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平成 29年山武市教育委員会第７回定例会会議録 

 

日  時  平成 29年７月 20日（木）午後２時 00分 

場  所  山武市教育委員会庁舎 会議室 

招 集 者  山武市教育委員会 教育長 嘉瀬 尚男 

議  題  議決事項 

議案第１号 山武市教育委員会の所管に係る山武市公の施設指定管

理者選定委員会委員の選任について 

議案第２号 平成 30年度教科用図書の採択について 

議案第３号 山武市要保護及び準要保護児童生徒就学援助及び特別

支援教育就学奨励に関する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 要保護及び準要保護児童生徒の認定について 

 

報告事項 

報告第１号 市内小中学校運動会・体育祭の出席について 

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 行事の共催・後援について 

報告第５号 ８月の行事予定について 

 

【非公開予定議題】 

議案第１号、第２号、協議第１号、報告第２号 

 

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 
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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 

 

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７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  日程の第１、会議録署名人の指名でございますが、今回、髙柳

委員を指名いたしますので、よろしくお願いします。 

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。平成 29 年教育委員会第６回定例会

の会議録について、事前に配付をしてありますが、皆様、いかが

でしたでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

教育長  異議ないようでございますので、第６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  日程の第３、教育長報告です。私のから報告いたします。 

 資料の１ページをごらんください。６月 23日から７月 20日ま

でとなります。表に従って、主立ったものの説明をいたします。 

 ６月 23 日、社会を明るくする運動山武市推進委員会議がのぎ

くプラザでございました。 

 同日、人事評価の期首面談ということで、教育部長の面談が市

長とともに市長室で行われました。 

 平成 29年度第１回の図書館協議会が開かれております。 

 ６月 24 日、青少年のつどい大会、ドッジボール大会でありま

すが、青少年相談員が開催しているもので、さんぶの森中央体育

館で開催されました。今回、50 チームで、児童数は 500 人以上

ということで、今までで一番大きな大会になったようでございま

す。 

 ６月 26 日、教育長面談でございますが、この教育長面談は、

今年度、教育委員会に新たに来られた方、異動してきた方たちを

対象にした教育長との面談でございます。これにつきましては、

６月 27日、７月３日、７月５日、７月 12日というふうにそれぞ

れの日で行っております。全て同じようなものでございますので、
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よろしくお願いいたします。 

 ６月 27 日、行政組合教育委員会の臨時会がございました。こ

れは、広域行政組合で教育委員会の事務の点検・評価でございま

す。 

 それから、ＳＮＥＣＣ歓迎会。これは毎年来ていますチャンダ

シリ高僧と学生が５名がおいでになりました。米作で歓迎会を催

しております。 

 ６月 28 日、所長訪問。これは東上総教育事務所の所長でござ

います。南郷小学校、成東東中学校の訪問を受けました。 

 ６月 29 日、学校のあり方検討委員会、第４会議室で開催され

まして、委員の皆様に出席いただきました。 

 千教組山武支部増田氏来庁とありますが、組合と東上総教育事

務所、教育長会、校長会、この四者の協議会が開催されるという

ことで、この依頼がございました。 

 第１回文化財審議会が伊藤左千夫生家で開催されました。光明

寺と備考欄にありますが、光明寺にあります仏画４点を今回新た

な市指定の文化財ということで申請がございまして、実際の絵を

審議会のメンバーで見に行っております。どんな内容かといいま

すと、ここに説明文や写真があります。これを回覧しますので、

どんなものか見ていただきたいと思います。 

 続いて６月 30 日、都市教育長協議会がポートプラザちばで開

催されまして、全体会・分科会・情報交換会という３部構成で行

われました。分科会では、県に対する教育長会からの要望という

ことで、その取りまとめが行われました。 

 ７月１日、山武郡市民体育大会の代表選手団激励会、第６、７

会議室で行われております。昨年は総合３位ということでござい

ましたので、今年はそれ以上の成績を目指して頑張るということ

でございます。 

 ７月４日、庁議、それから東金税務署長の退任挨拶がございま

した。 

 あと、文化会館運営協議会がのぎくプラザで開催をされました。 

 ７月６日、千教組山武支部四者協議会、これは先ほどの四者協

議会でございます。 

 ７月７日、所長訪問。これも東上総の所長です。山武南中学校、

睦岡小学校の訪問を受けております。 

 その日、ニュージーランド派遣団の結団式がございました。今

回、内田室長を団長に松尾中の吉村教頭が随行して、団員は 18
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名でございます。 

 ７月 10 日、県教育庁訪問。これにつきましては、要望の件で

す。 

 ７月 11 日、点検・評価。きょう皆さんにしていただいた事務

の点検・評価の学識経験者の評価をいただいたところでございま

す。 

 ７月 12日、教育長面談です。 

 ７月 13 日、教育委員会第７回定例会の事前打ち合わせという

ことで、本日の議案の確認を行いました。 

 ７月 14 日、郷土芸能連絡協議会の総会がのぎくプラザで開催

されております。郷土芸能団体、今回 16 団体が活動中というこ

とで、全部で 20 以上ありますが、人数が少なくなって休止して

いるところが結構ございます。 

 ７月 16 日、山武市小学生サッカー大会、成東総合運動公園で

開催され、開会式へ出ております。 

 ７月 18日、庁議。 

 それから、第２回教科用図書山武採択地区協議会が大網白里市

役所、教育委員会の会議室で行われました。これにつきましては、

きょうの議題にあります、来年度から実施される道徳の教科書ほ

かでございます。 

 ７月 19 日、スポーツ推進審議会、第１回目の審議会が開催さ

れました。平成 28 年度並びに 29 年度の事業の説明と、平成 30

年度予算について等の打ち合わせでございます。 

 ７月 20 日、本日ですが、午前中の事務の点検・評価、それか

ら、ただいまの定例会ということになります。 

 以上でございます。 

 何かお聞きになりたい点があったら、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） 

                                      

教育長  それでは、議事に入ってまいります。 

 本日の議題ですが、議案第１号「山武市教育委員会の所管に係

る山武市公の施設指定管理者選定委員会委員の選任について」、

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」及び

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」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
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ることによりまして、また、議案第２号「平成 30 年度教科用図

書の採択について」は、公正確保の観点から、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、議案第２号、協議第１号、報

告第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、第２号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  日程第４、議決事項です。 

 議案第１号「山武市教育委員会の所管に係る山武市公の施設指

定管理者選定委員会委員の選任について」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  資料に基づき、山武市教育委員会の所管に係る山武市公の施設

指定管理者選定委員会委員の選任について説明。 

 

※審議結果 原案のとおり同意。 

 

                                      

○議案第２号 

教育長  続いて、議案第２号「平成 30 年度教科用図書の採択につい

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  資料に基づき、平成 30年度教科用図書の採択について説明。 

 

※審議結果 原案のとおり可決。 

 

教育長      一度、ここで秘密会を解きます。 
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○議案第３号 

教育長  議案第３号「山武市要保護及び準要保護児童生徒就学援助及び

特別支援教育就学奨励に関する規則の一部を改正する規則の制定

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  それでは、議案第３号「山武市要保護及び準要保護児童生徒就

学援助及び特別支援教育就学奨励に関する規則の一部を改正する

規則の制定について」、提案をさせていただきます。６ページを

ごらんください。 

 前回、６月の定例会議の協議第２号でご協議いただきました。

提案理由、内容について特に変更はございませんので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 以上です。 

教育長  ありがとうございます。前回協議された内容ですが、これにつ

いては何かございますでしょうか。よろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

教育長  それでは、お諮りいたします。 

 本議案に賛成する委員の挙手をお願いいたします。 

 

 （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。 

 

学校教育課長  ありがとうございました。 

                                     

◎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、協議第１号「要保護及び準要保護児童生

徒の認定について」を議題とします。ここから秘密会とさせてい

ただきます。 

 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  資料に基づき、新規申請分（２世帯４名）について説明。 
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 ※審査結果 新規２世帯４名について認定。 

 

教育長  それでは、一度、秘密会を解きます。 

 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第１号 

（報告第１号は、結果のみ記載） 

教育長  日程第６、報告事項。報告第１号「市内小中学校運動会・体育

祭の出席について」、お願いいたします。 

 

学校教育課長  資料の 12 ページをごらんください。５月の運動会・体育祭、

ありがとうございました。９月、10 月に予定されております幼

稚園、こども園、小中学校の運動会・体育祭の出席についてご協

議いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（中略） 

 

学校教育課長  ありがとうございます。それでは、確認させていただきます。 

 ９月９日、成東東中学校 小野﨑教育長職務代理者、山武中学

校 嘉瀬教育長、山武南中学校 髙柳教育委員、蓮沼中学校 木

島教育委員、松尾中学校 清水教育委員。 

 ９月 16 日、睦岡小学校 嘉瀬教育長、山武西小学校 髙柳教

育委員、蓮沼小学校 木島教育委員、松尾小学校 小野﨑教育長

職務代理者。 

 ９月 30 日、成東小学校 清水教育委員、緑海小学校 今関教

育委員、鳴浜小学校 嘉瀬教育長。 

 ９月 30 日、まつおこども園 小野﨑教育長職務代理者、おお

ひらこども園 木島教育委員。 

 10 月７日、むつみのおか幼稚園 小野﨑教育長職務代理者、

しらはたこども園 今関教育委員。 

 10 月 14 日、日向幼稚園 髙柳教育委員、なるとうこども園 

清水教育委員、なんごうこども園 木島教育委員。 

 以上、よろしいでしょうか。よろしくお願いします。 

 なお、この運動会・体育祭についても紹介のみということでお

願いしたいと思います。 

 また、雨天の関係で順延等々の連絡につきましては、こちらの
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ほうから改めて細かくご説明したいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 以上です。ありがとうございました。 

 

教育長  時間なども、その都度、案内きますよね。 

 

学校教育課長  連絡させてもらいます。 

 

教育長  よろしくお願いいたします。 

                                      

○報告第２号 

（報告第２号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  続いて、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」、お願いします。ここからは秘密会といたします。 

 事務局からの報告をお願いします。 

 

学校再編推進室長 資料に基づき、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。 

 

教育長  では、ここで一旦、秘密会を解きます。 

                                      

○報告第３号 

教育長  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 報告第３号です。第 12 回さんむロードレース大会についてで

ございます。 

 ページは、19 ページから 26 ページで、チラシをお入れしてい

ます。ロードレース大会ですが、今年の 11月 26日、日曜日、蓮

沼海浜公園、こちらで開催をいたします。 

 内容につきましては、昨年同様という形で今計画を進めており

ます。このロードレース大会の募集ですが、７月３日から９月

22日まで、現在も募集をかけているというところです。 

 チラシが、同じようなのが２種類入っているかと思います。一

番最初、19 ページからついているのが一般の方向けの募集用の

チラシです。23 ページからは、山武市内の小中学生専用と。山

武市内の小中学生につきましては、エントリーは無料ということ
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でやらせていただいています。 

 昨年と唯一違うのが、ゲストランナー、こちらが変わっていま

す。昨年がエリック・ワイナイナさん、アスリートをお呼びして

いるという形なんですが、今年度はオリエンタルラジオの藤森さ

んの予定になっています。この方は、東京マラソンとかフルマラ

ソンを自分でも、素人という形なんですが、駆けているというこ

とです。大会当日も 10 キロ、本気で駆けますという話をいただ

いております。 

 ロードレース大会のほうも、参加人数は横ばいですが、ちょっ

と少なくなってきているかなというところなんです。昨年につき

ましては、雨がありましたので、極端に減ってしまっているんで

すが、今回、芸能人という形をお呼びしています。その中で、参

加人数がどれだけ増えるか、もしくはギャラリーがすごい増え

ちゃうのか、いろいろあると思いますので、それを検証させてい

ただいて、翌年度に生かせればというような形を考えております。 

 以上になります。 

 

教育長  ありがとうございました。ロードレースについて、何かご質問

等ございますでしょうか。毎回、ロードレース大会には委員の皆

さんにも来て、ごらんになっていただいているので、ぜひよろし

くお願いします。 

                                      

○報告第４号 

教育長  なければ、次、報告第４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  27 ページをごらんください。報告第４号「行事の共催・後援

について」でございます。これについては、６月１日から６月

30 日まで承認した件数でございます。行事の共催件数は４件、

後援件数が９件でございます。 

 それらの申請書については、28 ページから 54 ページまで添付

してございますので、ご確認のほうをよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

教育長  それぞれの資料がついておりますので、ごらんください。いか

がでしょうか。よろしいでしょうか。 
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 （「はい」の声あり） 

教育長  ありがとうございます。 

                                      

○報告第５号 

教育長  それでは、報告第５号「８月の行事予定について」、各所属長

からの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  それでは、55ページをお願いします。教育総務課です。 

 ８月 17 日、教育委員会の第８回定例会がございます。時間は

書いてありませんが、いつもと同じ１時半に集合していただき、

２時からの予定となっておりますので、お願いいたします。 

 以上です。 

 

学校教育課長  学校教育課です。学校教育課、５つ書いてあります。 

 １日、小中学校の教頭・教務主任等の研修会を行います。 

 24日、学校の情報化推進会議。 

 25日、教務主任の研修会。 

 29、30 日ですが、管理職選考を志願する教職員の市の面接を

予定しております。 

 以上です。 

 

生涯学習課長  生涯学習課でございます。８月はニュージーランドの出発式ま

での行程がありまして、６項目あります。 

 まず２日が第３回目の事前研修、そして９日が第４回目の研修

になります。 

 そして 17日に、定例教育委員会の前に出発式がございます。 

 18 日がスリランカの派遣団の事後研修会、今週日曜日に行っ

た後の事後研修会になります。 

 そして 24日、ニュージーランドの帰国式になります。 

 29 日にニュージーランド派遣団の事後研修会というような格

好になっております。 

 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。３件ございます。 

 ８月６日、第 68 回の山武郡市民体育大会、こちら、卓球の部

になります。 

 それから８月 12日、同じく郡市民体育大会のクレー射撃。 
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 それから８月 20 日、日曜日です。こちらが総合開会式という

ことで、東金アリーナで、陸上、バレーボール、剣道、柔道、弓

道、バスケットボール、バドミントン、テニス、相撲という形で、

こちらは郡内に分散するんですが、この日がメイン会場を主にし

て行っていくという形でございます。 

 ちなみに、サッカーのほう、もう終了してございます。サッ

カーは優勝してございます。野球も終了しましたが、野球２位と

いう形です。それからゴルフ、優勝です。昨日、グラウンドゴル

フだったんですが、昨年は優勝だったんですが、今年は４位とい

う成績のようです。今回はサッカーが優勝して、成績のほうが、

あと陸上を頑張っていただければという形で考えています。 

 以上です。 

 

教育長      17 日、定例教育委員会議が１時半集合で２時からありますが、

その前に、先ほどあったニュージーランドの出発式が１時 15 分

から 45 分までということになっているので、委員の皆さん、も

し出られれば、早めに来ていただいて、この出発式の後、みんな、

ここからバスに乗って出ますので、お見送りをしていただければ

というふうに思いますので、よろしくお願いします。 

                                      

○その他 

教育長  それでは、その他、報告すべき事項等があったらお願いしま

す。指導室長、お願いします。 

 

指導室長  それでは、別添資料でダイアリーをつけてありますので、ごら

んになってください。 

 裏面に写真が載っている資料です。何点か説明させていただき

ます。 

 記事の１番です。先ほどからありましたように、市内の小中学

校で、本日、無事、終業式を迎えることができました。１学期の

教育活動について、おかげさまで、今まで大きなけがや事故はな

く終了できました。本当にありがとうございました。 

 続きまして、記事の３番、中学校の総合体育大会です。もう実

は始まっておりまして、どの種目も日ごろの練習を一生懸命やっ

ていますので、大いに頑張っているところです。中でも山武中学

校の柔道部ですけれども、春の大会で、県で優勝をしております。

この夏の大会も、既に地区の大会では優勝して、続いて県大会が
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行われるわけですけれども、それも突破して全国大会で活躍がで

きるのではないかと期待をしております。 

 最後に、記事の４番の会議・研修会等の情報の最後のところに

英語教育推進ということで書かせていただきました。午前中の部

でも出てきましたが、英語に関するさまざまな事業を実施してい

るところです。小学校では、異文化理解教育ということで、外国

文化を紹介する活動の出前講座を全ての学校で予定しておりまし

て、もう何校か済んでおります。資料の裏面にその様子を掲載さ

せていただいております。何枚か写真を載せたんですけども、子

供たちが楽しく外国文化に触れる活動をやっているということが

うかがえると思います。 

 そのほか、記載のとおりです。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。ダイアリーをごらんになっていただい

て、いかがでしょう。 

 

今関委員  公民館でやる英検は、人は集まりましたか。ありましたよね、

英検の何か。松尾公民館でしたっけ、何か募集はきてましたよね。 

 

教育長      松尾公民館以外でも、公民館の講座としてもやっているんです。 

 

今関委員  夏休みの講座もありましたよね。人がいっぱい来てくれるとい

いですね。 

 

教育長  公民館事業でやっている講座と学校で取り組んでいる講座と、

ちゃんと情報が行き渡るように、そこのところはよろしくお願い

します。 

 

小野﨑委員  児童生徒の交通事故は、大きなやつはないんですか。大丈夫で

すか。 

 

指導室長  ないです。数が毎回毎回あるんですけれども、大きいものはな

かったです。 

 

今関委員  熱中症も、子どもですか。 

 

指導室長  大会で、中学生です。それも大事には至らずに、その日のうち
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に保護者と一緒に帰りましたので。 

 

教育長  夏休みを迎えて、一段落、ほっとしているところだろうと思い

ますが、１学期中、細かなことはいろいろ起こっていますよね。

それが夏休み期間中、ないかというと、決してそうとは言えない

ような事案も結構あるので、その辺をきちんと対応いただけるよ

うにお願いしたいと思います。 

 ほかは何かよろしいでしょうか。 

 報告事項は、ほか、ありますか。よろしいですか。 

 では、以上で教育委員会第７回定例会を終了とさせていただき

ます。大変お疲れさまでした。 

                                      

◎閉  会  午後３時 30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
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