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平成 29年山武市教育委員会第 12回定例会会議録 

 

１．日 時  平成 29年 12月 21日（木）午前８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 山武市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

議案第２号 山武市学校給食費収納補助員設置規則の一部を改正する規則の制

定について 

 

協議事項 

協議第１号 平成 30年度当初予算（案）の概要について 

 

報告事項 

報告第１号 山武市議会第４回定例会の報告について 

報告第２号 平成 29年度卒業式・平成 30年度入学式の対応について 

報告第３号 通学路合同点検進捗状況について 

報告第４号 平成 29 年度「地域学校協働」推進に係る文部科学大臣表彰受賞に

ついて 

報告第５号 第 12回さんむロードレース大会の結果について 

報告第６号 第 66回左千夫短歌大会入賞者について 

報告第７号 成東・東金食虫植物群落の盗掘について 

報告第８号 行事の共催・後援について 

報告第９号 １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 雅弘 

教育総務課長 伊藤 かほる 

学校再編推進室長 川島 美雄 

学校教育課長 井上 博文 

学校教育課指導室長 内田 淳一 

生涯学習課長 越川 正 

スポーツ振興課長 所田 吉泰 

文化会館長 川島 政和 

図書館長 八角 節 

成東中央公民館長 子安 真裕美 

松尾公民館長 鈴木 昌子 

学校給食センター所長 神谷 英典 

さんぶの森公園管理事務所長 嘉瀬 多市 

歴史民俗資料館長 山口 直人 

子育て支援課長 秋葉 絹 

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  午前８時 30分 

教育長  ただいまから、平成 29年教育委員会第 12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、清水委員を

指名いたします。よろしくお願いいたします。 

 

清水委員  はい。 

                                      

◎日程第２ 会議録の承認 

教育長  日程第２、会議録の承認。平成 29年教育委員会第 11回定例会

の会議録について、事前に配布してありますが、皆様いかがで

しょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  異議がないようでございます。第 11 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。私から報告いたします。資料の１ペー

ジ目をご覧ください。 

 11 月 17 日から 12 月 21 日、本日までの分となります。表の順

に従って、主立ったものの説明をさせていただきます。 

 まず、11 月 17 日、議会が始まります。庁内の調整会議がござ

いました。 

 その日、スリランカからチャンダシリ高僧が来庁されまして、

市長室での挨拶がありました。今回、幼稚園の先生２人が同行さ

れたということで、市内のこども園を視察されています。その後、

食事会がございました。 

 11 月 18 日は、山武市シニアバレーボール大会が、さんぶの森

中央体育館で開催されて出席しております。 

 11 月 20 日、東上総教育事務所市東次長来庁でして、これは来

年度の人事についての件でございます。 

 11月 21日、22日に職員採用試験面接。これは上級職の面接が

２日間にわたり行われました。 

 22 日には、「若潮会」の祝賀会・情報交換がエストーレホテ
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ルで開催されました。退職校長等の顕彰等でございます。 

 11月 24日、山武市議会第４回定例会が開会となりました。 

 午後には、食虫植物群落保護検討委員会が開催されております。 

 11 月 26 日、第 12 回さんむロードレース大会。蓮沼海浜公園

で行われました。委員の皆様にもご出席をいただいておりますが、

お天気にも恵まれ、また多くの方の協力を得て、無事に終了する

ことができました。 

 11 月 28 日は、道徳の公開研究会、鳴浜小学校で開催され、視

察に行っております。 

 11月 30日、12月１日、議会の一般質問がございました。これ

については後ほど報告があると思いますが、今回 10 名のうち７

名の方から教育委員会関係のご質問をいただいているところです。 

 １日には中日本航空の校長先生がお見えになったということで、

市長室での挨拶に同席いたしました。 

 12 月３日、青少年のつどい山武地区大会、蓮沼スポーツプラ

ザで行いました。青少年相談員が主催によるもので、ウォークラ

リーが開催されました。 

 12 月５日、文教厚生常任委員会、それから同じく文教厚生常

任委員会への説明会ということで、常任委員会の閉会後、松尾小

学校の建設計画について行いました。終了後、庁議がございまし

た。 

 12 月６日は、東上総教育事務所所長面談ということで、来年

度の人事について、所長との最初のヒアリングがございました。 

 12 月７日、教育支援委員会。教育委員会会議室で行われまし

て、今回 21件のケースについて協議をいただきました。 

 12 月８日は、校長会議、それから成東駅前観光交流センター

の学習室が２階の会議室部分に開かれるということで、その披露

の会がございました。委員の皆様にもご覧いただいたところでご

ざいます。 

 その後、校長会と東上総教育事務所との情報交換会が行われま

した。私も出席しております。 

 12 月９日、豊岡スポーツクラブ体験会ということで、今、豊

岡地区で総合型の地域スポーツクラブの創設に向けて活動が行わ

れています。その中で、グランドゴルフとノルディックウォーキ

ングの体験会が行われて、今後のクラブ設立に向けての動きでご

ざいます。 

 12 月 11 日、教育委員会第 12 回定例会事前打ち合わせという
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ことで、本日の議案の確認でございます。 

 12 月 12 日、山武市議会第４回定例会の閉会日でございます。

この日で議会が終わり、全ての議案をご承認いただきました。 

 12 月 13 日、市長表敬訪問（鳴浜小学校長）とありますのは、

鳴浜小学校で長年行われています韓国の半月初等学校との交流に

ついて、高円宮賞をいただきました。当日韓国文化院で、高円宮

様から直接この賞をいただいたということで、立派な勲章、賞状

をいただいて、この日、韓国からも、安山市の韓日友好協会の会

長のイ・ホジンさんという方がわざわざおいでいただきまして、

校長先生とその韓国の方とで市長を表敬訪問されたものでござい

ます。 

 同じく 12月 13日には、第４回社会教育委員会議が開催されて

出席しております。 

 12 月 14 日、表敬訪問。こちらは高田氏、髙橋氏とありますが、

障害者スポーツ大会で優勝された方です。高田さんにつきまして

は、今まで走り幅跳びで４メートル 97 センチの記録で金メダル、

第１位をとったということです。何と 17 連覇をされているとい

うことで、毎年お見えになっています。 

 髙橋さんは、ジャベリックスロー、ご存じでしょうか。ダーツ

の矢を大きくしたようなものを投げる競技です。車椅子に乗った

まま投げるものですが、今回の記録が８メートル 22 センチとい

うことで、やはり金メダルを獲得されました。髙橋さんについて

は今回が３度目の優勝ということでございます。ということで表

敬においでいただきました。 

 同じく 14 日には、教育委員会研修会及び校長会の懇談会とい

うことで、これは委員の皆様にもご出席をいただいて開催された

ものでございます。 

 12 月 15 日、松尾高校「地域への提言」とございますが、松尾

高校の１年生４クラスの方の提言、それと英語でのスピーチ、そ

れからスリランカへ今回、市の訪問で参加された方の報告がござ

いました。大変すばらしい報告でした。 

 それから 12月 19日に、庁議とオリ・パラ戦略推進本部会議と

ありますが、この予定が変更になりまして、12 月 20 日に行われ

ています。 

 12 月 20 日が午前中、文教厚生常任委員会協議会が開催され、

午後から職員採用試験の２次面接、これは文化財の調査員の面接

でございます。その後に、この 19 日のところに書いてあります
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庁議、庁議後、オリ・パラ戦略推進本部会議、ここには記入があ

りませんが、その後に行政改革推進会議も行われています。 

 そして本日ですが、12 回の定例会、この会議でございます。

この後、柏市教育委員会への視察がございます。 

 私からの教育長報告は以上です。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  ありがとうございました。 

 それでは、議事に入ります。 

 本日の議題ですが、議案第１号、山武市スポーツ推進審議会

委員の委嘱について、報告第６号、第 66 回左千夫短歌大会入賞

者について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１号、平成 30 年度当初予算

（案）の概要については、市議会に提出前であるため、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。 

 よって、議案第１号、協議第１号、報告第６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  議案第１号、山武市スポーツ推進審議会委員の委嘱についてを

議題とします。 

 それでは、提案理由を事務局から説明をお願いします。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 

 

教育長  それでは、ここで秘密会を解きます。 
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○議案第２号 

教育長  議案第２号、山武市学校給食費収納補助員設置規則の一部を改

正する規則の制定についてを議題とします。 

 提案理由を事務局から説明をお願いします。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 学校給食センター所長の神谷です。よろしくお願いします。 

 議案第２号についてご説明させていただきます。資料につきま

しては５ページから 10ページになっております。 

 本規則の改正ですが、平成 29 年山武市議会第４回定例会にて、

山武市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例が可決されました。これに伴いまして、

条例に関する本規則第９条の一部を改正するものです。 

 改正の内容につきましては、11 月に行われました第 12 回定例

会にて協議いただきました内容から変更はございません。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。条例の改正に伴う規則の変更というこ

とですが、これについては前回協議も行っているものでございま

す。何かご意見、質問ございますか。 

 

 （「なし」の声あり） 

教育長  よろしいですか。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、協議事項に入ります。協議第１号、平成 30 年度当

初予算（案）の概要について。 

 それでは、事務局からの説明をお願いいたします。 
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※資料に基づき、各所属長より平成 30 年度当初予算（案）の概要を所属別に説明。 

 

※審議結果 原案のとおり了承 

 

教育長  それでは、ここで秘密会を解きます。 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第１号 

教育長  続きまして、日程第６、報告事項です。報告第１号、山武市議

会第４回定例会の報告について、事務局からの報告をお願いしま

す。部長、お願いします。 

 

教育部長  それでは、議会報告をさせていただきます。資料の 12 ページ

をお開きください。12 ページが第４回定例会の会期表になりま

す。今回の議会ですが、11 月 24 日開会で、12 月 12 日までの会

期で行われました。一般質問については 30 日と１日の２日間で

行われております。 

 それでは、一般質問の主な内容について説明させていただきま

す。お配りしました教育委員会に関する一般質問という別刷りの

冊子をご覧いただければと思います。 

 まず１ページでございます。本山議員の質問でございますが、

児童を取り巻く環境の課題についてということで、資料にござい

ます青色が議員からの発言、黄色が執行部からの答弁という作り

になっております。 

 まず１ページ、本山議員の質問の趣旨としましては、児童福祉

法の改正が 28 年にありまして、その中で、市町村及び児童相談

所の体制の強化や里親委託の推進等、所要の措置を講ずるように

なる。２ページ目をご覧いただければと思います。その中で、最

前線とも言える教育委員会の立場からの意見をまず聞きたいとい

うお話でした。 

 教育長からは、山武市でも、家庭児童相談室での虐待相談件数

が年間 90 件を超えている。いち早く早期に発見する必要がある

と考えている。児童相談所、警察、民間団体など、外部の関係機

関と密に連絡をとって体制を強めてまいりますと答弁させても

らっています。 

 次に、３ページですが、施行からこれまでの取り組みについて

はどうかという質問です。 
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 回答ですが、学校においては校長を中心に生徒指導委員会を組

織し、情報交換や共有を行い、早期発見、早期対応に努めている。

虐待と思われるケースについては、学校から市役所、子育て支援

課、家庭児童相談室へ通報することになっております。また、山

武市においては家庭教育学級等で、親業講座やＣＡＰ、子供への

暴力を予防・防止するプログラムを行い、児童虐待防止について

取り組んでいるようなお話をさせていただきました。 

 次に、４ページをご覧いただければと思います。市川議員の質

問になります。市川議員からは、通学路の安全対策についての質

問でございました。４ページにあるとおり、通学路の安全プログ

ラムの作成に当たって、どのように計画し、取り組んでいるかと

いう質問でした。 

 市教育委員会や警察、県土木事務所等、関係機関との連携体制

を確かなものにするよう、山武市通学路安全推進会議を設置し、

平成 26 年に策定した山武市通学路交通安全プログラムをもとに、

合同点検を実施しております。市の通学路は広域のため、山武地

区、成東地区、松尾・蓮沼地区の３地区に分け、１年ごとの輪番

で点検しております。 

 ５ページですが、29 年度においては山武地区を中心に、県道

８カ所、市道 13カ所、全 21カ所で実施しているという回答をさ

せていただきました。 

 続いて、８ページをご覧いただければと思います。今後、山武

中学校と山武南中学校の統合により、通学路の防犯も大変危惧さ

れる。児童生徒の安全対策を切にお願いしたいが、教育長の見解

を聞きたいというお話でした。 

 29 年４月から統合準備委員会を設置し、31 年４月の開校に向

け、協議・検討を行っている。その中で、学校、地域、保護者が

一体となって通学路については協議を行っているところで、通学

路の安全確保については、危険箇所の把握や防犯灯の設置など、

関係機関と連携して対策をし、安全確保に努めてまいりたいと考

えているという回答をさせていただきました。 

 次に、９ページが長谷部竜作議員の質問になります。長谷部議

員は、廃校舎の利用計画とさんぶの森公園についての質問です。

まず廃校利用でございますが、９ページになります。現在の日向

小学校、山武西小学校が廃校となる。校舎設備の今後の利活用が

期待されるところだが、今後の利用についてどんな手順、また方

法で進めていくのか聞かせてほしいという質問です。 
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 市長からは、現在のところ、この２つの日向小、山武西小につ

いては、固まった利用方法はない。空き校舎をどのような形で利

用するかということについては、さまざまな知恵を出して取り組

んでいく必要がある。それぞれのケースによって、最善の利用方

法が何であるかを検討する中で決めていきたいと考えているとい

う答弁をさせてもらっています。 

 次に長谷部議員からは、山武西小で行っている大木の祭りにつ

いて、存続を図ってほしいという質問でした。 

 10 ページが市長からの答弁になります。大木の夏祭りについ

ては、西小が地域に開校したことを機に始まったもので、地域コ

ミュニティの模範と考えている。ただ、ハード面で学校が存在し

ても、その夏祭りがうまくいくとは限らないと考えている。今の

南中学校の校舎を新しく小学生が使えるような形にし、今後は少

し発展的なお祭りにしていただいて、地域の活性化を図っていた

だけることを念願するという答弁をさせてもらっております。 

 次に、11 ページ以降のさんぶの森公園の質問になります。先

ほどもグリーンタワー等の質問がありましたが、今後の維持補修

計画はどのようになっているのかという質問です。 

 今後の見通しとしましては、平成 31 年度にグリーンタワー非

常階段の改修費として 8,900 万円、30 年度は実施設計ですので、

31 年度が工事になります。この段階で 8,900 万円がかかるよう

になります。32 年度にふれあいセンター内文化ホール特定天井

耐震化の改修費として、4,600 万円を予定しているところであり

ます。 

 次に 12 ページをご覧いただければと思います。グリーンタ

ワーに 8,900万円の費用をかけ補修するのであれば、ぜひグリー

ンタワーをもっと積極的に活用すべきではないかという提案でし

た。また、13 ページにありますように、グリーンタワーが山武

市のイメージアップにつながると思うので、積極的に活用してい

ただきたいという質問でした。 

 答弁としましては、施設面でも老朽化も顕著に見られるが、施

設全体の改修計画を策定し、国や県と積極的な協議により、より

有利な財源確保のもと計画を進め、利用者の利便性も高めていき

たいと考えているという答弁をさせてもらっております。 

 次に、14 ページが並木幹男議員の質問になります。並木議員

からは、教職員の処遇状況についての質問がありました。教諭の

１週間当たりの平均勤務時間は、全国の小学校で 57時間 25分、
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中学校で 63時間 18分、これは深刻な状況であるが、山武市の教

職員の勤務状況をどのように把握しているのかという質問です。 

 答弁ですが、本市小中学校における教職員の週当たりの勤務時

間は、４月から 10 月までの平均で、小学校が 53 時間 30 分、中

学校が 61時間 13分でございました。全国よりは若干短いという

状況です。 

 15 ページですが、次に部活動に当たっている教諭の状況はど

うかという質問でした。 

 回答ですが、中学校の主顧問は、月当たり 5.9日、主顧問以外

では約 1.2日でございます。 

 その次に、今後の改善策が求められると思うが、教育委員会と

しては今後どのように改善していくのかという質問です。 

 回答が 16 ページになります。教職員の多忙化解消のため、外

部人材の活用に取り組んでまいります。特に部活動については教

職員以外の外部人材に顧問を命じることができるよう、法令の改

正が行われております。教職員の負担軽減に大きく寄与すること

が期待される制度であるので、今後その条件整備に努めてまいり

ます。また人的支援以外では、校務支援システムの導入、ＩＣＴ

を活用して、業務の効率化を図っています。昨年度の調査では、

担任の業務が年間で 80 時間の短縮になっており、１日当たり 27

分の短縮となったという成果が上がっているという答弁をさせて

もらいました。 

 次に、21 ページを開いていただきたいと思います。和田議員

の質問です。和田議員は成東中学校の廃校問題の質問でございま

す。成東中学校は、山武市の小中学校 19 校ある中で建物が一番

古い学校であり、最初に建て直しが必要な学校なのに、なぜ東中

の建て直しを優先させたのか、市長の答弁をお聞きしたいという

話でした。 

 22 ページが回答で、成東中学校については、当時の耐震基準

で、耐震工事を行うことで大丈夫だという設計の判断がありまし

た。ただ、東中については構造上の問題として、耐震補強がどう

してもできない、Ｉｓ値としても低かったことから、当時の判断

で東中を優先した経緯があるという答弁を行っております。構造

上、どうしても東中が悪かったというのが原因でございます。 

 23 ページで、成東中学校廃校を考え直す気はないのかという

質問です。 

 24 ページが回答になります。中段ですが、成東中学校の問題
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については、これを廃校問題というふうにご質問いただいている

が、学校が統合されれば結果的にどこかの学校がなくなるという

ことで、整理整頓していかなければならない。そのうち片方が使

える校舎であれば、当然それを使っていくという判断をしていく

ことは、市長としてはやむを得ないことだ。教育委員会的にも、

執行部、財政を預かる財政部局としての執行部の考え方としても、

議会として理解賜り、今の段階ではこの方針を立てたことは間

違っていないというような回答をさせてもらっております。 

 そして、35 ページをお開きいただきたいと思います。石川議

員の質問になります。これも通学路の安全対策です。特に南郷小

学校の通学路についての質問でした。半数以上の生徒が通る道と

いってもおかしくない道だが、劣化が進み、大分傷んでいる、グ

リーンベルトもなく、保護者の方が大変困っている状況だ。これ

らの状況について、しかしながら前回の交通安全点検箇所一覧に

は載っていなかった。なぜ掲載がないのかという質問でした。 

 回答ですが、36 ページになります。通学路の危険箇所につい

ては、ＰＴＡや地域の方々のご協力をいただきながら情報を集約

しているが、ご指摘のように危険箇所として情報を把握できない

ところもある。今後学校や関係機関との連携を密にし、情報収集

に努め、安心して通学できるよう取り組んでまいりたいという話

をさせてもらっております。今後漏れのないよう進めていきたい

と考えております。 

 最後、37 ページ、小野﨑議員の質問になります。主に松尾小

学校の建て替えについての質問です。山武市では今後どのような

小学校を建設していきたいか、今後の小学校建設に当たってのコ

ンセプトはどういうものなのかという質問でした。 

 回答ですが、松尾小学校においては、上空に飛行機が飛び交う

ため、学習環境の騒音対策が最重要課題となっている。防音性能

を十分に高めた校舎と、窓をあけられないことによる空調・換気

設備の充実を行ってまいります。その上で、子供、保護者が、こ

の学校に行きたい、通わせたいと思え、教職員が、この学校で教

えたい、働きたいと思える学校、また地域の方々にとっては、こ

の学校が自分の誇りだと思える学校を建設していくべきだと考え

ているという答弁をさせてもらっております。 

 小野崎議員からは最終的な要望として、38 ページになります。

少子化が進んでいる地域、航空機騒音下である場所、豊岡小学校

との統合も含めた学校であり、ぜひ特色ある、工夫を凝らした、
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すばらしい学校にしていただきたいという要望で終わっておりま

す。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございました。ただいま説明いただきました一般質

問の内容について、何かお聞きになりたい点等ございますでしょ

うか。 

 

教育部長     一般質問とは関係ありませんが、小中学校の設置条例について、

全員賛成ということで可決していただきました。 

 

教育長  ほかに何かございますでしょうか。 

                                      

○報告第２号 

教育長  それでは、報告第２号、平成 29年度卒業式・平成 30年度入学

式の対応について、事務局からの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  それでは、資料の 22ページをご覧ください。平成 29年度の卒

業式・平成 30 年度の入学式の対応についてご検討いただきたい

と思います。 

 まず卒業式ですが、小学校については全て３月 16 日金曜日、

中学校については３日間に分かれてしまっておりますが、９日、

10 日、13 日と予定されております。なお、幼稚園、こども園に

ついては３月 15日木曜日ということで予定しております。 

 30 年度の入学式でありますが、小学校が 10 日火曜日、中学校

が９日月曜日、幼稚園、こども園が 11 日水曜日となっておりま

す。 

 

※各委員の話し合いにより各園、各学校の出席予定者を次のとおり決定。 

 【卒業式】 

 緑海小学校 今関委員、松尾小学校 木島委員、蓮沼中学校 木島委員、 

 おおひらこども園 木島委員 

 

教育長  ほか希望ありますか。まだ時間はありますので、すぐ今この場

でということでなくても結構でございますので、また後で報告い

ただければと思います。 
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 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 

小野﨑委員  中学校の卒業式が一斉ではない理由はなんですか。 

 

学校教育課長  卒業式の場合、中学校はそれぞれ校長が日にちを決めておりま

すが、入試の関係で２次試験の日程等を考慮しながら、それぞれ

校長が判断したというところがあります。公立高校の２次試験の

日程を考慮しながらというところで、３日間に分かれてしまった

ということです。 

 

小野﨑委員  ありがとうございました。 

 

教育長  ほかはよろしいですか。 

                                      

○報告第３号 

教育長  それでは、報告第３号 通学路合同点検進捗状況について、事

務局からの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  資料の 24、25ページをご覧ください。まず 24ページですが、

７月 31 日に山武土木事務所、印旛土木事務所、山武警察署など

の関係機関と連携をして、今回は山武地区を中心に、県道９件、

市道 16件、箇所としては県道８件、市が 13件となります。通学

路の合同点検を行いました。 

 なお、今年度は予備日として８月７日を入れてあったんですが、

31日、一日で実施したというところでございます。 

 さらに 11月 10日、同じメンバーで通学路安全推進会議を実施

し、進捗状況の確認をいたしました。その確認が 24 ページ、25

ページにわたっているものでございます。 

 なお、資料の一番左側に地図ということで番号が振ってありま

すが、その番号と 26 ページにあります地図の番号が一致してお

りますので、ご参照していただければと思います。 

 また、資料の一番右側に進捗状況ということで書いてあります。

29 年度中に実施できるものと、やはり 30 年度に予算づけして対

応していくものとがございます。それぞれ現在関係機関で対応し

ているというところでございます。例えば、標識看板の設置など、

土砂の撤去、除草等については今年度中にほぼ対応はできる予定
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ですが、路面の表示などラインの引き直し等については、予算を

組んで２年に分けて実施していく予定となっております。 

 また、ＪＲを含むものや私有地を含むものの買収依頼などにつ

いては、継続して依頼していくということになっております。 

 今後の経過については、２月に再度進捗状況の確認を行って、

３月にホームページに載せる予定であります。 

 なお、来年は旧成東地区を実施する予定ですが、緊急性が高い

ということで、25 ページの 21 番からは成東地区が出ております

が、地区に関係なく対応していきたいと思っております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。通学路合同点検について、何かご質問

等ございますでしょうか。よろしいですか。 

                                      

○報告第４号 

教育長  続いて、報告第４号、平成 29 年度「地域学校協働」推進に係

る文部科学大臣表彰受賞について、事務局からの報告をお願いい

たします。生涯学習課長、お願いします。 

 

生涯学習課長  27 ページになります。こちらにつきましては、平成 29 年 11

月 30 日、千葉県教育庁東上総教育事務所長より、平成 29 年度

「地域学校協働」推進に係る文部科学大臣表彰の決定ということ

で、表彰いただきまして、これを受け、去る 12 月７日木曜日に、

みどりみ子ども教室のコーディネーターでございます並木久栄氏

と小川教育部長にご同行いただきまして、表彰を受けてきたもの

でございます。表彰式は 14時 10分から行われました。 

 45 都道府県で 143 団体の表彰がございました。千葉県では４

団体でございます。山武市のみどりみ子ども教室、そのほか木更

津市、野田市、柏市ということでございました。 

 ２部では各都道府県から集まってきた事務担当者レベルでの事

例発表と意見交換会があり、非常に効果的な話ができたそうでご

ざいます。 

 なお、こちらの表彰状のコピーをとりまして、みどりみ子ども

教室の支援員の皆さんにお配りしたところ、非常に喜ばれて、士

気を高めているというお話をいただきました。 

 また、こちらの内容につきましては、山武市の教育委員会ホー

ムページ、教育委員会トピックスにも掲載させていただいており



－16－ 

ます。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 長年続いているということで評価を受けていますが、特にこの

みどりみに関しましては、子ども教室に参加した子供が成長して、

今度教える側に回ってくれている、そういう循環がうまく生まれ

ているということが評価されていたようでございます。 

                                      

○報告第５号 

教育長  続いて、報告第５号、第 12 回さんむロードレース大会の結果

について、事務局からの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 報告第５号、第 12 回さんむロードレース大会の結果について

でございます。資料は 28ページ、29ページ、30ページになりま

す。 

 まず最初に 28 ページをお開きいただければと思います。こち

らですが、第 12 回さんむロードレース大会の参加者及び申込者

の集計表となります。 

 表の左側、縦軸で部門、その右の方向に行きますと第 12 回大

会の申込者数Ａで、その隣が第 11 回大会の申込者数Ｂ、その隣

が 12回大会の参加者数Ｃ、その隣が第 11回大会の参加者数Ｄと

なります。その右側で増減ということで、それぞれ申込者数Ａマ

イナスＢ、こちらの増減と増減率です。それから一番右側で参加

者数のＣマイナスＤ、それぞれの数と増減率という形になります。 

 一番下ですが、合計ということで、第 12 回大会が、申込者数

が 1,764 名、参加者数が 1,541 名で 87.4％。ちなみに昨年度、

11 回ですが、申込者数が 1,812 名、参加者数が 1,485 名で、

82.0％ということです。こちら去年は天候に恵まれなかった要素

があります。今年は晴天の中で 5.4％の伸びということでござい

ます。 

 続いて、29 ページ、30 ページです。こちらですが、さんむ

ロードレース大会の入賞者の一覧という形になります。全部で

20 部門ございます。20 部門でそれぞれ太枠でくくってある、こ

ちらが山武市の方になります。20 部門で 10 名の方が入賞してい

るということでございます。 
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 詳細については 28、29、30 ページをご覧になっていただけれ

ばと思います。 

 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。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。 

                                      

○報告第６号 

（報告第６号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  報告第６号、第 66 回左千夫短歌大会入賞者についてを議題と

します。事務局からの報告をお願いいたします。歴史民俗資料館

長、お願いします。 

 

歴史民俗資料館長 資料に基づき、第 66回左千夫短歌大会入賞者について説明。 

 

教育長  それでは、ここで秘密会を解きます。 

                                      

○報告第７号 

教育長  報告第７号、成東・東金食虫植物群落の盗掘について、事務局

からの報告をお願いします。歴史民俗資料館長、お願いします。 

 

歴史民俗資料館長 成東・東金食虫植物で、11 月 27 日にウメバチソウという、こ

れは食虫植物ではないんですが、これの盗難がありましたので、

報告させていただきます。 

 ウメバチソウは高山植物で、比較的高いところに生えています

が、湿地を好むということで、食虫植物群落のところに生えてい

るということで、非常に希少価値の高いものです。通常インター

ネットで見ますと 2,000円ぐらいで売買されますが、食虫植物群

落に入っているものとはまったく違いますので、今回警察署へ連

絡させていただきました。 

 ９月から 10 月ぐらいまではずっと毎日のように管理人がいま

すが、11 月からいないときもありますので、それを狙った行為

であるということで、地図が 42 ページのところにありますが、

南側の赤いところ、米印がついているところが盗掘現場ですが、
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43 ページにこの写真を掲載させていただきましたがスコップで

掘った形で持っていったということです。 

 ただ、専門の方に聞きますと、ここで育ったものは違うところ

に持っていくと枯れてしまうということで、まさしくこれは無駄

な行為というか、行ってはいけない行為ですが、それが起きたと

いうことは、もう少し管理などそういうものについて注意すべき

ということで、ちょうど 22 年前にもやはり盗掘が起こった、盗

難があったということで、22 年ぶりですが、同じく管理してい

る東金市とよく相談しながら、これから先の管理について十分注

意したいと思います。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。これについてはいかがでしょう。木島

委員。 

 

木島委員  看板表記を「ここでしか育ちません」など。そうすると、これ

を持っていっても無駄だと思うのでは。 

 

歴史民俗資料館長 以前、食虫植物ということでテレビに出まして、それから結構

よその方が見学に来られたんですが、周知するということも大事

ですし、守るということも大事なことです。その何とも言えない

矛盾の中で、掲示をさせております。 

 

髙柳委員  ウメバチソウはまだ株がありますか。 

 

歴史民俗資料館長 たくさんございます。 

 

髙柳委員  わかりました。 

 

教育長  ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 これは群落自体全部が保護区域ですが、広範囲にわたるため監

視が非常に難しいのですが、今後防犯カメラ等も検討しながら進

めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

                                      

○報告第８号 

教育長  それでは続けて、報告第８号、行事の共催・後援について、報

告をお願いいたします。教育総務課長、お願いします。 
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教育総務課長  それでは、資料の 44ページをご覧ください。11月１日から 30

日までの行事の共催と後援の承認件数でございます。 

 共催については１件承認をいたしました。後援については６件

の承認をしてございます。関係書類につきましては 45 ページか

ら 62 ページまで添付してございますので、確認よろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。資料がたくさんついておりますので、

ご覧になって、何かあればお願いしたいと思います。よろしくお

願いします。いかがでしょう。特に問題ございませんか。よろし

いでしょうか。ありがとうございます。 

                                      

○報告第９号 

教育長  続いて、報告第９号、１月の行事予定について、各所属長から

順次報告してください。よろしくお願いします。 

 

教育総務課長  それでは、教育総務課です。１月 18 日でございます。この日

は午前中、学校訪問がありますが、午後１時半から教育委員会の

第１回定例会を開催いたします。その後、協議会を続けて行う予

定でございます。 

 続いて 23日火曜日です。平成 29年度第２回の教育委員の研修

会が茂原市民会館で行われます。ご参加よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 

学校教育課長  それでは学校教育課です。ここに６点書かせていただきました

が、１点追加をお願いします。10 日水曜日ですが、教育長、校

長面接を９時から、この教育委員会で実施させていただきます。

面接の内容は人事異動に関するものでございます。 

 それで、９日から学校は小中学校始業式で３学期がスタートし

ます。 

 12 日、校長会議、18 日ですが、先ほど伊藤課長からありまし

た大富小学校の訪問、よろしくお願いいたします。 

 19 日、教育長・所長・校長面接ということで、これについて

もやはり人事に関する面接でございます。 
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 あと、30 日でありますが、市長との意見交換会を松尾小学校

で、松尾小学校と豊岡小学校の子供合同で実施する予定でござい

ます。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 

学校再編推進室長 学校再編推進室です。こちらには記載がありませんが、今、日

程調整という段階で報告申し上げます。まず 11 日です。山武中

学校と山武南中学校統合準備委員会、総務部の部会を開催する予

定でございます。こちらは校章、校歌について主な議題としたい

と思います。19 時からさんぶの森中央会館、これは学校再編推

進室で対応いたします。 

 17 日水曜日、こちらは松尾小学校と豊岡小学校、同じ議題で

総務部会を開催する予定です。18 時半から松尾ふれあい館、こ

ちらも再編室で対応いたします。 

 あと、18 日木曜日です。ＰＴＡ・通学部会の制服に関する専

門部会の会議を行う予定でございます。こちらは制服の導入につ

いて、今後の流れをお話ししたいということで、今調整を行って

いるところでございます。 

 以上でございます。 

 

生涯学習課長  生涯学習課です。生涯学習課からは１点でございます。委員の

皆様にもご案内申し上げておりますが、１月７日日曜日、平成

30 年山武市成人式についてでございます。１部が成東・蓮沼、

受け付けが 10 時 30 分から、式典が 11 時から、２部が山武・松

尾地区で、受け付けが 14 時から、式典が 14 時 30 分からという

ことでございます。 

 以上です。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。１件です。１月 21日日曜日、第 11回山

武市民駅伝競走大会です。今年度につきましては成東総合運動公

園の周回コースということで、８時から 11時 50分を予定してご

ざいます。 

 以上です。 

 

歴史民俗資料館長 資料館です。12 日、16 日、17 日、18 日、19 日と、小学校の

昔の道具の使い方の実体験を語っていただきます。 

 それと、28日が第 66回左千夫短歌大会です。 
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 31 日に市外展示としまして、大原幽学記念館で伊藤左千夫の

生涯を展示いたします。展示期間は５月まで実施しております。 

 以上です。 

 

子育て支援課長  子育て支援課です。１月 19 日金曜日、３時より、園長・副園

長会議を開催予定にしております。 

 

教育長  以上でよろしいですか。ほかに報告はよろしいですね。ありが

とうございます。 

                                      

○その他 

教育長  それでは、その他に報告すべき事項があればお願いします。 

 学校再編推進室長、お願いします。 

 

学校再編推進室長 今、協議中でございますが、小中学校の設置条例の一部改正が

可決されたことに伴いまして、今度県に届け出をする書類がござ

います。これは学校の廃止届、従来ある、例えば松尾で言えば松

尾小学校と豊岡小学校を１回廃止して、新生松尾小学校を設置す

る。この廃止届と設置届の調整を東上総教育事務所と行っていま

す。整い次第、１月から２月の教育委員会にお諮りしたいと思っ

ております。 

 それと同様に、閉校記念式典事業というものも来年度行ってい

くわけですが、実行委員会形式で、補助金を交付した中で行って

いければと思っております。補助金を交付するに当たっては交付

要綱というものをつくる必要がございますので、こちらも整い次

第、また１月末あたりにお諮りできればと思っているところです。 

 以上です。 

 

教育長  ほかに。指導室長、お願いします。 

 

指導室長  別添でダイアリーをお配りさせていただきました。このように

裏表印刷のものです。ご覧になってください。間もなく２学期が、

この金曜日で終了となります。各学校、成績整理等を行っている

ところです。中学校は進路の指導にも今一番忙しい時期となりま

した。 

 児童生徒はこれでおよそ２週間の休みになります。非常に世の

中が慌ただしい時期ですので、交通事故防止、これは言うまでも



－22－ 

ないことですが、また休み明けは児童生徒の心の問題で非常に注

意の必要な時期になります。生徒指導の面にも注意しながら、児

童生徒にとってよい年末年始になるようにと考えております。 

 また教職員の多忙解消、働き方改革というのも、非常に今社会

問題になって言われていますので、教職員もリフレッシュをして

いただいて、３学期に備えてもらいたいと考えています。 

 ３番に表がありますが、英検の結果も載せさせていただきまし

た。合格者数も順調に伸びております。今後各級の最終的な保有

数等まとまりましたら、改めてお知らせをさせていただきます。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。よろしいですか。 

 ほかにございますでしょうか。学校教育課長。 

 

学校教育課長  資料はございませんが、平成 29 年度の文部科学大臣優秀教職

員表彰ということで、松尾中学校の川津教諭が、英語教育等で評

価され、29 年度の文部科学大臣表彰を受けました。１月にまた

詳しく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。 

 以上です。 

 

教育長  ほかにございますでしょうか。 

 全体を通して、何か委員の皆さんございますか。特によろしい

ですか。ありがとうございます。 

 それでは、以上で教育委員会第 12 回定例会を終了といたしま

す。どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 

                                      

◎閉  会  午前 10時 30分 
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