏を、事務
担当者につきましては、生涯学習課社会教育指導員の山﨑豊氏を
それぞれ決定しましたので、ご報告させていただきます。
説明は以上になります。

教育長

よろしくお願いします。ちなみに先遣隊が５月 14 日から 20 日
まで、現地の状況を見てきてもらうことになっております。

○報告第８号
教育長

続いて報告第８号、松尾公民館ダンススタジオ利用状況につい
てお願いします。松尾公民館長、お願いします。

松尾公民館長

報告第８号、平成 29 年度松尾公民館ダンススタジオ利用状況に
ついて報告させていただきます。資料の 48 ページをご覧ください。
ダンスのジャンル別、年代別に利用者数を集計したものでござい
ます。
ダンスの種類別で見ますと、ヒップホップ、これが最も多く１
万 487 人のご利用がありました。これは全体の約７割を占めてお
ります。２番目フラダンス、2,815 人。３番目にその他、その他
といいますのは、ストリート・レゲエという種類でございます。
こちらが 1,011 人。続きましてＫ－ＰＯＰ517 人、そしてジャズ
－18－

320 人でございます。
年代別で見ますと、小学生が最も多く 5,189 人ということで、
全体の約３分の１を占めております。以下、一般の方が 4,410 人、
高校生 2,465 人、未就学児 1,901 人、中学生 1,185 人でございま
した。
１年間の利用者総数につきましては、平成 28 年度が１万 889
人でありました。平成 29 年度は１万 5,150 人ということで、4,261
人の増加となりました。平成 30 年度も引き続き利用者が多くなり
ますよう努めてまいりますので、どうぞ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。ただいまの報告について、ご質問など
ありますか。

木島委員

感想ですが、これは 150％増です。すばらしいと思います。

松尾公民館長

ありがとうございます。

教育長

ほかはよろしいですか。フラダンスがすごく増えていますよね。
フラダンスをする人ってそんなにいるのでしょうか。

松尾公民館長

ヒップホップやジャズ、ストリートダンスにつきましては、公
民館主催の講座やイベントを主催したことがあった関係で増加し
ていると考えられますが、フラダンスにつきましては公民館で講
座を主催しておりませんので、口コミの影響や、市外の方のご利
用が特に多くなっている状況だそうです。

教育長

わかりました。ほかはよろしいでしょうか。
（「はい」の声あり）

○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 49 ページをご覧ください。３月の行事の共催・後援につい
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て承認件数ですが、共催が１件、後援が５件です。それぞれの資
料につきましては 50 ページから 61 ページまででございます。ご
確認をお願いします。
教育長

それでは、資料がそれぞれついておりますのでご覧ください。
よろしいでしょうか。ご覧いただきましたか。

髙柳委員

酒蔵コンサートっていろいろな人を呼ぶのですね。

木島委員

かなり長い年月やっているのですよね。震災のときだけ中止に
なったようですが。また今回は、千葉県にも協賛していただいて
います。

髙柳委員

千葉交響楽団も来ますね。

木島委員

いわし丼のキッチンカーも登場しました。

教育長

それでは、次に行かせていただきます。

○報告第 10 号
教育長

報告第 10 号、５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

教育総務課です。16 日水曜日、午後２時から６時予定です。山
武地区教育委員会連絡協議会表彰式及び総会が東金市役所で行わ
れます。
続いて 24 日木曜日、午後１時 30 分から教育委員会第５回定例
会をこの場で行う予定です。
続いて 25 日、平成 30 年度、関東甲信越静市町村教育委員会連
合会総会及び研修会が静岡県の武道館で行われます。
以上です。

学校教育課長

続いて学校教育課です。学校教育課は４点でございます。
まず初めに、５月８日、小中学校の校長会議。
15 日、山武市の小学校陸上競技大会が成東運動総合公園で行わ
れます。
続いて 17 日、山武市教育研究会総会が大富小学校で行われます。
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今年度から参加者は全教職員ではなく、代議員制となっておりま
す。
26 日に小中学校の運動会、体育祭という予定になっております。
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。ここには記載がございませんが、
まず５月１日、山武市山武南中学校のＰＴＡ・通学部会を開催い
たします。
９日水曜日ですが、松尾小学校、豊岡小学校の総務部会を開催
いたします。こちらは学校再編推進室で対応いたします。主な議
題は、制服とトレーニングウエアの製造メーカーの決定をしたい
と思います。
以上です。
生涯学習課長

続いて生涯学習課です。まず１日ですが、先ほどお話しいたし
ましたニュージーランド派遣生の募集開始を行います。
続きまして、５月７日、スリランカ派遣研修生の募集締め切り
になります。４月９日から募集をしておりましたが、７日で締め
切りをさせていただきます。
続きまして 11 日、家庭教育学級の合同開級式及び講習会を行い
ます。13 時 30 分からのぎくプラザになります。講演会につきま
しては、講師にＮＨＫのバレーボール解説者、あとは栄養コンサ
ルタントをやっております杉山明美氏を招きまして、
「教育界は驚
いた！！～子どもの能力を伸ばすためにできること～」という題
で、朝ご飯の大切さ、それがどう学力につながるのかといった内
容についてお話をいただく予定ですので、お時間のある方はぜひ
ご出席いただければと思います。
同じく 11 日、その晩ですが、ニュージーランド派遣に係る事前
説明会を 19 時から、第６・第７会議室で行います。
続きまして、翌日 12 日土曜日、スリランカ派遣研修生の候補者
面接を、こちらの会議室で８時半から行いたいと思っております。
13 日日曜日、こちらにつきましては、人数が多かった場合、も
しくは派遣生がどうしても学校行事などで 12 日に来られなかっ
た場合ということで、予備日としまして候補者の面接日を設けて
おります。
続きまして、14 日月曜日、先ほど教育長からありましたが、20
日までスリランカ先遣隊として、教育部長をはじめ３名の出発に
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なります。
続きまして、17 日木曜日、女性の会総会をのぎくプラザ視聴覚
室で行います。
最後、18 日金曜日になります。山武郡市子ども会育成連絡協議
会の総会を行います。今年度、山武郡市子ども会育成協議会の事
務局を山武市で受け持っておりますので、今回山武市で開催する
ことになっております。
以上です。
スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。13 日の日曜日、山武市体育協会の総会が
17 時から蓮沼の浪川荘で開催されます。
以上でございます。
歴史民俗資料館長

資料館です。５月６日、左千夫春の宴ということで「ゆづりは
茶会」を 10 時から３時まで実施いたします。
それと５月 13 日、食虫植物の春の観察会を実施いたします。
５月 26 日には藍の会朗読会とあるのですが、準備不足のため中
止とさせていただきます。よろしくお願いします。

文化会館長

成東文化会館です。18 日の金曜日、自主事業でありますサロン
コンサートを 19 時から開催いたします。５月は「歌の花束～世界
の歌をあなたに～」ということで、歌と共に世界をめぐる名曲コ
ンサートということで開催を予定しております。
続きまして、23 日の水曜日、山武市文化会館運営協議会を 15
時 30 分から開催を予定しております。
26 日の土曜日、こちらもやはり自主事業なのですが、映画「ザ・
ウォーク」、10 時からと 14 時からの２回の上映を行います。この
映画は、1974 年のワールドトレードセンターでの空中綱渡り挑戦
を実写化した実録ドラマということであります。
それと 27 日日曜日につきましては、第 22 回のぎくプラザ合唱
祭を 14 時から開催いたします。
以上でございます。

教育長

ほかはございますか。以上でよろしいですか。
では、そのほかに報告すべき事項があったらお願いします。ダ
イアリーはありますか。
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指導室長

それでは、教育委員会ダイアリーをご覧ください。毎月教育委
員会定例会のときに出させていただきます。今回は、先ほど課長
からも説明がありましたが、平成 30 年度スタートに当たって、入
学生とか児童数の変化を載せさせていただきました。
２番目は会議、辞令交付、臨時校長会、合同着任式の様子を載
せさせていただきました。
３番目につきましては、毎月学校情報ということで、あったこ
とということで、今回、これは４月 12 日現在ですが、保護者の対
応の意見、その他３件ということで、特に保護者の対応につきま
しては、新年度を迎えて学級編成とか引き継ぎとかはうまくいっ
ているのかという保護者の心配の声の電話の相談などでありまし
た。
裏側につきましては、３月に行われた大富小学校のスポーツ義
足体験について載せさせていただきました。毎月子供たちの活動
などについて、写真で裏側に載せさせていただいております。
以上です。

教育長

ありがとうございます。ダイアリーについて何かお聞きになり
たいことはありますか。よろしいでしょうか。
そのほかに報告事項はありますか。よろしいですか。
それでは、私から１件だけ申し上げます。今新たに統合してで
きる学校について、コミュニティ・スクール化を進めるというこ
とで、昨年は勉強会などもさせていただいているところですが、
31 年の開校時にあわせてコミュニティ・スクール化するに当たっ
て、学校運営協議会の設置について、規則などをつくらなければ
いけません。
そういったことも含めて、教育委員会としてそういうことも議
決したいと思っていますので、事務的にその準備を始めさせてい
ただいていますのでよろしくお願いします。また必要なときには
ここに諮って決めていくことになります。よろしくお願いします。
ほかになければ、以上で、教育委員会第４回の定例会を終了と
いたします。お疲れさまでした。

◎閉

会

午後４時 43 分
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