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平成 29年山武市教育委員会第６回定例会会議録 

 

日  時  平成 29年 6月 22日（木）午後２時 30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 山武市教育支援委員会委員の委嘱について 

議案第２号 山武市立幼稚園管理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 

協議第２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改正について 

 

報告事項 

報告第１号 山武市議会第２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 山武郡市小学校陸上競技大会結果について 

報告第４号 平成 29 年度山武市少年海外派遣事業申込状況につい

て 

報告第５号 行事の共催・後援について 

報告第６号 ７月の行事予定について 

 

 

 

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 

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  午後２時 30分 

教育長  それでは、ただいまから平成 29 年教育委員会第６回の定例会

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を行います。 

 今回は木島委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

木島委員  はい。 

                                      

◎日程第２ 会議録の承認 

教育長  日程の第２、会議録の承認ですが、平成 29 年教育委員会第５

回定例会の会議録については、事前に配付をしてありますが、皆

様、いかがでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

教育長  異議ないようでございますので、第５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。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。５月 26日から６月 22日ま

での報告になります。表に従って、主立ったものをご説明いたし

ます。 

 ５月 26 日、関東甲信越静市町村教育委員会連合会の総会及び

研修会、これは神奈川の大和市へ行ったものであります。委員の

皆さんにも一緒に行っていただいております。 

 ５月 27 日、豊岡小学校運動会ということで、この日は６校の

運動会が開催されておりますが、それぞれ委員の皆さんにはご出

席をいただきました。 

 ５月 30 日、いじめ問題対策連絡協議会等委員委嘱式、第７会

議室ということでございますが、今年度、新たに就任された委員

の方の委嘱を行っているところです。 

 ５月 30 日、山武市教職員組合定期大会、山武教育会館におい

て行われたもので、ご挨拶をさせていただきました。 

 ６月１日、千葉県音楽教育研修会会長来庁、この研究会で山武
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市からは睦岡小学校等が発表を行うということで、その挨拶に、

おいでいただきました。 

 ６月２日、市議会第２回定例会開会、２日から市議会が始まっ

ております。 

 ２日の夜にはスリランカ派遣団の結団式が行われました。今回、

団員が８名ということで、団長の小川部長に行っていただくこと

になっております。 

 ６月４日、山武市ボランティア連絡協議会第 12 回総会、松尾

のふれあい館で行われました。 

 ６月５日、第１回教科用図書山武採択地区協議会、大網白里市

役所で開催しました。これは来年度から道徳が教科化になるとい

うことで、その教科書の採択でございます。 

 ６月６日、庁議、オリ・パラ戦略推進本部会議、それから広域

行政組合教育委員会に来庁いただきました。この広域行政組合の

教育委員会ですが、委員の任期が、前金田教育長の残任期間とい

うことで、８月にその任期を迎えます。それの継続ということで

のお話でございました。 

 ６月７日、校長会議。 

 ６月９日、12 日に議会の一般質問が行われました。９日は６

人の議員の皆さんが一般質問に立ったのですが、そのうち、ここ

に書いてあります能勢議員、市川議員、長谷部議員から教育関係

のご質問がございました。12 日には、八角議員、並木議員、和

田議員から同じく質問を受けております。これについては、後ほ

ど部長から報告がありますので、よろしくお願いいたします。 

 ６月 14 日、学校訪問。これは所長訪問で、松尾中学校に行っ

ております。午後も松尾小学校での訪問がありましたが、午後に

は文教厚生常任委員会があったため、松尾小学校は欠席させてい

ただきました。 

 午後に文教厚生常任委員会、それから文教厚生常任委員との教

育懇談会、懇親会でございます。常任委員会では、補正予算３件

のご承認をいただきました。懇談会、懇親会につきましては、委

員の皆様にもご出席をいただいたところでございます。内容的に

は学校の統廃合について主に議題とさせていただきました。 

 ６月 16 日、こども園・幼稚園長・副園長会議でございます。

今年度に入って４月、５月は行事が多く出席ができずに、今年度

初めての出席となりました。 

 山武市教頭会情報交換会並びに新任及び転入教頭歓迎会、すぎ
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のや本陣ということで、教頭会の勉強会がありまして、その後の

情報交換会に出席をいたしました。 

 ６月 19日、事務の点検評価、これは部内評価でございます。 

 ６月 20 日、午前中が庁議、その後、事務の点検評価の続きを

しております。これにつきましては、今後、学識経験者並びに協

力員の皆様方の評価を受けるものでございます。 

 ６月 21 日、議会の閉会日でございました。全議案可決をいた

だいております。その後、意見交換会を行いました。 

 最後、６月 22 日、本日の予定でございます。午前中は皆様と

豊岡小学校の訪問、今回の定例会でございます。 

 教育長報告、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 何かお聞きになりたい点ございますでしょうか。 

 

小野﨑委員  １つだけ、ボランティア連絡協議会がありますが、幼稚園、こ

ども園で読み聞かせなどをやっていますね。読み聞かせというの

は、社会福祉協議会の代表というか、そういう人たちのグループ

とか、ボランティア協議会のグループとか、どちらが良いかと

思ったりします。また、読み聞かせについて、この間、あるこど

も園から相談されて、どこに頼んだらいいのかなと思いました。 

 

木島委員  その場合には社会福祉協議会でよろしいかと思います。社会福

祉協議会でボランティア連絡協議会を管轄しているので、社会福

祉協議会に依頼をすれば問題ないと思います。 

 

小野﨑委員  社会福祉協議会ですね。ありがとうございました。 

 

教育長  ほか、よろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

                                      

教育長  では、議事のほうに入りたいと思います。 

 本日の議題ですが、議案第１号「山武市教育支援委員会委員の

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」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
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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、協議第１号、報告第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。 

 議案の第１号「山武市教育支援委員会委員の委嘱について」を

議題としますが、ここから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。学校教育

課長、お願いします。 

 

学校教育課長  資料に基づき、山武市教育支援委員会委員の委嘱について説明。 

 

※審議結果 原案のとおり同意。 

 

教育長  ここで一度、秘密会を解きます。 

                                      

○議案第２号 

教育長  議案第２号「山武市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の

制定について」を議題といたします。提案理由を事務局から説明

をお願いします。子育て支援課長、お願いします。 

 

子育て支援課長  子育て支援課です。よろしくお願いいたします。 

 議案第２号になります。山武市立幼稚園管理規則の一部を改正

する規則の制定であります。初めに、５ページから６ページにな

ります。 

 提案理由といたしましては、幼稚園職員の事務の負担軽減を図

るためで、所要の改正をしようとするものです。 

 その改正の内容は、第 45 条の定例報告を削り、第 46 条、第

47 条を繰り上げるものです。次に、第 45 条の中に第 14 号様式

の組織編制報告書、15号様式の勤務状況報告書も削ります。 

 施行期日は平成 30年４月１日になります。 

 また、次の７ページから 10 ページです。これは山武市立幼稚
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園管理規則の新旧対照表になります。向かって左側が改正案です。 

 まず初めに７ページです。これは目次になっております。一番

下の第 10 章雑則の部分です。現行では 45 条から 47 条になって

いるものを、改正案といたしまして、雑則（第 45条―第 46条）

に変えるものです。 

 次に、８ページになります。現行といたしまして、定例報告と

いうものがあるわけですが、これは第 45 条を全部削りたいとい

うことで挙げてあります。 

 次に、９、10ページになります。現行の第 14号様式及び第 15

号様式を削るというものです。理由といたしましては、同様の内

容を調査、報告しておりますので、事務の合理化の観点から改正

するものであります。 

 よろしくご審議、お願いいたします。以上です。 

 

教育長  ありがとうございました。ただいま説明をした件について、ご

質問ございますでしょうか。 

 清水委員。 

 

清水委員  これは幼稚園ということになっていますけれども、こども園と

いうのはどういう区分になっているんですか。 

 

子育て支援課長  こども園の処務については、山武市立こども園処務規程第９条

により、山武市の市立幼稚園管理規則の例によると規定されてお

ります。そのため今回改正することにより、こども園も同様に対

応となります。 

 

教育長  他はよろしいでしょうか。 

 

（「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といたします。 

 

子育て支援課長  ありがとうございました。 
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◎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  続いて、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」を議題といたします。ま

たここから秘密会といたしますので、よろしくお願いします。 

 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  資料に基づき、新規申請分（３世帯４名）について説明。 

 

 ※審査結果 新規３世帯４名について認定。 

 

教育長  ここで一度、秘密会を解きます。 

                                      

○協議第２号 

教育長  協議の第２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改正について」を議

題といたします。 

 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  それでは、資料の 11 ページをご覧ください。「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

る規則の一部改正について」、提案させていただきます。 

 今回一部改正する規則を協議第２号、別紙ということでつけさ

せていただいてありますが、後ほど説明させていただきます。制

定することについて協議を求めるものでございます。 

 提案の理由ですが、国の要保護児童生徒援助費補助金及び特別

支援教育就学奨励費補助金交付要綱が平成 29 年４月１日から施

行されております。この改正により、新入学児童生徒学用品費等

の基準単価が増額されたため、山武市としても、国の基準単価を

参考に増額改正を行うものです。また、新たに小学校の就学予定

者に対しても助成の対象としたことから、市も同様に小学校の就

学予定者に対しても新規に入学準備金の支給を規則に定めるもの

でございます。 

 主な改正の趣旨について説明をいたしますので、別紙のほうを
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ご覧ください。 

 まず、主な改正の趣旨ということでお話しさせていただきまし

た。 

 １番の国の改正内容というところをご覧ください。国が平成

29 年３月 31 日までは入学児童生徒学用品費等ということで、小

学校については２万 740円、中学校については２万 3,550円であ

りましたが、この改正により、４月１日以降、小学校が４万 600

円、中学校が４万 7,400円に改定になりました。 

 これに伴って、２の市の改正内容をご覧ください。市としては、

３月 31 日までは小学校が１万 9,900 円、中学校が３万 2,500 円、

それを４月以降改正して、国と同じ、小学校が４万 600円、中学

校が４万 7,400円。なお、入学準備金としては、小学校はこれま

で行っておりませんでした。中学校については、入学準備金とし

て、上の新入学児童学用品等に含まれた同じ額ですが、同じ額と

いいますか、この中に含まれておりましたので、３万 2,500円、

これを国と同じ、小学校が４万 600円、中学校が４万 7,400円で

ありますが、この１番と２番は同じものでございます。 

 それに伴いまして、学用品費、通学用品費も若干ですが、これ

まで小学校が学用品費として１万 1,100 円、中学校が２万 1,700

円。通学用品費が、小学校が 2,170円、中学校もやはり 2,170円

を、国の金額と合わせて、学用品費が、小学校が１万 1,420円、

中学校が２万 2,320円。通学用品費が、小学校が 2,230円、中学

校がやはり同じく 2,230円という国の基準に合わせて増額をした

いと思います。 

 なお、これに伴う予算措置についてでございますが、増額が予

想されるものとして、小学校が約 200万円、中学校が一番下に書

いてある表の約 80万円が現在、増額が見込まれております。 

 なお、昨年度の状況を見ますと、執行残で対応が可能かと思わ

れますので、９月議会での補正増額は行わず、今後の予算執行を

注視しながら、不足が予想される場合は 12 月補正または予備費

での補塡を検討していきたいと思っているところでございます。 

 以上、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。 

 国の基準の変更に伴い市も改定するということでございますが、

何かご質問等ございますか。 

 



－10－ 

清水委員  幼稚園の管理規則の場合は議案として提出してあります。今回

この規則は、教育委員会規則でなければ協議事項ということもあ

り得ると思いますが、これは教育委員会規則ではないんですか。 

 

学校教育課長  今回は協議として、お諮りさせていただき、次回の７月の定例

で議決事項ということで考えております。 

 

清水委員  そうですか。２回諮るのですね。 

 

学校教育課長  はい。今回は協議として。次回は、議決事項でお願いできれば

と思っています。 

 

清水委員  わかりました。 

 

教育長  協議の２号につきましては、今回議会で並木議員からも質問が

ありました。その件でございます。議会の中でも、今年度、改正

をして、国の基準に合わせるという答弁をさせていただいており

ます。 

 ほか、何かよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

教育長  それでは、本案件につきましては、原案どおり了承といたしま

す。 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第１号 

教育長  続いて、日程第６、報告事項でございます。報告第１号「山武

市議会第２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。教育部長、お願いします。 

 

教育部長  私から、６月議会の一般質問の内容について報告したいと思い

ます。資料の 15ページをお開きください。 

 15 ページ下段でございます。一般質問ですが、６月９日が能

勢議員、市川議員、長谷部議員、12 日が、八角議員、並木議員、

和田議員という形で進めていきました。 

 それぞれの質問項目ですが、まず、能勢議員です。19 ページ

をお開きください。 
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 能勢議員の質問は、生涯学習の中の子供会の活動状況について

というご質問でした。具体的内容については、地区の子供会がお

楽しみ会などの事業の際に民間事業者からバスを借り上げている

が、市で所有している市バスを利用させてはどうかという質問で

した。学校教育課で今４台、バスを所管しています。 

 答弁ですが、市が保有するバスの使用については、国土交通省

の千葉運輸局の指導を参考に、市有バス使用に関する規則を策定

して使用の範囲を定めており、任意団体である地区の子供会がお

楽しみ会などレクリエーションのため市バスを利用することはで

きませんという答弁です。 

 バスの利用に関する基本的な考え方としましては、平成 22 年

４月以降、市バスは公用車であり、市の事業等のために使用する

自家用車であること、また、緑ナンバーのレンタカーではないの

で、市がバスのレンタル事業を行っているわけではないと。した

がいまして、団体の方にそのような内容を周知してきたところで

ございます。また、あくまでも行政目的の遂行が利用の条件にな

りますので、原則として市の担当職員も随行するというのが条件

になっています。このような条件のもと、今回の答弁をさせてい

ただきました。 

 次に、市川議員です。21 ページになります。市川議員の質問

ですが、教育施策の構築についてという中で、市長と子供たちの

意見交換会の開催結果と、学校における副教材の扱いについての

質問でした。 

 まず、３月 17 日に成東東中で開催された意見交換会の開催結

果についてでございます。市長、教育長の感想等も聞かれた中で、

今後どういうふうに取り組んでいくのかというご質問でした。将

来の山武市を担う子供たちから幅広い意見を聞いていきたいと考

えており、そこで、市内小中学校の成果をお知らせし、できるだ

け今後もいろいろな学校で実施できるよう、調整を進めていきた

いという内容を答えてあります。子供たちからの提案等の中では、

今後、山武市や地域づくりに貢献したいという気持ちになったと

いうような感想が述べられています。 

 次に、学校における副教材ですが、購入時の保護者の経済的な

負担について軽減できないかという質問でございました。内容と

しては、現在、学校の集金方法について、主に分割集金で行って

いますが、集金の回数が多くなると、紛失等の事故のリスクも大

きくなることから、金銭トラブルを防止するため、年間一括集金



－12－ 

としている学校もあります。 

 それに対して、今後の対応ですが、保護者がさまざまな経済状

況にあることから、年間一括集金としている学校についても、例

えば学期ごとや月ごとの分割集金が選択できるよう、教育委員会

として学校を指導してまいりたいという話をさせてもらいました。 

 次が長谷部議員です。22 ページになります。教育環境の充実

についての中の①についてです。校内ＬＡＮのさらなる更新につ

いての質問でした。現在、約 40 台のタブレットが一斉にイン

ターネット等にアクセスした場合、フリーズを起こすような場面

が多々見られております。今後、アクセスポイント等の機器の更

新を計画的に行い、ＷｉＦｉ環境を整備していきたいと答弁して

ございます。また、小中学校の体育館については災害時に避難所

として使用される場面が多く、校内ＷｉＦｉ環境の整備とともに、

国の補助金等を活用して、体育館のＷｉＦｉ環境の整備も推進し

ていきたいというお話をさせていただきました。 

 そのほかに、長谷部さんからは、支援学級でのＩＣＴ利活用の

さらなる推進という質問がありました。４番目のところです。特

別支援学級の児童生徒については、タブレット型のＰＣや、文字

入力や操作が比較的易しいことから、アイコンタッチなど直感的

な操作をすることができ、障害のある児童生徒も興味を持って取

り組んでもらっています。普段、なかなか自分の思いを前に出す

ことが苦手な子供たちが自信を持って活動することができており

ます。 

 しかしながら、特別支援教育では、ＩＣＴを活用した授業は大

きな効果がある一方、発達段階や、興味関心をより反映した教材

を用意することに大変な時間と労力を要しているのが現状だとい

うお話をさせてもらいました。 

 続いて、23 ページ、八角議員です。八角議員からは、１の教

育行政と少子化対策の中の①ですが、教育委員の選任についてと

いう質問が市長にありました。市長からは、従来、地域代表とい

う色が強かったと思いますが、それだけでは昨今の教育事情の変

化に対応できないと思うので、地域バランスも加味しながら、ほ

かの教育的な知識がある、あるいは社会的な経験が豊かである、

そのような方々の中から、山武市の未来に資する教育委員を選考

し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。 

 さらに、小中学校統廃合計画の影響についてということで、八

角議員からは、小中学校統廃合計画が出たことにより、具体的に
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は、成東中学校を閉校し、東中学校と統合することによって、子

育て世代が市への転入を見合わせたり、転出を考えている事実が

ある。これについてどのように市は考えているかという質問がご

ざいました。 

 市長からは、財政状況が大変厳しい中で、学校の統廃合につい

ても財政的な考え方をとってほしいとお願いしている。駅近とい

う話があったが、市外から多くの生徒が来る高校とか、そういっ

た学校になれば、駅というものが大変重要になってくるが、義務

教育の中では、学区内の全ての地域から子供が集まってきており、

そういう意味では駅から遠い、近いとかはそれほど大きな問題で

はないと言った話をさせてもらっています。 

 また、教育長からは、主な要因としては、子供の数が減少して

いるということが大きな要因で、学校統合が人口減少に拍車をか

けているとは考えていないという話をさせてもらっています。 

 次に、並木議員です。24 ページになります。子育て支援策の

就学援助制度について、先ほど規則改正がありましたが、これに

関連した一般質問になります。質問ですが、29 年度に、国では

就学援助制度の法改正もあり、入学準備金の額が増額されました。

また、小学校入学時の入学準備金についても、就学予定者に対し

て支給できるようになったが、市の対応はどうするのかという質

問でした。答弁ですが、入学準備金の増額や、小学校入学時の就

学予定者の事前支給が追加されておりますので、市としても国の

基準に沿った形で規則改正をしていきたいというお話をさせても

らっています。 

 さらに、子供の貧困対策の中で、給食費の無料化について質問

がありました。給食費の無料化をしたら、必要な予算はどのくら

いかというお話でしたが、答弁としては、28 年度の給食費の賦

課額ですが、２億 500万円になります。給食費の無料化を行う上

では、同等の額を市が単独で負担することになるので、多額の財

源を毎年必要とし、慎重に議論を重ねる必要があるという形で答

弁してあります。 

 最後が和田議員になります。26 ページです。和田議員からは、

成東中学校の廃校についての質問がございました。市長からは、

教育委員会がしっかりと、現代の中学校のあり方として、将来に

わたって１学年を３クラス編成にできるような状況を確保したい

というところで取り組んでいると。それが基本的な考えであると

いうようなお話をさせてもらいました。 
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 以上です。 

 

教育長  ありがとうございました。６人からの主立った質問でしたけれ

ども、何かこれについてはよろしいですか。 

 今日、豊岡小学校でタブレットを子供たちが使っている様子を

見ていただきましたけれども、今日は５、６人程度だったので、

スムーズにやっていましたが、あれが 40 台近くになってくると、

どうしてもアクセスに時間がかかったりして、端末によっては非

常に待たされるというような状況が発生しています。それを公明

党の議員さんたちが実際に現場を見てきた中で、これは何とかし

たほうがいいのではないかというご意見をいただいたので、その

点についてはこちらも今後の課題として捉えていたので、ぜひ積

極的に進めたいと思っています。 

                                      

○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」報告ですが、ここから秘密会とさせていただきます。 

 それでは、事務局からの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 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  ここで秘密会を解かさせていただきます。 

                                      

○報告第３号 

教育長  続いて、報告第３号「山武郡市小学校陸上競技大会結果につい

て」、事務局から報告お願いします。指導室長、お願いします。 

 

指導室長  資料 29ページから 31ページになります。 

 まず、29 ページですが、こちらは５、６年生男子の結果とな

ります。本市では、目立っているところが、蓮沼小学校、成東小

学校、松尾小学校あたりの入賞者が目立っております。特に左上、

男子 80 メートルハードルの蓮沼小、伊橋さん、大会記録で優勝

となりました。 

 続いて、次の 30 ページは女子の結果です。男子のほうが入賞
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者は多かったという結果になりました。上位では、例えば６年生

女子 150 メートルで、成東小の五木田さんが優勝という結果に

なっております。 

 続いて、31 ページ、これは学校ごとの得点一覧であります。

小さくてちょっと見づらいんですけれども、上半分が男子の結果、

下半分が女子の結果となっています。細かい数字が得点になって

おりまして、市の大会と同じように、優勝すると８点、２位にな

ると７点、６点、５点というように得点が与えられます。という

ことで、先ほど申し上げましたように、男子の部で蓮沼小学校が

結構得点を重ねておりまして、少し見づらいんですが、蓮沼小学

校のところをずっとたどっていただきますと、男子合計が 43 点、

男子の部で４位となっております。そのような形で、いい結果が

得られました。 

 ちなみに、男女総合では、東金市の城西小学校が優勝、大網白

里市の白里小学校が２位でございました。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございました。蓮沼が頑張っているみたいですね。 

                                      

○報告第４号 

教育長  報告第４号「平成 29 年度山武市少年海外派遣事業申込状況に

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  それでは、資料 32 ページをお開きください。報告第４号「平

成 29 年度山武市少年海外派遣事業申込状況について」というこ

とで、こちらはニュージーランド派遣の申し込み状況について報

告させていただきます。 

 募集期間、５月１日月曜日から５月 31 日水曜日まで、１カ月

間を設けまして、市内に住所を有する中学生、２年生及び３年生、

高校生を対象に、派遣生 18名の募集を行いました。 

 結果、報告書の表、29 年度応募者数のとおり、中学生が 19 名、

高校生、こちらは成東高校から１名、計 20 名の応募がありまし

た。この 20名に対して面接を６月 10日土曜日に、派遣団長であ

ります、隣におられます内田指導室長と、私と生涯学習課の職員

３名で実施をいたしました。 

 面接は候補生おおむね１人当たり 15 分を用いまして、態度や

マナー、応募の動機、国際理解、自己アピール、そして作文。こ
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のテーマは、本年度は「私が国際交流に期待すること」によりま

して採点を行ったところでございます。 

 結果、表に示しました 29年度派遣者数のとおり、中学校 17名、

高校生１名を研修生として決定したところでございます。男女別

では、女子が 12 名、男子が６名となります。今後におきまして

は、７月７日金曜日に結団式を行いまして、第１回研修をとり行

います。その後、７月 21 日に第２回、８月２日に第３回、８月

９日に第４回の事前研修を行います。その後、８月 17 日から 24

日まで、６泊８日でニュージーランドの研修となります。 

 報告は以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございました。この件もよろしいですか。 

 髙柳委員。 

 

髙柳委員  採用できない方については。 

 

生涯学習課長  決定通知を出しまして、不採用という通知を 24 日に出させて

もらったんですが、その後、何も意見等はございませんでしたの

で、ご理解いただけたのかというところでございます。 

 

髙柳委員  ありがとうございます。 

 

清水委員  よろしいですか。年々希望者、応募者数が減っているような感

じがするんですけれども、宣伝方法をもうちょっと工夫してもい

いのかなと思うんですけれども、どのような方法があるのか、私

もちょっと考えているんですけれども、たくさんの希望者の中か

ら、できれば優秀な人を選んでやっていくと。それから、この前

もお話ししたんですけれども、派遣した方々を後々どういう形で

市のためになっていただくのか、せっかくお金をかけているわけ

ですから、効果を確認しなければいけない。何らかの形で地域の

ためになってくれることが望ましいと思います。 

 

生涯学習課長  その点につきまして、部長ともお話しさせてもらいまして、行

きっ放しで終わりではなく、フォローアップも含めまして展開で

きるように進めております。ひとまず集まって、前任者の研修の

経験等を生かしながら、継続して何かに生かせるように、ご意見

をいただきながら、手法をまず設けたいと思います。ありがとう
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ございます。 

 

教育長  あと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「行事の共催・後援について」、教

育総務課長、お願いします。 

 

教育総務課長  それでは、資料の 33 ページをご覧ください。報告第５号、５

月１日から５月 31 日までの行事の共催・後援についての承認件

数です。行事の共催については６件でした。後援については３件

ということで、申請書類は 34ページから 55ページまでに添付し

てございますので、確認のほう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。６件と３件ということですが、資料そ

れぞれついていますので、ご覧になっていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 ご覧いただきましたか。特に不明な点等、よろしいでしょうか。 

                                      

○報告第６号 

教育長  それでは、続いて、報告第６号「７月の行事予定について」、

各所属長等からの報告をお願いいたします。 

 

教育総務課長  それでは、教育総務課です。 

 ７月 11 日火曜日、教育委員会事務の点検・評価ということで、

学識経験者の方に評価をいただきます。今回は、城西国際大学の

七井先生、並木先生、南波先生の３名をお願いしてございます。 

 続いて、７月 20 日、教育委員会第３回協議会、続いて、教育

委員会第７回定例会と予定しておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 以上です。 

 

教育長  続いて、お願いします。 

 

学校再編推進室長 ７月はありませんが、６月 29 日、10 時から、先ほども申し上

げましたが、学校のあり方検討委員会がございます。教育委員の
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出席をよろしくお願いいたします。会場は、市役所第４会議室に

なります。お願いします。 

 

教育長  続いて、お願いします。 

 

学校教育課長  学校教育課です。 

 ７月７日、県の東上総教育事務所の所長訪問、午前中は山武南

中、午後、睦岡小学校で予定しております。 

 ７月 10 日、同じく東上総の教育事務所、指導室の訪問であり

ますから、１日かけての訪問です。蓮沼中学校で行われます。 

 11日、定例の校長会議を予定しております。 

 ７月 25 日火曜日ですが、これは郡市の体操競技会が豊海小学

校で行われる予定です。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 

生涯学習課長  生涯学習課です。７日間、事業がございます。 

 まず７月７日、先ほどご案内申し上げましたが、平成 29 年度

の少年海外派遣事業、ニュージーランドの第１回研修と結団式が

ございます。 

 翌日、８日土曜日、こちらはスリランカの派遣団の第４回目の

事前研修が行われます。同日に緑海子ども教室、放課後子ども教

室が８時 30分から行われます。 

 あと、13 日、こちらはきらきら広場とひなたっこ広場、山武

西小学校と日向小学校でそれぞれ放課後子ども教室が実施されま

す。 

 20日が親業講座、しらはたこども園で実施されます。 

 21 日、少年海外派遣、ニュージーランドの第２回の研修にな

ります。同じように結団式となっていますが、第２回の研修が大

会議室で 21日に行われます。 

 22 日が、さんぶの森公園で、青少年相談員の事業でございま

すが、星の村キャンプ、約 180名の参加があります。星の村キャ

ンプが 22日、23日で実施され、23日はスリランカ派遣団の出発

式が行われます。この日からスリランカのほうの研修が始まりま

す。 

 31日にスリランカから帰国式ということでございます。 

 生涯学習課は以上でございます。 

 



－19－ 

スポーツ振興課長 続きまして、スポーツ振興課です。 

 ７月１日、第 68 回山武郡市民体育大会の激例会になります。

６時半から市役所の第６、第７会議室になります。その際は教育

長、部長の出席をお願いいたします。 

 ７月 10 日です。スポーツ義足体験教室です。こちらは山武市

立の緑海小学校で午前 10時から 12時前までという形で教室を行

う予定です。当日、義足アスリートの女子大生ですが、そちらの

方も来ていただいて、小学生に義足をつけていただいて体験をし

ていただくという形です。委員の皆様も、お時間が許されれば、

ぜひおいでいただければと思っております。 

 ７月 21 日から 29 日の間で、ブラジルからアンダー15 サッ

カークラブチームをお呼びいたしまして、教室等を開催いたしま

す。来るチームは昨年同様のオペラリオ・フェロヴィアリオＥＣ

になります。 

 23 日が市内の小中学生を対象とした教室、歓迎交流会。これ

は山武南中の予定です。 

 24 日から 26 日までの間で城西国際大学のサッカー場をお借り

いたしまして、市内の中学生の選抜の選手と、ブラジルと、あと

４チーム、６チームの総当たり戦のサッカーの親善大会を行う予

定です。 

 27 日が市役所に表敬訪問していただいた後、観光していただ

き、帰国が 29日深夜の 12時という形でございます。 

 以上です。 

 

子育て支援課長  子育て支援課です。追加でお願いですが、７月 21 日金曜日、

園長、副園長の会議を計画しております。よろしくお願いいたし

ます。 

 

教育長  以上でよろしいですか。 

 それでは、行事については以上ですが、その他、報告すべき事

項がありますでしょうか。 

 

指導室長  それでは、別添で山武市教育委員会ダイアリーを１枚お配りし

てございます。これを見ていただきたいと思います。 

 まず、５月に運動会、体育祭、７校開催されまして、天気にも

恵まれて、大変いい行事になったと思います。委員の皆様にもご

参加をいただきまして、ありがとうございました。 
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 ７校全てで「ワンツーサンム」の市のオリジナルダンスを実施

していただいて、ダイアリー裏面に写真を掲載させていただいて

ありますけれども、どの学校の児童生徒も大変楽しそうに踊って

おりました。また秋にも運動会、体育祭がございますので、楽し

みにしたいと思います。 

 その他、そこに記載してあるとおりですので、お読みいただけ

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。 

 ほかにはございますか。ダイアリーのほうはどうでしょうか。 

 

小野﨑委員  ラジオ体操よりも動きがあっていいですね。 

 

教育長  ほかはよろしいですか。 

 ほか、ないようですので、以上をもって教育委員会第６回の定

例会を終了とさせていただきます。お疲れさまでした。 

                                      

◎閉  会  午後３時 46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。 

平成   年   月   日 

 

教育長 

 

委 員 

 

職氏名 

 


