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平成 29年山武市教育委員会第 10回定例会会議録 

 

１．日 時  平成 29年 10月 19日（木）午後２時 00分 

２．場 所  山武市教育委員会庁舎 会議室 

３．招集者  山武市教育委員会 教育長 嘉瀬尚男 

４．議 題 

   

議決事項 

議案第１号   平成 30 年度山武市立幼稚園及びこども園（短児部）の園児募集

について 

報告事項 

報告第１号  山武市議会第３回定例会の報告について   

報告第２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３号  第 12回さんむロードレース大会について 

報告第４号  さんぶの森図書館のビジネス支援について 

報告第５号  松尾公民館ダンススタジオ利用状況について 

報告第６号  まつおこども園公開研究会について 

報告第７号  行事の共催・後援について 

報告第８号  11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 

図書館長 八角 節 

   図書館主査          豊山 希巳江 

松尾公民館長 鈴木 昌子 

子育て支援課長 秋葉 絹 

子育て支援課主幹       有井 實 

 

  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２時 00分 

教育長  ただいまから、平成 29年教育委員会第 10回定例会を開会いた

します。 

 なお、本日の定例会に傍聴したい旨、１名より申し出がござい

ました。傍聴人の方に申し上げます。傍聴人は山武市教育委員会

会議傍聴規則の各条項を十分に遵守して、傍聴してください。遵

守されない場合には、退場を命ずる場合がございます。第９条で、

傍聴席において写真などを撮影し、または録音等をしてはならな

いと規定されております。 

 また、皆様にお配りしてあります会議資料のうち、お持ち帰り

ができるものは、議事日程、教育長報告、教育委員会事務局報告

及び 11 月の行事予定のみでございます。その他の資料につきま

しては回収をさせていただきますので、ご了承願います。 

 それでは早速入ります。 

                                      

◎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。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。平成 29 年教育委員会第９回定例会

会議録について、事前に配付してありますがいかがでしょうか。

小野﨑委員。 

 

小野﨑委員  細かい点ですが、誤字脱字に気づいたところがあったので、そ

れだけ事務局に指導してあります。あとは大丈夫です。 

 

教育長      ありがとうございます。誤字脱字があったということで。ほか、

よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり）  

教育長  ほかには異議がないようでございますので、第９回定例会の

会議録は、内容は承認といたします。 
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   ◎日程第３ 教育長報告 

教育長  日程第３、教育長報告。私から報告させていただきます。資料

の１ページ目をご覧ください。 

 ９月 22 日から 10 月 19 日、本日までの内容となります。 

 ９月 22 日は議会の最終日、閉会日でございました。議会終了

のあと、議会との意見交換会が行われています。 

 ９月 26 日、行政組合の教育委員会定例会がございました。定

例会の後、引き続き、山武地区教育委員会連絡協議会表彰者の選

考会と理事会が行われました。場所は東金振興センターでござい

ます。この表彰者につきましては、11 月１日に行われる秋の表

彰の選考でございます。 

 同日、松尾小・豊岡小学校の第１回代表者会議。これは統合準

備委員会でございます。松尾ふれあい館で行われました。 

 ９月 27 日は、災害時初動対応訓練が実施されました。消防署

の方の講話と消火訓練、消火器の扱いについて行いました。 

 ９月 28 日、表敬訪問。蓮沼小学校６年生の伊橋璃矩君、男子

80 メートルハードルで全国優勝されたということで、市長室を

訪れています。 

 ９月 30 日、歩け歩け大会開会式。市役所玄関前で５時 45 分か

ら開会式が行われました。このときは成田の歴史散歩ということ

で、宗吾霊堂、麻賀多神社、房総のむら等に行っております。 

 その後、小学校の運動会が行われまして、私は鳴浜小、緑海小

に出席させていただきました。 

 10 月１日、第 30 回野菊杯争奪少年サッカー大会。さんぶの森

多目的広場で開会式が行われました。この大会には市内外から

55 チームが参加しています。非常に大きな大会で、場所がこの

さんぶの森だけでなく、成東総合運動公園、その他の会場も使っ

ての開催となっています。 

 10 月２日、教育委員会協議会。これは委員の皆様にも出席を

いただいたものでございます。 

 その後が公の施設指定管理者選定委員会ということで、今回は

道の駅オライはすぬまと、新たにできます蓮沼交流センターの指

定管理についての選定が行われました。 

 10 月３日は庁議です。 

 10 月５日、学校訪問。これは所長訪問になります。豊岡小学

校に午前中、午後は山武西小学校でございました。 

 10 月６日、地方創生調査委託報告会。これにつきましては地
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方創生の委託で、成田空港関連人材を育成するには、どんなこと

が必要かということで、調査をしていただきました。その報告会

でございます。ＧＡＡのメンバーにも参加をいただいて、行われ

たものでございます。 

 10 月７日、幼稚園・こども園の運動会。「むつみのおか幼稚

園」と「しらはたこども園」の予定でございましたが、雨天のた

め延期になりました。「むつみのおか幼稚園」が８日、「しらは

たこども園」が９日に行われています。 

 10 月８日、市民体育祭でございます。成東総合運動公園で、

今回は新たな陸上競技場のお披露目を兼ねて行われました。結果

につきましては、後で報告資料があります。優勝が蓮沼地区、２

位が松尾地区、３位が大平地区でございました。 

 10 月９日、さんむダンスフェスティバル。これは、のぎくプ

ラザホールで行われました。１日開催されていましたが、私は、

午前中に少ししか見ていないのですが、こども園の子どもたち、

それから公民館で練習されているサークルの方たちの踊りでした

が、私が見たのは大変レベルが高くて、しっかりとしたダンスが

されていて、少し驚きました。結構みんな頑張っています。 

 続いて 10 月 10 日、金刀比羅神社の秋季例大祭が行われて、出

席してきています。午後には校長会議が行われました。 

 10 月 11 日、小学校球技大会。ミニバスとサッカーが行われて

います。私は、さんぶの森中央体育館で行われたミニバスの開会

式に出ております。この大会の結果ですが、ミニバスが、Ａブ

ロック、蓮沼。Ｂブロック、南郷小。サッカーが、同じく南郷と

蓮沼になっております。 

 同日、平成 29 年度第１回目の総合教育会議が開催されました。

これには委員の皆様にも出席をいただいております。 

 10 月 12 日、新規採用職員研修会。第５会議室で開催され、教

育長講話ということで、30 分時間をいただいたので、話をさせ

ていただきました。この日は副市長、教育長のほか、各部の部長

たちが、それぞれの事業等について説明をされています。 

 教育委員会第 10 回定例会事前打ち合わせということで、本日

の定例会の議案の確認でございます。 

 10 月 14 日、幼稚園・こども園運動会ですが、ご承知のように、

雨で延期になっております。今の予定では 21 日ということです。 

 続いて、10 月 16 日には、スリランカから招へい者２名が来て

おり、その歓迎セレモニーを行いました。今回、三段跳びの選手
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ということで、チャマルさんとハシミさんの２名です。２人とも

19 歳です。また後で報告あると思いますが、今、そのプログラ

ムに沿って、いろいろな交流事業を行っているところでございま

す。 

 同じく 16 日には、松尾小・豊岡小の第２回統合準備委員会が

行われました。松尾ＩＴ保健福祉センターで、これも委員の皆様

には出席をいただいております。全体会ということでもありまし

た。 

 17 日には庁議がございました。 

 10 月 19 日、第４回教育委員会園・学校訪問、しらはたこども

園。そして、この定例会ということになります。 

 以上でございます。何かご質問等がありますでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

                                     

◎日程第４ 議決事項 

  ○議案第１号 

教育長  それでは、議事に入ります。日程第４、議決事項です。議案第

１号「平成 30 年度山武市立幼稚園及びこども園（短児部）の園

児募集について」、提案理由を説明願います。子育て支援課長、

お願いします。 

 

子育て支援課長  資料は３ページになります。山武市立幼稚園管理規則第 20 条

で、幼稚園児の募集については、毎年、教育委員会が定め、あら

かじめ公示をするとあります。平成 30 年山武市立幼稚園及びこ

ども園（短児部）の園児の募集についても例年どおりいたします。 

 周知といたしましては、10 月号の広報さんむに新規入園の期

日などを掲載いたしました。詳細については、11 月号の広報等

で周知いたします。 

 内容といたしましては、市内に住所を有し、市から１号認定を

受けた幼児で、３歳児は平成 26 年４月２日から平成 27 年４月１

日に生まれた者となり、むつみのおか幼稚園、なんごう・まつお

のこども園以外は３歳児の入園を受け付けいたします。４歳児は

平成 25 年４月２日から平成 26 年４月１日までに生まれた者。５

歳児、平成 24 年４月２日から平成 25 年４月１日までに生まれた

者といたしました。 
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 11 月２日水曜日から、市内各幼稚園・こども園及び子育て支

援課の窓口にて配布いたします。 

 入園関係書類の受け付けは 12 月１日金曜日から 12 月 15 日の

金曜日までになります。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 今、説明がございましたが、これについて、何かご質問等はご

ざいますか。清水委員、お願いします。 

 

清水委員     これは例年、定員をオーバーするぐらいの応募はありますか。

来年の見込みはどうですか。 

 

子育て支援課長  ３歳児、４歳児、５歳児については、定員がオーバーになると

いうことは、今のところはないです。 

 

清水委員  幼稚園に相当する部分ですね。 

 

子育て支援課長  そうです。 

 

清水委員  その前のゼロ歳児についてはどうですか。 

 

子育て支援課長  保育を要する者の児童に対しては、「なるとうこども園」と

「しらはたこども園」の人気があります。４月の段階では、全部

入れるように配置はしていますが、現在では、待機児童がいる状

況です。 

 

清水委員  ゼロ歳児については、子育て支援課で行うのですか。 

 

子育て支援課長  はい、子育て支援課で行っております。 

 

教育長  よろしいですか。 

 

清水委員  はい。 

 

教育長  ほか、どうでしょう。小野﨑委員。 
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小野﨑委員  これには賛成しますが、次、まつおこども園が豊岡小学校に行

くときには、ぜひ今の待機がないようにひとつ前向きにお願いし

ます。 

 

子育て支援課長  ３歳児は、入園できるように変えていくつもりでおります。 

 

小野﨑委員  ぜひ、たくさん入れていただきたい。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 ほか、よろしいですか。 

 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。 

 

（全員挙手） 

教育長       挙手全員です。よって、本議案は原案のとおり可決いたしま

す。 

                                     

◎日程第５ 報告事項 

   ○報告第１号 

教育長  日程第５、報告事項に入ります。報告第１号「山武市議会第３

回定例会の報告について」、事務局から報告をお願いします。教

育部長、お願いします。 

 

教育部長  それでは、資料の５ページをお開きください。５ページが、議

会第３回定例会の会期表になります。９月議会ですが、９月１日

の開会で、22 日まで行いました。 

 一般質問ですが、９月８日と 11 日。教育委員会関係の質問は、

主に 11 日に受けております。 

 次に８ページをお開きください。８ページの一番下段、一般質

問の予定日ということで、９月 11 日、教育委員会関係は、八角

議員、和田議員、今関恒議員でした。 

 続いて、９ページをお開きください。通告一覧表ということで、

八角議員からは教育行政について、和田議員からは成東中学校の

廃校問題と中央公民館の建て替えについて、今関恒議員からは北

朝鮮の弾道ミサイルについてという質問でした。 

 さらに詳細が 13 ページになります。13 ページからが各議員の

通告書になります。まず 13 ページ、八角議員ですが、教育行政
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について、主に小中学校の規模適正化について質問がありました。

その中で、南浜地区で開催された説明会での小野﨑教育委員が発

言したとする中日本航空専門学校に関する質問について、９月

15 日付で八角議員から、議会に取り消しの申し出がありました。

これを９月 22 日の最終日の本会議で承認の上、発言を取り消し

た経緯がございます。これについて説明させてもらいます。 

 取り消しの理由ですが、蓮沼の南浜地区で開催された説明会に

おける中日本航空専門学校に係る発言を小野﨑教育委員の発言と

して発言しましたが、その発言は、教育委員会の開示した会議録

に発言者名が特定されておらず、全て事務局と表記されていたた

め、小野﨑教育委員のものと誤認したことから、取り消しをする

ものです。 

 なお、今回の発言は、事前の確認不足によるものであり、この

ような事態になり、ご迷惑をかけたことをおわび申し上げるとと

もに、今後このようなことがないよう十分注意いたしますという

ような内容でした。 

 これに関連して、一般質問の中で八角議員から、29 年１月 12

日、南浜地区で開催された学校の規模適正化適正配置に関する蓮

沼地区説明会の住民の方が作成された議事録をもとに、教育委員

会が作成された会議録の内容の肝心な部分が抜けており、相当の

差があるという発言が、やはり一般質問の中でございました。 

 教育委員会としては、その差について確認させていただきたい

ので、発言のもととなった議事録の提供を求める文書を議会に送

付してあります。これを 29 日付けで議会に送付したわけですが、

その後、議長からの回答では、八角議員からは、あくまでも私文

書ですのでということでしたので、議事録はいただけない状態に

なっています。これが事の顛末です。 

 八角議員の質問は以上でございます。 

 続いて、15 ページ、和田議員の質問になります。和田議員か

らは、成東中学校の廃校問題で、和田議員が過日、東北地方の被

災地を視察で回ってきた。被災地を見ると、現在計画している成

東中学校の海岸の方への移転など、到底考えられないのではない

かという質問でした。 

 これに対して市長からは、山武市としては 10 メートルの津波

のシミュレーションをかけており、その中で成東東中においては、

安全は確保できるだろうというシミュレーションの結果を得てい

る。そもそも成東東中学校より下に現在、小学校が３つもあり、
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それをまずどうにかするということから始めなければいけない。

成東東中問題どころか、小学校全て、東中学校より上に移転しな

ければならないということから始めなければならないという考え

に至るのではないかという回答をしています。そうしたことで、

成東東中学校に関しては、シミュレーションの結果を参考に計画

をつくらせていただいているというような回答をしています。 

 もう一つ、和田議員から、中央公民館の建て替えの質問がござ

いました。市長からの回答としましては、成東中央公民館の建て

替えについてですが、建て替えが必要な施設の一つであるという

ことは、私としても認識しており、あれを部分改修とすることが、

ほとんどないだろうと思っている。建て替えということになって

いると思っているが、すぐに建て替えができるかというと、なか

なか困難なものがある。しかしながら、これから何らかの形で検

討していかなければならないと思うので、検討してまいりたいと

考えているというような回答でした。 

 最後ですが、今関恒議員からの北朝鮮の弾道ミサイルについて

の質問です。弾道ミサイルに対する各学校での児童生徒への安全

指導はどうなっているのかという質問でした。私からの回答とし

まして、本年８月 21 日及び９月８日付で文科省から、北朝鮮に

よる弾道ミサイル発射に関する対応についてという依頼文書が出

され、各学校に周知しています。また、９月５日の市校長会にお

いて、弾道ミサイル落下時の行動について資料を配付し、児童生

徒への指導を依頼しているところでございますという回答をさせ

てもらいました。 

 またさらに質問で、子供たちが安心するため、今後、あらゆる

事態を想定した対応マニュアルの作成をお願いしたいという依頼

がありましたが、回答としましては、国や県からの情報をもとに、

弾道ミサイル落下時の行動について、対応マニュアル作成を急ぎ

たいと考えているというような話をさせてもらっています。 

 主な内容は以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございました。今、部長から大まかな説明はござい

ましたが、よろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

教育長 よろしいですか。はい。 

 



－11－ 

                                     

○報告第２号 

教育長  続いて、報告第２号「山武市小中学校統合準備委員会の進捗状

況について」、事務局からの報告をお願いします。学校再編推進

室長、お願いします。 

 

学校再編推進室長 今日、お配りいたしました 10 枚つづりの山武市小中学校統合

準備委員会の進捗状況についてという資料をもとにご説明させて

いただきたいと思います。 

 まず、説明に移る前でございますが、スケジュールについて１

点、ご案内申し上げます。平成 31 年４月の新設校の開校に向け

まして、今年度また来年度の２年間をかける準備ということで、

進めてまいりました。今年度、初年度の１年目でございますが、

それぞれの準備委員会の中で、新設校の校名の決定をする予定と

なっています。その決定を受けまして、学校設置条例の一部改正

案を平成 30 年３月の市議会に上程するという予定でおりました。 

 ここにつきましては少々前倒しをいたしまして、平成 29 年 12

月の市議会に上程したいという考えをもって準備をしているとこ

ろでございます。 

 では、内容に沿って説明させていただきたいと思います。 

 まず１ページ目でございます。各準備委員会での会議の開催状

況です。これまで何度か説明させていただきましたので、重複と

なる部分もありますが、説明させていただきます。 

 まず上段には、山武中学校・山武南中学校の統合準備委員会の

会議の開催状況です。この中学校の準備委員会の中身は、総務、

またＰＴＡ・通学、そして学校運営の３つの部会からなっていま

す。総務部会では主に、新設校の校名について協議を重ねてまい

りました。ＰＴＡ・通学部会については、通学路や通学方法、ま

た制服・体操服について協議を重ねてきた次第です。学校運営部

会につきましては、引っ越し、また教育課程について、議論がさ

れました。 

 下段になります。松尾小学校・豊岡小学校の準備委員会でござ

います。こちらは総務部会と学校運営部会、２つからなっていま

す。総務部会では、新設校の校名、また通学路・通学方法や体操

服について、議論を重ねておりました。学校運営部会では、主に

引っ越しや交流事業など、協議を重ねてきた次第です。 

 ２ページ目以降は、それぞれの協議事項となります。２ページ
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目は、山武中学校・山武南中学校の統合準備委員会の総務部会の

開催状況でございます。５月、６月に２回開催された部会の中で

は、主に校名候補の選定について協議を重ねてまいりました。校

名候補の選定については公募せず、統合準備委員会内で検討する

こととしました。２回の会議を通じて、総務部会としての校名の

案の決定をしました。また閉校式典などについても今後、協議を

していきたいということで、課題として上げています。 

 ３ページ目をご覧ください。ＰＴＡ・通学部会になります。こ

ちらは６月、７月に２回の会議を開催いたしました。まず制服・

体操服でございますが、平成 31 年４月の新設校の開校に合わせ、

一新することとする。方針の中で、小学生と在校生からアンケー

トを実施してはどうかということで、アンケートを実施いたしま

した。ただいま集計中でございます。来年７月を目途に制服・体

操服を決定していきたいと思っているところでございます。 

 また、通学路・通学方法についてですが、まず通学路の危険箇

所の把握。また、山武中学校の駐車場の状況なども含めて検討を

行いました。スクールバスの導入については、統合することに

よって、南中の学区から山武中学校へ実際に通う通学ルートなど

も想定し、通学距離などを協議した結果、自転車通学を基本とす

るということで、合意が図られているところでございます。 

 また、その他事項といたしまして、ＰＴＡ組織についても規約

の内容などを確認しましたが、双方に大きな違いがないので、こ

れについては別に、ＰＴＡの組織同士で話し合いを進めていくと

いうことになりました。 

 ４ページ目をご覧ください。学校運営部会でございます。学校

運営部会は６月に開催いたしました。引っ越しのスケジュールに

ついて確認したところでございます。備品や図書の移動をスムー

ズに行えるよう、今、図書館の協力なども得ながら、準備作業を

行っているところでございます。 

 また、生徒の交流でございますが、２学期から本格的に行って

いきたい。また、それに先立ちまして、部活動については夏休み

に合同の練習を行ったようです。既に野球部やバスケットボール

部は合同チームとして参加しているようでございます。そういっ

た報告がありました。基本的には、部活動は両方の学校にあるも

のは残していくという中で、協議を進めているところでございま

す。 

 また、中学生でございますので、評価・評定についても、両校
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ですり合わせを行っていきたいということで、進めております。 

 そのような中、５ページをご覧ください。９月 20 日に代表者

会議を行いました。議題の１としまして、統合校の校名について。

これは総務部会からの校名候補及び選定理由について審議いたし

まして、代表者会議の内容をそのまま原案のとおり承認いたしま

して、代表者会議の案として、全体会議に諮ることが承認されま

した。 

 ２点目といたしまして、通学距離・通学方法についてです。こ

ちらについても、専門部会の原案を承認いたしまして、代表者会

議（案）として全体会議に諮ることが承認されました。 

 その下の段に第２回統合準備委員会の日程を記載させていただ

きました。開催の日時は平成 29 年 10 月 26 日木曜日の夜、午後

７時からでございます。場所は、さんぶの森中央会館１階の視聴

覚室を予定しております。議題はここに記載のとおり、統合校の

校名について。また、通学距離・通学方法について協議をいたし

ます。教育委員の皆様方のご出席をお願いしたく、よろしくお願

い申し上げます。 

 続きまして、６ページ目をご覧ください。松尾小学校と豊岡小

学校の準備委員会の進捗状況でございます。これも参加いただい

たところですので、重複しての説明となります。 

 総務部会でございますが、６月から９月にかけまして５回、会

議を開催いたしました。内容については、まず校名候補について、

公募を行うこととして、アンケートをとりました。 

 第２回の部会では募集要項を決定し、松尾小学校・豊岡小学校

の児童、また両学区に在住する方々を対象といたしまして、７月

18 日から８月 10 日にかけて募集を行いました。その結果、242

人から応募が寄せられまして、54 名の校名案が出されました。 

 第４回の部会では、この募集結果をもとに協議を行いまして、

総務部会としての校名候補を一つに絞ったところです。 

 ９月 26 日に行われました第５回の総務部会は、代表者会議を

兼ねて開催されました。統合校の校名候補として、その選定理由

について協議したところでございます。 

 通学路・通学方法についても、ここの総務委員会で協議を行っ

ています。第１回の部会の中で、まずスクールバスを導入するに

当たっての運行ルート、対象児童、通学路の危険箇所、また、バ

スを運用するに当たっての体力面の懸念なども、基本的な考え方

として共有を図ったところです。 
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 第２回、第３回の部会では、スクールバスを運行する方向性が

確認された中で、運行ルートやバス停の位置などについて、基本

案を事務局から示しながら、今後、詳細については検討を図って

いくこととしております。 

 ３番目の体操服・ジャージについても話し合っております。こ

ちらについては平成 31 年４月の統合時から、新しい体操服・

ジャージを使用するという方向性でおります。 

 ７ページにかけて、ご覧いただきたいと思います。その中で１

点、ハーフパンツにつきましては、松尾中学校区で同一のものが

ございますので、ここはあえて変更しないということにしました。 

 また、平成 30 年度の体操服の取り扱いについて協議いたしま

して、ハーフパンツ以外は、30 年度上がってくる新入生のお子

様に関しましては、こども園などで現在、使用している体操服・

ジャージをそのまま使用してもよいという中での方向性を決めま

した。新入生の体操服の周知の時期として、入学の準備に支障が

ない程度で、早目に行ってくださいということでございましたの

で、明日行われます就学時健診において、その周知を図っていく

予定でございます。 

 また、閉校式典やＰＴＡ組織についても今後、協議を行ってま

いります。 

 ８ページ目をご覧ください。学校運営部会でございます。こち

らも中学校と同じように、引っ越しのスケジュールの確認を行い

ました。こちらは、中学校より少々進んでおりまして、目視に

よって既に松尾小学校へ移動する品目も確定しているところでご

ざいます。 

 また、交流事業でございますが、本年度実施した交流事業につ

いては、中ほどに記載してあります。２年生、５年生、６年生、

３年生の事業などがここに記載されておりますが、30 年度も継

続して行っていきたい。今年行われた事業を基本に行っていくと

いうことで、今、予定を立てているということでございます。 

 あわせて、６月に両学校の教員の合同研修も行っていることが

報告されました。 

 ９ページをご覧ください。９月 26 日に行われました代表者会

議でございます。これは第５回の総務部会を兼ねて開催されまし

て、議題の１番として、校名候補について。こちらは、総務部会

の案が原案のとおり承認されまして、全体会議に諮ることとされ

ました。 
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 また、通学方法についても、総務部会でのスクールバスの導入

の案について審議を行い、こちらについても原案のとおり承認さ

れまして、代表者会議（案）として全体会に諮ることが承認され

ました。 

 次の 10 ページ目ですが、それらの協議を終えまして、10 月 16

日月曜日、午後６時半から、第２回統合準備委員会全体会が開か

れたところでございます。 

 議題の１番としまして、校名候補の選定について審議を行いま

した。こちらについては、代表者会議の案が原案どおり承認され、

松尾小学校・豊岡小学校統合準備委員会の案といたしまして、教

育委員会に報告することが承認されました。 

 スクールバスの導入について、あわせてこの日、審議し、こち

らについても、バスの導入のルートなどについて、松尾小学校・

豊岡小学校統合準備委員会（案）として、教育委員会に報告する

ことが承認された次第でございます。 

 また今後、これらの承認を得て、準備委員会の委員長名で、教

育長宛てに統合準備委員会での検討結果の報告という形で、行わ

れる予定でございます。このような予定を受けまして、教育委員

会で、小中学校の設置条例などをご審議をいただくこととなりま

すので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。 

 報告は以上となります。 

 

教育長  ありがとうございました。ただいま、統合準備委員会の進捗に

ついて、報告がありましたが、何かお聞きになりたい点等ござい

ますか。木島委員。 

 

木島委員  校名を決める際、松尾・豊岡小学校の場合にはアンケートを

とったということですが、山武についてはとらなかったというこ

とで、山武中の関係者から、アンケートの要望はなかったのです

か。 

 

学校再編推進室長 特段、こちらにはそういったことは寄せられてございません。 

 

教育長  よろしいですか。 

 

木島委員  はい。 
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教育長  ほか、よろしいでしょうか。 

                                     

○報告第３号 

教育長  続いて、報告第３号「第 12 回さんむロードレース大会につい

て」、報告をお願いいたします。スポーツ振興課長、お願いしま

す。 

 

スポーツ振興課長 資料は 17ページになります。報告第３号「第 12回さんむロー

ドレース大会について」です。こちらにつきましては、ロード

レース大会が９月 22 日をもちまして、締め切りとなりました。

その申込者数の報告になります。 

 まず、結果ですが、表の一番下になります。今年第 12 回が合

計で 1,743名。第 11回が 1,812名。対前年比でマイナス 69名と

なっております。 

 内訳ですが、まず 10キロです。12回が 717名。11回が 808名。

こちらがマイナス 91 名。それから５キロです。12 回が 234 名。

11 回が 257 名。マイナス 23 名。それから中学生になります。12

回が 338 名。11 回が 200 名。こちらはプラス 138 名。それから

小学生の計で 12回が 421名。第 11回が 515名。こちらはマイナ

スの 94 名。なぎさＲＵＮ（ペア）が、12 回が 33 名。11 回が 32

名。こちらがプラス１名です。 

 この中で、山武市内の小中学生ですが、まず中学生が第 12 回

は 294名。第 11回が 167名。プラス 27名になっております。小

学生が山武市内、第 12 回、259 名。第 11 回が 228 名。こちらが

プラス 31 名。合計で山武市内の小中学生 158 名の増になってお

ります。全体ではマイナス 69 名ですが、小中学生がプラス 158

名という形になっております。 

 ロードレース大会、スポーツ振興で行っている中では、市内の

参加者、特に小中学生が増えたということで、とても好ましいこ

とになっております。ただ、大会を運営するということになりま

すと、小中学生は無料となっておりますので、一般の参加者が

減ったということで、厳しくはなっているという状況でございま

す。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。さんむロードレース大会について説明

いただきましたが、何かありますでしょうか。よろしいですか。 
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○報告第４号 

教育長  報告第４号「さんぶの森図書館のビジネス支援について」、事

務局からお願いします。図書館長、お願いします。 

 

図書館長  報告第４号「さんぶの森図書館のビジネス支援について」、報

告をさせていただきます。資料は 18ページからとなります。 

 報告内容につきまして、担当の主査からご説明させていただき

ます。よろしくお願いします。 

 

図書館主査  現在、さんぶの森図書館で行っているビジネス支援について、

報告させていただきます。 

 経緯としましては、図書館では従来、仕事や研究に使うための

資料を収集していましたが、利用する人が限られていた状況です。

ビジネス支援に関する研修等に参加させていただきまして、人が

生活するための生業を支援することがビジネス支援であるという

ことを伺いまして、資料が少ない図書館でも、できるサービスで

あることを理解しました。 

 現状としましては、地方創生事業の一環として、地域経済を活

性化させるためのエコノミックガーデニングというプログラムを

わがまち活性課が行っているところです。そこと連携しまして、

その事業への協力・支援体制をとっています。 

 取り組み内容としましては、既存企業の安定経営、新規起業・

継業を創出するための情報提供を行っています。また、ビジネス

に役立つ資料や情報の収集及びビジネス支援コーナーを設置して

います。また、通常業務の中の資料調査にとどまらず、経済活性

化推進室や商工会等と連携して、さまざまな分野の資料提供を

行っていきます。また、月１回、エコノミックガーデニングの

ワーキンググループ意見交換の場として、会場を提供しています。

また、さんむエコノミックガーデニング推進協議会主催のビジネ

ス支援図書館勉強会を今年度開催しています。今年度中、４回開

催予定で、第１回は８月４日、第２回は 10 月５日に実施させて

いただきました。また、第３回は１月下旬に実施できるように今、

調整を行っているところです。 

 これによりまして、支援機関等との接点がなく、ビジネスに関

する相談先に悩む市民の窓口として、図書館を利用していただく

ことが想定されまして、通常、30 代から 50 代のビジネスマンは、



－18－ 

なかなか図書館を利用していただく数は少なかったのですが、こ

れを機会に新たな利用者層の獲得につながるのではないかと想定

しております。 

 今後の展望ですが、現在、先ほどの取り組み内容で、場所の提

供ということで報告しましたが、試行している夜間、閉館後に意

見交換会等を行っておりますが、参加者から、「平日の夜に参加

できるのが非常にありがたい」という言葉がありました。「土・

日はどうしても子育て中で、仕事のために時間は割けない」とい

う 30 代、40 代の男性の声がありましたので、月１回、ビジネス

タイムという様な形をもちまして、午後８時程度まで臨時開館し

て、図書館の資料等を使って打ち合わせができる時間。また、そ

ういった異業種交流会ができる時間を設けられないかと考えてお

ります。 

 また、このときにビジネスマン以外の方、一般の利用者も、当

然ですが、図書館利用ができるような形にしたいと考えておりま

す。 

 その下に書いてありますのは、今、図書館で導入しており、す

ぐに使っていただけるデータベースとなっております。 

 次の 19 ページをご覧ください。参考として、ビジネス支援

サービスということで、項目を立てさせていただいています。 

 ビジネス支援サービスは現在、日本の図書館の中でも、約４割

程度が行っているというサービスになっておりまして、その説明

です。日本の中でも先進的な事例ということで挙げられるのが、

鳥取県立図書館の事例。また、農業支援を行っているということ

で、栃木県の小山市立中央図書館など、岩手の紫波町立図書館な

どの事例をここに挙げさせていただきました。 

 この記事を書くに当たりまして引用・参考にしたホームページ

が、下に載っております。米印のキーワードの言葉で検索してい

ただくと、見つかりやすいと思い、ここに挙げさせていただきま

した。 

 簡単ですが、以上です。 

 

教育長  ありがとうございました。さんぶの森図書館のビジネス支援に

ついて、説明がございました。何かお聞きになりたいことありま

すか。木島委員。 

 

木島委員  ビジネス支援図書館勉強会を開催されているということで、既
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に１回目の８月、２回目の 10 月５日の反響はどうでしたか。ｍ

た、参加者人数はどの位でしたか。 

 

図書館主査  １回目が全部で 34 名。商工会のメンバーや市役所の部長も来

ていただきましたが、そういった形で行いました。第２回目です

が、商工会のイベントとかち合ってしまいまして、参加者が少な

くなってしまいましたが、23名でした。 

 

木島委員  これからまた、もっと利用者が増えるよういろいろ工夫してい

ただきたい。 

 

図書館主査  スケジュールを今回、見直して、商工会のスケジュールとかぶ

らないような形で、今、調整をしております。 

 

木島委員  よろしくお願いします。 

 

教育長  清水委員。 

 

清水委員   図書館のこういう試みは、非常にすばらしいと思います。山

武市の人口は減っておりまして、活力が低下しているということ

が指摘されて、もう既にかなり時間がたちますが、その傾向に一

向に歯どめがかかっていないという状況があります。そのため、

教育委員会としても、こういう試みをして、志のある人たちに対

して、いろんな意味での支援をしてあげるということが、非常に

大切なことだと思います。 

 これ以外にも教育委員会で持っている様々な観光資源みたいな

ものがあると思います。市指定の文化財といったものをもっと積

極的にいろいろ出して、観光資源として活用していくような部分

があっても、いいのかなと感じております。 

 ですから、教育という枠内だけにとどまらないで、地方が非常

に疲弊しているときに、教育委員会として何ができるのかという

ようなところにも広く視点を当てて、そういう面での協力なり、

むしろ積極的に打って出ていくということも、今、非常に大事な

のではないかと思います。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。ほか、よろしいですか。髙柳委員、お
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願いします。 

 

髙柳委員  図書館それぞれがいろいろと工夫されておりまして、さんぶの

ほうは、またこういう分野でというふうなことで、大変頑張って

おりますので、そのお礼を一言と思いまして。今後ともよろしく

お願いいたします。 

 

教育長  ありがとうございます。ほか、よろしいですか。はい。 

                                     

○報告第５号 

教育長  続いて、報告第５号「松尾公民館ダンススタジオ利用状況につ

いて」、報告をお願いいたします。松尾公民館長、お願いします。 

 

松尾公民館長  資料は 20 ページと 21 ページとなっております。少々細かく

なっておりますが、ご覧ください。 

 まず、ダンスの種類ごとに今年の４月から９月分で数字を上げ

ております。ヒップホップダンスにつきましては、小学生の

2,119 名、中学生 571 名、高校生 1,439 名を中心に合計で 5,291

名の利用がありました。前年同期の合計が 4,223名、比較といた

しましては 1,068名の増加となっております。 

 続いてフラダンスでありますが、小学生 149 名、一般の 1,049

名を中心に合計で 1,241名の利用がありました。前年同期 631名

で、約２倍、610名の増員となっております。 

 続きましてジャズダンスですが、こちら、人数が少ないのです

が、小学生が 69人、高校生 35人を中心に合計で 123名のご利用

がありました。前年同期 32名で、プラスの 91名となっておりま

す。 

 続きまして、Ｋ－ＰＯＰ、こちらは韓国の曲に合わせて踊るダ

ンスでございますが、未就学児 123 名、小学生 82 名を中心に合

計で 258名のご利用がございました。前年 366名で、こちらマイ

ナス 108人となっておりますが、１つ、利用していたサークルが

減ってしまったことが原因だと思われます。 

 次のページに行きまして、これ以外のダンスですが、ストリー

トダンスなど、ジャンル分けができないダンスを集めております。

こちらが小学生 171 名、一般 380 名を中心に、合計で 561 名と

なっております。前年同期 169 名で、392 名の増加となっており

ます。こちらは高校生のダンス同好会がありますけれども、あと
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は学校のダンス同好会に属さないお子さんたちの利用も入ってお

ります。合計でダンスの利用が 7,474名、公民館のダンス以外の

利用者と合わせて 9,180 名となっています。ダンスの割合は

81.4％。前年同期のダンス利用が 5,421名。前年と比較しまして

2,053 名の増。トータルの利用者数 6,858 名で、こちら 2,322 名

の増員となっております。 

 詳細につきましては資料をご確認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点等ありますで

しょうか。利用者数は順調に推移しているようでございますが。

よろしいですか。木島委員。 

 

木島委員  質問ではなくて、すばらしい伸びですので、鈴木館長はじめス

タッフに敬意を表したい。 

 

松尾公民館長  昨年はまだ、オープンして半年が過ぎた１年目だったというこ

ともありまして、まだサークル等が少なかった状態ですが、口コ

ミで利用者が増えたと考えております。特にフラダンスが口コミ

でどんどん増えている状況です。ヒップホップ、子供たちのダン

スに関しては、こちらから仕掛けた部分もありましたが、口コミ

の影響力は大きいというのが感想でございます。 

 

清水委員  子どもたちの利用というのは、どうしても親が入れるわけで

しょうけど、通うという交通手段を考えると、かなり限られてく

ると思います。市全体で、好きな人がいても、子どもたちも交通

の関係で、自転車で行けるぐらいの距離ならばいいでしょうけど、

それ以上になってくると、なかなか行けないという部分もあると

考えます。さんバスのような何か巡回するような交通手段等があ

ればいいのですが。そういうのを考えていく必要があると思いま

す。それは常時、無理であれば、日曜や土曜日など休みのときに

運行するなど、そういう部分も考えたらいかがかなと。もっと

もっと伸びていって、全市的なセンターとしての機能も発揮でき

るのではないかと思います。 

 

松尾公民館長  補足させていただきますと、松尾公民館はさんバスのバス停に

なっております。時間がかかるというのと、お子さんだけで乗せ
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るというのも、ないような形だと思われます。今、一番利用が多

いのは、平日の４時以降に学校やこども園にお迎えに行って、そ

のままスタジオでダンスを行うというのが多いようでございます。

そのため親御さんの熱意がすごいなという感想であります。ス

テージもこの間、９日の発表会、私も行かせていただきましたけ

れども、去年の発表会に比べると、大分、ダンスが上達しており

ましたので、このまま行けば、芸能人も出るかもしれないという

希望をお持ち毎日努力しているところでございます。ありがとう

ございます。 

 以上です。 

 

教育長  ほか、よろしいですか。この、その他のダンスは、ここに出て

いる以外で、分類できないと説明がありましたが、サークルもそ

のようなものがあるのですか。 

 

松尾公民館長  本人からの申告になるので、ダンスの種類を聞いていますが。

今だとズンバダンスというのも、スリランカの方が指導されてい

たり、あとダンスと体操がミックスしたようなものもあるので、

ジャンル分けして統計とり始めましたが、どんどん細分化してい

るところがあって、統計のとり方もなかなか難しいというところ

が実情です。 

 

教育長  わかりました。 

                                     

○報告第６号 

教育長  それでは、続いて報告第６号「まつおこども園公開研究会につ

いて」、報告をお願いいたします。子育て支援課の有井主幹、よ

ろしくお願いします。 

 

子育て支援課主幹 まつおこども園公開研究会について、資料は 22 ページから 25

ページになります。この公開研究会は、山武市教育委員会と子育

て支援課の合同の委託研究指定になります。 

 まつおこども園につきましては、平成 28 年から指定しており

ます２年間指定の最終年ということで、公開研究会を実施します。

研究テーマ「高めよう！コミュニケーション力」、サブテーマと

して「感じる力・伝える力を育む環境構成と保育者の援助」とい

うことで、実施します。この公開研究指定の狙いとしましては、
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質の高い教育・保育の提供と保育士の資質向上を目指すというこ

とで、研究指定をしてございます。 

 期日が 11 月７日火曜日、８時半から４時までということで、

まつおこども園を会場に実施いたします。 

 教育委員の皆様にもご案内を差し上げておりますが、この会の

終了後に出欠の確認をさせていただければと思っております。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。公開研究会について、何かお聞きにな

りたいことございますか。よろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

教育長  はい。 

                                     

○報告第７号 

教育長  続いて報告第７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。 

 

教育総務課長  資料の 26ページをご覧ください。９月１日から９月 30日まで

の行事の共催・後援について、承認した件数でございます。 

 行事の共催はありませんでした。 

 後援については６件ございました。26 ページにあるこの６件

でございます。それぞれの申請書等については、次の 27 ページ

から 40 ページまで添付してございますので、ご確認のほう、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。後援６件、資料がついておりますので、

ご覧になっていただきたいと思います。何かあれば、ご質問、お

願いします。よろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

教育長      まだ時間大丈夫ですか。資料はご覧いただけましたか。 

 特になければ、次、移りますが、よろしいでしょうか。 

                                     

○報告第８号 
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教育長  報告第８号「11 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。資料は 41 ページになります。教育総務課か

ら４点ございます。 

 11 月１日、山武地区教育委員会連絡協議会表彰式ということ

で、３時から予定しております。東金市役所でございます。教育

長及び教育委員の皆様、ご出席をよろしくお願いいたします。 

 続いて８日、平成 29 年度市町村教育委員会研究協議会、12 時

から、つくば国際会議場で行います。これは８日、９日というこ

とで、１泊で開催されますので、よろしくお願いいたします。 

 続いて 13日、平成 29年度第１回教育長・教育委員研修会でご

ざいます。こちらは９時 40 分から千葉県総合教育センターで行

われます。 

 続いて 16日、教育委員会第 11回定例会、教育委員会会議室で

行われます。８時半からの予定でございますのでよろしくお願い

いたします。 

 以上、４点でございます。よろしくお願いします。 

 

指導室長  続いて、学校教育課でございます。７点ございますが、主なも

のを申し上げます。 

 まず、１日の小中学校音楽・ダンス発表会についてです。先ほ

ど、話が出ております行事でございます。ダンス発表会につきま

しては今年初めて行う行事ですので、運営の面でどうなるか、心

配な点がございますが、子どもたちが楽しく触れ合えるような機

会にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、16 日木曜日です。山武北小学校で学校訪問、10

時 40 分からになっております。大変短い時間での参観になりま

すが、こちらもどうぞよろしくお願いいたします。 

 そのほか、記載のとおりでございます。以上です。 

 

学校再編推進室長 学校再編推進室です。11 月 15 日に松尾小学校・豊岡小学校の

準備委員会の総務部会を開催いたします。18 時半から松尾ふれ

あい館です。こちらは、学校再編推進室の職員で対応したいと思

います。 

 以上です。 
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生涯学習課長   続いて生涯学習課からは３つの項目、報告させていただきます。 

 まず 11 日、松尾の農村環境改善センターで、子ども会まつり

が９時から開催されます。 

 15 日、水曜日でございますが、親業訓練入門講座を成東保健

福祉センターで行います。親業の入門講座は前期と後期２回で完

成されまして、１回目が 15日の水曜日、２回目が 22日の水曜日、

同じ時刻で開催されます。 

 以上でございます。 

 

スポーツ振興課長 続きまして、スポーツ振興課です。１件ございます。 

 11 月 26 日、第 12 回さんむロードレース大会です。こちら、

会場が昨年同様、蓮沼海浜公園です。開会式が８時 20 分、競技

開始が９時からとなっております。 

 以上です。 

 

松尾公民館長  松尾公民館です。１日、２日、３日、３日間連続で芸術文化祭

の作品展示が行われます。蓮沼・松尾地区の作品です。多目的

ホールで行っておりますが、各日、時間が異なりますので、ご覧

ください。 

 ５日（日曜日）、芸術文化祭の芸能発表部門でございます。こ

ちらは９時半から、終了予定は 16 時ということで、お話を伺っ

ておりますので、ぜひお越しいただければと思います。 

 以上でございます。 

 

子育て支援課長  子育て支援課です。３件からなります。 

 11 月７日、公開研究会、まつおこども園、９時半からになり

ます。 

 10 日金曜日、保育参観といたしまして、日向幼稚園を予定し

ております。９時半からです。 

 21日の火曜日、園長・副園長の会議を予定しております。 

 以上です。 

 

教育長  以上でよろしいですか。 

                                      

○その他 

教育長  それでは、その他で報告すべき事項があればお願いします。指

導室長、お願いします。 
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指導室長  別添の教育委員会ダイアリーをご覧になっていただきたいと思

います。 

 記事の１番にありますように、運動会・体育祭についてですが、

９月 30 日で、市内全ての小中学校の運動会・体育祭が終了いた

しました。児童生徒の姿を公開しまして、保護者や地域の方々と

連携を深める上で、大変よい機会になったと思います。委員の皆

様にもご出席をいただきました。ありがとうございました。 

 そのほか、記載のとおりです。お読みになっていただければと

思います。 

 以上です。 

 

教育長  ほか、ございますか。生涯学習課長、お願いします。 

 

生涯学習課長   本日配付させていただきましたＡ４の写真の資料でございま

す。教育長から報告いただきましたけれども、現在、月曜日から

スリランカ招へい生を受け入れております。その内容と今日まで

の報告になります。 

 まず 10月 16日月曜日は、こちらで招聘者の受け入れの歓迎の

式典を行いました。一番上の左側の写真をご覧ください。３名、

椅子に座っております。教育長からもお話ありましたが、今回の

派遣生は三段跳びの選手でございます。一番左側の女性のハシミ

さんが、世界 12 番目の記録を持っているということでございま

う。スリランカでも１位ですが、世界でも 12 番目ということで、

非常に優秀な選手です。その隣に座られている女性が、ハシミさ

んの学校の体育の先生だそうです。そのとなりがチャマル君、こ

ちらも三段跳びの選手です。一番右に立っているのが、通訳をお

願いしています市民自治支援課のサジーさんです。その右側が、

歓迎セレモニーのときの集合写真となります。 

 翌日は、スリランカに日本のような電車があまりないというこ

とで、東京に向かうに当たりまして、成東駅から電車に乗り東京

へ向かいました。 

 電車で東京に行きまして、写真の２段目になります。まず航空

機のチケット等でいろいろお世話になっておりますスリランカ航

空の日本支社にお伺いしました。奥に座られている方が、日本地

区の支社長になります。お話を１時間ほどさせていただきまして、

その後、大使館に伺いました。集合写真でございますけれども、
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大使は左から４番目の白系の服を着ている方です。大使からいろ

いろ応援の話もいただいたところでございます。 

 その日は午前中、雨が続いておりましたけれども、お昼になり

ましたら、雨が上がりまして、写真はないのですが、その後、東

京スカイツリーを見学したいということで、スカイツリーに行き

ました。思いのほか視界もよく、皆さん、喜んでおられました。 

 東京から戻ってきましたら、４段目になります。成東運動公園

陸上競技場施設について、所田スポーツ振興課長から説明をして

いただいて、その後、陸上クラブでありますＡＣさんむの会長に

ご協力をいただき、25 名ほどの子どもたちと一緒にトラックを

走ったりしていただきました。ナイター照明の中で、写真にも出

ていますが、美しい競技場の中、招へい生が笑顔で走っている姿

が非常に印象的で寒い夜でしたが、喜んでおられました。すごく

和気あいあいとしておりました。 

 昨日は学校訪問ということで、蓮沼中学校を訪問いたしました。

蓮沼中学校では非常に歓迎していただきまして、１年生、２年生、

３年生、それぞれが合唱を披露していただいたり、習字に感動さ

れていたり、給食を一緒に食べました。給食はパンとチキンのマ

スタード焼きでした。スリランカでは、学校が終わった後、掃除

するという習慣はないらしいのですが、それも一緒に体験してい

ただいて、勉強になったということでした。その後、剣道を 40

分ほど体験していただいて、非常に楽しかったということでござ

います。 

 今日は、山武の消防施設を体験していただいておりまして、今

夜は受け入れ家族であります蓮沼中学校の生徒のご家族と対面式

を行いまして、今日からホームステイが開始されるところでござ

います。 

 以上が中間報告で、目的であります交流という面では、非常に

うまくいっているのではないかと思われます。 

 以上です。 

 

教育長      ありがとうございます。ほかにございますか。スポーツ振興課

長、お願いします。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。お手元に、先日行われました市民体育祭

の成績の結果をお配りしてございます。冒頭の教育長報告の中で、

順位は触れておりましたが、まず優勝です。蓮沼地区になります。



－28－ 

点数が 94.5 点。それから準優勝、松尾地区です。90.5 点。それ

から第３位が大平地区、86.5 点となります。４位、南郷地区、

78.0。以下、記載のとおりという形ですが、今年は２年ぶりに点

数もつきまして、順位も決定したということで、来年に向けて、

またそれぞれ頑張っていきたいと思っております。 

 以上です。 

 

教育長      ありがとうございます。ほか、よろしいですか。 

 それでは最後、委員から何かあれば、お願いしたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

 ないようですので、以上で教育委員会第 10 回定例会を終了と

いたします。どうもお疲れさまでした。 

                                      

◎閉  会  午後３時 10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。 
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