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平成 29年山武市教育委員会第５回定例会会議録 

 

日  時  平成 29年５月 25日（木）午後１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 陳情審査について 

議案第２号 市議会定例会提出議案（平成 29 年度山武市一般会計

補正予算（第１号））に同意することについて 

議案第３号 平成 29 年度教科用図書山武採択地区協議会規約の承

認について 

議案第４号 平成 29 年度教科用図書山武採択地区協議会委員の選

出について 

 

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 代理の報告について（市議会臨時会提出議案（請負契

約の締結）に同意することについて） 

報告第２号 代理の報告について（山武市学校のあり方検討委員会

委員の委嘱について） 

報告第３号 代理の報告について（山武市小中学校統合準備委員会

委員の委嘱について（松尾・豊岡小学校）） 

報告第４号 代理の報告について（山武市小中学校統合準備委員会

委員の委嘱について（山武・山武南中学校）） 

報告第５号 代理の報告について（山武市学校評議員の委嘱につい

て） 

報告第６号 代理の報告について（山武市いじめ問題対策連絡協議

会委員及びいじめ調査対策委員の委嘱について） 

報告第７号 代理の報告について（山武市スポーツ推進審議会委員

の委嘱について） 

報告第８号 代理の報告について（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） 

報告第９号 代理の報告について（山武市図書館協議会委員の任命

について） 
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報告第 10 号 代理の報告について（山武市文化会館運営協議会委

員の委嘱について） 

報告第 11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 12 号 市内幼・小・中・こども園運動会・体育祭への出席

について 

報告第 13号 山武市小学校陸上競技大会結果について 

報告第 14号 ＩＣＴ支援員の活用状況について 

報告第 15号 教育委員の園・学校訪問について 

報告第 16号 平成 29年度山武市青少年スリランカ派遣事業参加者

について 

報告第 17号 平成 29年度山武市少年海外派遣事業計画について 

      （ニュージーランド） 

報告第 18号 平成 29年度山武市少年海外派遣事業派遣団の団長及

び 

      事務担当職員について（ニュージーランド） 

報告第 19号 平成 28年度学校評議員事業報告について 

報告第 20号 行事の共催・後援について 

報告第 21号 ６月の行事予定 

 

【非公開予定議題】 

議案第２号、議案第４号、協議第１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 

 

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 
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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 

松尾公民館長 鈴木 昌子 

学校給食センター所長 神谷 英典 

歴史民俗資料館長 山口 直人 

 

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１時 00分 

教育長  それでは、時間になりました。ただいまから平成 29 年教育委

員会第５回の定例会を開会いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

 なお、本日、本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

おいて写真など撮影し、また、録音等をしてはならないという規

定がございます。本日の定例会については、報道関係者以外の写

真撮影及び録音は許可をしておりません。 

 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６月の行事予定のみでございます。そのほかの資料につきま

しては回収をさせていただきますのでご了承を願います。 

                                      

◎日程第１ 会議録署名人の指名 

教育長  それでは、日程の第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ので、よろしくお願いいたし

ます。 

                                      

◎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４

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、

いかがでしょうか。 

 

小野﨑委員  気づいたところを事務局には伝えたところであります。 

 

教育長  もうお伝えになっているということですね。 

 

小野﨑委員  はい。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 

小野﨑委員  あとは問題ありません。 
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教育長  ほかよろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

教育長  それでは、ほかには特にないようですので、第４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、教育長報告でございます。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。４月 21日から５月 25日ま

での間となります。主立ったものについてご報告をいたします。

よろしくお願いいたします。 

 ４月 21 日、山武市グラウンドゴルフ協会の総会、その後、平

成 29 年度千葉県都市教育長協議会の定期総会が千葉でございま

した。 

 ４月 23 日、山武市歴史民俗資料館友の会の総会及び講演会、

また、山武市少年スポーツクラブ連合会の総会もございました。 

 ４月 24 日、山武地区教育委員会連絡協議会表彰者選考会及び

理事会、その後、山武地区教育長協議会の総会が東金市役所で行

われて、参加しております。 

 ４月 25日、山武市小中学校校長会の歓迎会がございました。 

 ４月 26 日、山武郡市小中学校教頭会の総会が東金であり、出

席いたしました。 

 ４月 27 日、第１回社会教育委員会、夕刻、松尾小学校・豊岡

小学校の学校統合準備委員会の第１回目の会議が松尾ふれあい館

で開催されています。 

 ４月 28 日、山武地区小中学校校長会の歓送迎会が東金で開催

されました。 

 ４月 29 日、山武市芸術文化協会の総会、その後、市ＰＴＡ連

絡協議会の総会がございました。 

 ５月２日、議会の全員協議会がございました。夕方、山武中学

校、山武南中学校の学校統合準備委員会、これも第１回目となり

ます。さんぶの森中央会館で開催いたしました。 

 ５月３日、山武市春季ソフトテニス大会（成東総合運動公園）

に出ております。 

 ５月８日、成東高校の校長先生、教頭先生が来庁されました。

これは、開かれた学校づくり委員会というのがございまして、そ

れに学校教育課の上川主幹が参加しているものでございます。 
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 ５月９日、山武市小学校陸上競技大会、坂田の池陸上競技場と

ありますが、従来ですと成東総合運動公園で行っておりますが、

現在工事中のため、今年度は坂田の池で行いました。また、この

中で、来年度新しくできる競技場で開催できるので期待しておい

てくださいと話をいたしました。 

 ５月 10日、庁議、５月 11日、市議会臨時会が開催されました。

この臨時会におきまして木島委員の承認がされたほか、成東総合

運動公園の改修工事（その２）についても議決をいただきました。 

 平成 29 年度関東地区都市教育長協議会の総会、茨城県のつく

ば市で開催をされています。 

 ５月 14 日、春季バレーボール大会。さんぶの森中央体育館で

開催されましたが、この時に小中学校で行っていますオリジナル

ダンスのワンツー・サンムを準備運動にアレンジしたものを参加

者全員で踊っていただきました。徐々に広がりを見せているとこ

ろでございます。その後が、市の体育協会の総会が浪川荘で開催

されました。今回の総会におきまして会長が変更になっています。

土屋会長から、今度は副会長であった山﨑清さんが会長になりま

した。 

 続いて５月 15 日、山教研算数・数学部会来庁とありますが、

平成 30 年にこの研究会が山武市で行われるため、その挨拶でご

ざいます。その後、小中体連の役員の皆さんがおいでになりまし

た。ここに球技大会種目変更とありますが、今までミニバス並び

にサッカーがずっと球技大会の競技として行われておりましたが、

今後、ソフトバレーボール、Ｔボール、及びタグラグビーにか

わっていくということでございます。それで、平成 30 年がソフ

トバレーボール、31 年がＴボール、32 年がタグラグビーでそれ

ぞれ大会を開催するということになっています。 

 ５月 16日、第２回の校長会議がございました。 

 ５月 17 日、校長目標申告面談ということで、この日は小学校

の校長先生方でした。 

 ５月 18 日、全国ＩＣＴ教育首長協議会の第１回の総会、東京

ビッグサイトで開催されまして、市長が公務のため、代理出席を

してまいりました。その際にエキスポの視察等もございました。 

 ５月 19 日、校長目標申告面談、これは中学校の校長先生です。

それから、行政組合教育委員会の臨時会、それと山武地区教育委

員会連絡協議会の表彰式及び総会が東金市役所で行われています。

表彰式、総会には委員の皆さんにもご出席をいただきました。 
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 ここにはございませんが、５月 20 日、大富小学校の運動会が

開催されておりまして、小野﨑教育長職務代理に出ていただきま

したが、私も少し顔を出してきております。 

 ５月 22 日、教育委員会協議会、先日皆様にお集まりいただい

た件でございます。 

 ５月 23日、平成 29年千葉県市町村教育委員会連絡協議会の定

期総会、茂原市民会館で開催されています。委員の皆様にもご参

加をいただきました。 

 ５月 24 日が女性の会総会がのぎくプラザで開催されておりま

す。 

 そして５月 25 日、本日ですが、午前中、鳴浜小学校での所長

訪問に皆さんで同行いただき、最後がこの定例会の開催でござい

ます。今回、４月 21から本日までの間に総会が 14ございまして、

それぞれ出席していたところでございます。 

 私からの報告は以上です。 

 何か質問等ありますでしょうか。よろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

                                      

教育長  それでは、議事に入ります。 

 本日の議題ですが、議案第２号「市議会定例会提出議案（平成

29 年度山武市一般会計補正予算（第１号））に同意することに

ついて」は、議会提出前であり、議案第４号「平成 29 年度教科

用図書山武採択地区協議会委員の選出について」及び協議第１号

「要保護及び準要保護児童生徒の認定について」は、氏名等の内

容が含まれており、公開することにより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２号、議案第４号、協議第１号

は秘密会といたします。 

 なお、本日傍聴人の方がいらっしゃっておりますので、先に公

開案件を審議した後、秘密会とした非公開案件の審議に移りたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 



－9－ 

（「異議なし」の声あり） 

教育長  異議ないようでございますので、公開案件を先に審議すること

とし、その後非公開案件で秘密会といたします。 

                                      

◎日程第４ 議決事項 

○議案第１号 

教育長      それでは、公開案件であります日程第４、議決事項に入ります。 

 議案の第１号「陳情審査について」を議題といたしますので、

陳情書の内容について説明を求めます。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３ページでございます。議案第１号「陳情審

査について」を説明いたします。 

 別紙４ページの陳情書でございますが、去る４月 28 日、山武

市蓮沼に在住する方から教育委員会事務局へ提出されたものでご

ざいます。山武市教育委員会組織規則第３条第 19 号の規定によ

り本会議に付議するものでございます。 

 内容の説明については陳情書本文の読み上げによりかえさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、陳情

書のほうを読み上げさせていただきます。 

 蓮沼中学校統廃合に関する陳情書。平成 29年４月 28日。陳情

者、住所、千葉県山武市蓮沼。山武市教育長、嘉瀬尚男様。 

 陳情の趣旨。１、統廃合計画の一つの柱である複式学級の解消

とありますが、平成 28 年 10 月 31 日、行政区別年齢表統計表

（別紙参照）によると、蓮沼小・中学校の児童数、生徒数は横ば

いを示し、単学級を維持できます。今後 10 年その対象にはなり

ませんということで、別紙参照とありますが、こちら別紙の添付

はございませんでした。 

 ２番目、統廃合計画には蓮沼地区住民の４分の１が反対の意思

を示し、まだまだその数は増えつつあります。（平成 28 年８月

４日『蓮沼中学校存続の会』署名 1,126筆） 

 ３、平成 29 年１月９日から２月４日にかけて蓮沼地区の説明

会が９回行われ、107 名の参加者がありましたが、統廃合計画に

反対意見が多く、賛成意見がほとんどありません。 

 ４、学校・生徒・教員・保護者と地域の人々が協力し合い、一

体でなければよい教育は行われず、このまま統廃合が断行されれ

ば住民は分断され、蓮沼の子供・親・祖父母は物理的のみならず
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心情的にも負担が増し、教育活動（部活動・委員会活動）に影響

をきたします。 

 以上のことを踏まえ、蓮沼小・中学校の統廃合に着手する必要

はないです。 

 陳情の理由。山武市教育委員会は、加配教員を要請することも

独自に教員を任用することもできます。そうして学校を維持・充

実することのほうがよほど子供や地域のためになるのではないで

しょうか。 

 蓮沼地区には安心して子育てできる環境があります。それは、

蓮沼の地縁・血縁のつながりの深さ、子供を見守ってくれる安心

感、子育ての共同環境（ともに育てる）があるからです。何世代

と続く定住・近所の人と顔見知りで、お互い助け合っています。

それが豊かな子育て環境なのではないでしょうか。 

 全国的には出産率は減っていますが、蓮沼地区には１家庭に子

供が３から４人いる家が多くあります。それは子育てしやすい環

境の証明ではないでしょうか。 

 蓮沼中学校は、先生・保護者・地域の人々が協力し合うよい学

校です。教育レベルも高いです。（平成 28 年学力テスト国語は

山武市の平均よりも６ポイント上） 

 子育て環境のよい蓮沼地区の中心的な蓮沼中学校がなくなれば、

子育て世代や若者が現状以上に流出することは明らかです。これ

は、蓮沼地区だけでなく、山武市の活力をそぐことになるのでは

ないでしょうか。 

 21 億円をかけ統廃合計画を断行し、蓮沼中学校と松尾中学校

が統合しても、10 年後には今の松尾中学校と同じ生徒数になり、

また統廃合が必要になるでしょう。そうして統廃合を繰り返せば

山武市に学校は１校だけになってしまいます。山武市と教育委員

会は、このまま統廃合を進めるのではなく、地域に根づいた学校

を残し、子供の「蓮沼中学校で学びたい・成長したい」という声、

蓮沼地区で健やかに育ってほしいと願う親・祖父母・地域の声に

応えてくれることをお願いいたします。 

 陳情の読み上げは以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

教育長  ありがとうございました。以上で説明が終わりました。 

 なお、本陳情につきましては、５月 22 日、教育委員会第２回

協議会において陳情の要旨及び理由について、規模適正化・適正

配置基本計画策定までの経緯、蓮沼地区説明会のご意見・ご質問
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に対しての考え方等、資料をそれぞれ踏まえた上で報告をし、本

日ご意見等をいただくものでございます。 

 それでは、これから質疑を行います。本議案について何か質問、

意見がございますか。ありましたらお願いいたします。では小野

﨑委員、お願いします。 

 

小野﨑委員  私は、計画案の素案の段階から、蓮沼地区だけではなく、山武

市内の各中学校区ごとの説明会、あるいは小学校区ごとの説明会

等も何回も出席させていただきました。非常に統廃合に関して一

生懸命言ってきたつもりでありますが、このように陳情書として

出てくるというのは、非常に関心があるということと思いますが、

まだまだ私どもの説明が足りないのか、あるいはまだご理解いた

だかない点が多いのかというところも非常にあるという様に思っ

ております。 

 素案の段階から小学校につきましてはいろいろ論点がありまし

て、最終の計画案につきましては、複式学級が見込まれる、ある

いはもう実施されている小学校からスタートする様にしておりま

すので、現状の蓮沼小学校につきましても当面の間は現状で維持

できるという様に思っております。ですから、要旨の１番のとこ

ろの蓮沼小学校につきましてはそういう理解であります。 

 なおかつ、蓮沼地区については特に地区ごとの説明会、ここに

ありますように、区ごとに説明会にお邪魔して、聞いたところで

あります。それぞれ、「反対意見も多く、」とありますが、反対

意見もありましたけれども、中学校の生徒の数等、あるいはクラ

ブ活動の状況等を踏まえると統合してもやむを得ないという意見

もあった様に私も記憶をしております。 

 今後、蓮沼地区の中学校については、さらに地域との話し合い

を進めながら、基本計画にあるとおり、前段の、前期の統合に向

けてご理解いただけるように努力していくことになるという様に

思っておりますので、基本計画に基づいて進めていければいいと

思います。 

 以上であります。 

 

教育長  ありがとうございました。それでは、そのほかの委員の方、何

かご意見がありましたらお願いしたいと思いますが、いかがで

しょう。意見で結構でございます。よろしくお願いします。では

髙柳委員、お願いします。 
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髙柳委員  蓮沼地区は、陳情にありましたように、地域のつながりの中で

優しい子供が育てられているというのはそのとおりだと思います。

よい面はたくさんあります。しかし、子供は親や地域からいずれ

離れていきます。その離れたときに、この厳しい世の中を生き抜

かなければならないわけです。その生き抜く力をつけるためには、

やはり単学級の解消をすることは必要だと思います。クラス替え

で人間関係に変化を持たせ、多様な考えに触れ、仲間同士励まし

合い、磨き合いなど、そういう様にしながら成長するということ

が大切だと思いますので、子供のためには、山武市立小中学校の

規模適正化・適正配置基本計画を推進していく必要があるのでは

ないかと思っています。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。ご意見いただきました。ほかの委員の

方、よろしいでしょうか。何かございますか。それでは、今関委

員、お願いします。 

 

今関委員  このいただいた陳情の趣旨では、当面二十数名の生徒が維持さ

れるということですが、蓮沼中学校の単学級は解消されません、

二十数名では。中学校で小学校より、より多くの生徒と出会い、

また、広い範囲の地域の方々と接することによりこれからの社会

を生き抜く力を、私も髙柳先生と同じになってしまいますが、身

につけてほしいと思っています。そこで、今までと同じように地

域の方々の子供を見守ってくれる温かくて豊かな子育て環境が今

よりもなお続けられることを願っています。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。ほかにはよろしいでしょうか。ただい

ま３名の方からご意見いただきましたが、よろしいですか。 

 それでは、ほかにはご意見ないようでございますので、採決に

移りたいと思います。 

 日程第４、議案第１号の「陳情審査について」を採決いたしま

す。それではお諮りします。本陳情を採択することに賛成の方の

挙手をお願いいたします。 

 

 （挙手する者なし） 
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教育長  挙手の方おりません。賛成なしでございます。よって、本陳情

は不採択と決定をいたしました。 

                                      

○議案第３号 

教育長  続いて、議案第３号「平成 29 年度教科用図書山武採択地区協

議会規約の承認について」を議題といたします。それでは提案理

由、事務局から説明お願いいたします。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６ページをご覧ください。議案第３号「平成

29 年度教科用図書の山武採択地区協議会の規約の承認につい

て」提案させていただきます。 

 平成 30 年度主要教科用図書でございますが、道徳が新たに教

科化されることにより、採択をするに当たって、平成 29 年度教

科用図書山武採択地区協議会規約を承認することについて、山武

市教育委員会組織規則第３条第 15 号の規定により議決を求める

ところでございます。 

 提案理由でございますが、義務教育諸学校の教科用図書の無償

措置に関する法律第 13 条第４項の規定により協議を行うため、

平成 29 年度教科用図書採択地区協議会規約の制定を承認しよう

とするものでございます。 

 なお、規約につきましては、要綱の７ページ、８ページについ

ては別添差しかえさせていただき１枚に載せさせていただいてお

ります。 

 

教育長  もうなっていますか。 

 

学校教育課長  はい。なお、８ページの第９条にありますように、29 年度の

事務局、大網白里市教育委員会内に置くとなっております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

 

教育長  ありがとうございました。今説明をいただきました。この件に

関して何かご質問等ありますでしょうか。30 年度道徳に使う教

科書の採択協議会が開催されるということです。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  なければ、お諮りいたします。本議案に賛成する委員の皆様の



－14－ 

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６ 報告事項 

○報告第１号 

教育長  続いて、日程第６、報告事項に移ります。報告第１号「代理の

報告について（市議会臨時会提出議案（請負契約の締結）に同意

することについて）」、事務局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、資料は 11 ページになります。代理の報告について

（市議会臨時会提出議案（請負契約の締結）に同意することにつ

いて）ということでございます。これについては 11 ページの一

番下に、山武市教育委員会組織規則の抜粋を参考として記載して

ございます。４条の第１項の規定により、教育長が代理で事務処

理を行いましたので、報告をするものでございます。 

 それでは、資料の 12 ページをご覧ください。このページにご

ざいますのは、平成 29年５月 11日、議会第１回臨時会への提出

議案でございます。成東総合運動公園陸上競技場改修工事（その

２）請負契約の締結についてです。契約金額は２億 6,836 万

6,521 円、契約の相手方、千葉市花見川区幕張本郷１丁目 27 番

10 号ＹＫビル、長谷川体育施設株式会社千葉営業所所長、金子

和裕でございます。 

 山武市では、予定価格が１億 5,000万円以上の工事または製造

の請負の契約は議会の議決を得ることとなっていることから、議

案として上程をさせていただきました。 

 これについては、先ほどの 11 ページ、一番下にあります地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条にございます、地

方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る

部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を得

るべき事件の議案を作成する場合には、教育委員会の意見を聞か

なければならないとなっております。そのため、これは教育委員

会の意見ということで、今回教育長が代理で同意をしたというこ

とになります。通常であれば教育委員会会議を開催することにな

りますが、期間が短かったため教育委員会会議を開催するいとま



－15－ 

がなかったということで、５月１日、教育長の代理を行いました。 

 参考として資料の 13 ページに入札の結果、開札調書を添付し

てございますので、ご覧いただければと思います。 

 

スポーツ振興課長 今の成東総合運動公園陸上競技場改修工事（その２）の契約に

つきまして、補足させていただきます。13 ページ、開札調書を

ご覧いただければと思います。こちらですが、入札の執行年月日

ですが、平成 29年４月 28日になります。落札者は、長谷川体育

施設株式会社になります。 

 落札価格が２億 4,848万 7,520円、こちらは税抜きという形に

なります。入札時、税抜きの形で入札を行っていただくという様

に市ではなっております。請負金額ですが、２億 6,836 万 6,521

円、予定価格ですが、こちらは２億 7,800万、これは税抜きにな

ります。最低制限価格、こちらが２億 4,848万 7,520円となって

おります。こちらも税抜きという形です。 

 入札をいたしました業者数ですが、全部で 10 者ございました。

10 者とも最低制限価格、２億 4,848 万 7,520 円、こちらで入札

を行っております。したがいまして、全部同額ということになり

ますので、くじによる候補者を決めるという形の中で、長谷川体

育施設株式会社が落札という様になりました。 

 ちなみにですが、長谷川体育施設の、資料はございませんが、

会社の概要です。こちらですが、本社が東京世田谷区にございま

す。設立が昭和 24 年２月という形です。資本金が約１億円、売

り上げが 2015 年３月末で 173 億円です。こちら、営業所数です

が、全国に散らばっておりまして、30 カ所ございます。業績で

すが、過去 10 年間、当市の発注をいたしました同規模の工事で

すが、全部で 100カ所ほどございます。主にこの会社につきまし

ては運動施設、こちらの工事を専門的に行っているという会社で

ございます。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございました。ただいま説明いただきました成東総

合運動公園陸上競技場改修工事の請負契約につきまして、私のほ

うで代理をさせていただきました。これにつきましては入札が４

月 28 日ということから、前回これらの内容については皆様方に

ご説明をし、ご理解をいただいていたところでございます。それ

で、その入札の時期の関係からその結果をもって代理をするとい
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うことで皆様方にはご理解をいただいてきたところでございます。

よろしくお願いいたします。 

                                      

○報告第２号から報告第４号 

教育長  続いて、報告第２号から報告第 10 号まで、これは委嘱関係の

代理報告になりますので、順次事務局から報告をお願いしたいと

思います。よろしくお願いします。再編室長、お願いします。 

 

学校再編推進室長 私からは再編推進室にかかわる第２号から第４号まで報告をい

たします。ともに委員の委嘱にかかわる代理についてです。 

 まず報告第２号、山武市学校のあり方検討委員会委員の委嘱に

ついて報告します。資料は 14 ページ、15 ページとなります。山

武市教育委員会組織規則第４条第１項の規定により代理したので、

同規則第４条第３項の規定により報告するものです。 

 まず 15 ページをご覧ください。設置要綱になります。第１条

で設置目的が規定されております。小中学校の将来を展望した学

校のあり方について幅広い見地から検討し方向性を見出すため、

山武市学校のあり方検討委員会を設置することとされています。

第３条では組織が規定されておりまして、ここに記載する各方面

の 20 名の委員をもって組織することとなっています。また、そ

の委員に関しては教育委員会が委嘱することと規定されています。 

 また、14 ページをご覧ください。今回、議会、区長会、市校

長会、市園長会、ＰＴＡを代表する委員において交代があったた

め、該当する 12 名の委員の委嘱を行うものでございます。委嘱

の期間は、この表の中にあるとおりでございますが、議会選出の

小川良一議員は市議会の常任委員の決定日である 29年５月 11日

から、また、そのほかの委員に関しましては 29 年４月１日から

となります。ともに平成 30年３月 31日までの期間となります。

代理日は平成 29年５月 15日となります。報告第２号は以上でご

ざいます。 

 続きまして、報告の第３号を報告いたします。資料は 16、17

ページになります。こちらは小中学校統合準備委員会委員の委嘱

についてです。松尾小学校、豊岡小学校の統合準備委員会委員の

委嘱でございます。 

 17 ページをご覧ください。こちらの設置要綱をご覧ください。

第１条において設置目的が規定されておりまして、小中学校ごと

にこの統合準備委員会を設置することとされています。準備委員
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会で行う所掌事務、また、規模や組織については、地域別の協議

会を何度か行うなどして検討を重ねてまいりました。結果、第３

条で組織が規定されておりますが、ここにあるような保護者、学

校職員、また区長会、そのほか学校評議員などから準備委員を構

成することとしまして、各団体から委員の推薦をいただいたとこ

ろでございます。 

 いま一度 15 ページに戻っていただけますでしょうか。各団体

から推薦をいただきまして、結果といたしましては、保護者の代

表が６名、学校職員の代表が７名、区長会代表２名、そのほか学

校評議員等ほか６名から成る 21 名の委員に委嘱をするものでご

ざいます。こちらも代理いたしましたので報告するところでござ

います。 

 17 ページの中段にもございますが、委嘱の期間は平成 29 年４

月 27 日から学校統合に関する事務が終了するまでとなっていま

す。代理日は平成 29年４月 21日からとなります。第３号の報告

は以上でございます。 

 続いて、第４号でございます。こちらも学校統合の準備委員の

委嘱でございます。こちらは山武中学校、山武南中学校について

の代理報告となります。資料は 18から 20ページになります。こ

ちらにおきましては、42 名の委員の委嘱に伴うものでございま

す。内訳は、保護者の代表が６名、学校職員の代表が８名、区長

会の代表が４名、そのほか学校評議員、各小学校校長等 24 名か

ら成る 42 名の準備委員会です。教育委員会組織規則第４条第１

項の規定により代理したので、同規則第４条３項の規定により報

告いたします。 

 18、19 ページは委嘱された委員の名簿となります。また、20

ページ上段に記載されていますが、委嘱の期間は平成 29 年５月

２日から学校統合に関する事務が終了するまで、代理日は平成

29 年４月 21 日となります。以上、学校再編室からの報告となり

ます。 

 以上でございます。 

                                      

○報告第５号及び報告第６号 

教育長  学校教育課長、お願いします。 

 

学校教育課長  それでは、私から報告第５号、第６号について報告させていた

だきます。 
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 まず第５号でありますが、学校評議員の委嘱についてです。資

料の 21ページから 23ページをご覧ください。各学校の学校長か

ら推薦がありました平成 29年度の評議員として 73名の報告がご

ざいました。小学校 48名、中学校 25名でございます。なお、内

訳を申しますと、継続してお願いした委員が 57 名、新たにお願

いした委員が 16 名となっておるところでございます。なお、委

嘱の期間ですが、平成 29 年４月１日から 30 年３月 31 日となっ

ております。 

 続いて、報告第６号でございます。資料の 24 ページ、25 ペー

ジをご覧ください。山武市いじめ問題対策連絡協議会委員及びい

じめ調査対策委員の委嘱についてです。提案理由でございますが、

いじめ防止対策推進法の規定に基づき、山武市いじめ問題対策連

絡協議会その他の組織を設置し、各種団体から推薦のあった委員

の任期が平成 28 年度末で終了し、新たに委嘱するものでござい

ます。協議委員会委員として８名、調査対策委員として３名の皆

様に委嘱するものでございます。なお、ご委嘱の期間は平成 29

年４月１日から 31年３月 31日まででございます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

                                      

○報告第７号 

教育長  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７号になります。資料のほうで 26 ページになります。

代理の報告につきまして、山武市スポーツ推進審議会委員の委嘱

についてという形になります。こちらですが、平成 29 年５月 25

日提出をさせていただいております山武市スポーツ推進審議委員

の委嘱についてで、体育協会会長、山﨑清様、こちらの交代とい

う形になります。委嘱の期間ですが、平成 29年５月 15日から平

成 29 年 12 日 20 日まで、代理日のほうが平成 29 年５月 15 日と

なっております。 

 こちら体育協会会長ですが、去る５月 14 日ですが、体育協会

の総会がございました。その時点で前会長でいらっしゃいました

土屋様につきまして、体育協会の会長を辞任したい旨のご報告ご

ざいました。それを審議いたしまして辞任が承諾され、次の会長

という形で山﨑清様に承認という形になりました。そういう形の

中での報告という形になります。 

 以上です。 
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○報告第８号 

教育長  学校給食センター所長、お願いいたします。 

 

学校給食センター所長 学校給食センター、神谷です。私からは報告第８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、代理により

事務処理をしましたので報告させていただきます。 

 27 ページをご覧ください。当委員につきましては、昨年の第

５回定例会において委嘱についてこの場で承認いただいたところ

ですが、任期は平成 30 年３月末までとなっております。しかし

ながら、人事異動等で４月以降その役職から離れた方がいらっ

しゃいます。このため、新たに当該役職につきました 27 ページ

に記載されております小川良一議員ほか６名を代理にて委嘱いた

しました。 

 なお、任期ですが、28 ページをご覧ください。山武市学校給

食センター管理規則を抜粋したものを資料として添付しておりま

す。本規則第 11 条第２項に基づき、後任の方々がその職につい

た時点から前任者の残任期間である平成 30年３月 31日までを任

期としております。代理日は決裁日であります５月 15日です。 

 以上です。 

                                      

○報告第９号 

教育長  図書館長、お願いします。 

 

図書館長  報告第９号でございます。資料の 29 ページをご覧ください。

「代理の報告について（山武市図書館協議会委員の任命につい

て）」でございます。人事異動等に伴う欠員による任命でござい

ます。１番、学校が推薦した当該学校の代表者で、松尾小学校、

南風野善克校長先生、２番として、学校が推薦した当該学校の代

表者で、山武南中、大矢孝之校長先生、任命の期間は、前任者の

残任期間で、平成 29 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までで

ございます。代理日は平成 29年４月１日でございます。 

 以上です。よろしくお願いします。 

                                      

○報告第 10号 

教育長  文化会館長、お願いします。 
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文化会館長  文化会館です。よろしくお願いいたします。31、32 ページに

なります。報告第 10 号の山武市文化会館運営協議会委員の委嘱

についてですが、委員 10 名のうち学校枠の委員２名につきまし

て、４月の人事異動により交代がありましたので、新たに校長会

から推薦がありました大富小学校、安川正行校長及び山武中学校、

小髙一徳校長に委嘱するものでございます。委嘱の期間は平成

29 年４月１日から平成 30 年３月 31 日の残任期間１年でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 

教育長  ありがとうございました。以上で代理の報告が終わりました。 

                                      

○報告第 11号 

教育長  続いて、報告第 11 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いたします。学校再

編室長、お願いします。 

 

学校再編推進室長 資料は本冊の 33 ページとなります。また、今日お配りさせて

いただきました５ページからなる松尾小学校・豊岡小学校準備委

員会委員名簿と表にあります名簿の２つを使いまして報告をさせ

ていただきたいと思います。 

 ともに平成 31 年４月の統合に向けまして松尾小学校と豊岡小

学校、山武中学校と山武南中学校の統合準備委員会が開催されま

した。その際には教育委員の皆様方におかれましてご出席をいた

だき、まことにありがとうございました。 

 最初に 33 ページのほうをご覧いただければと思います。こち

らに開催日等が記載されております。松尾小学校と豊岡小学校は

４月 27 日木曜日、松尾ふれあい館で行いました。また、山武中

学校、山武南中学校の統合準備委員会は５月５日、さんぶの森中

央会館で行われました。それぞれ最初の会議でありますので、委

嘱状交付式をあわせて行ったものでございます。 

 続いて、委員について若干補足説明をさせていただきます。別

冊の資料にございます。ご確認願います。１ページには松尾小学

校、豊岡小学校の準備委員の名簿がありますが、統合に当たって

は調整する項目も多数ございます。準備委員会の中には専門部会

を設けております。こちらの松尾小学校、豊岡小学校の統合準備

委員会の中には、右側に専門部会とありますが、総務部会と学校

運営部会を設けてございます。○印の書いた方がそれぞれの部会



－21－ 

に属しておることになります。 

 また、調整していく事柄については、この部会の中に縦で記入

をさせていただきまして、総務部会においては学校名称から校歌、

校章、式典、通学路の安全確認、スクールバス、ＰＴＡの組織、

また、学校運営部会については学校の先生方で組織されまして、

校務分掌や学級編制、時程、学習ルールなどをこの２年間をかけ

て準備していくこととなります。 

 続きまして２ページ目をご覧ください。別冊の部分であります。

山武中学校、山武南中学校の統合準備委員の名簿でございます。

こちらについては中学校の統合になるので、将来入学してくる児

童のことを考慮いたしまして山武地区の小学校の先生や保護者に

も加わっていただきましたので 42 名となっています。また、決

定事項も若干増えてきますことから３つの部会を備えてございま

す。総務部会、学校運営部会、ＰＴＡ・通学部会、この３つの部

会で構成されております。 

 こちらは決定事項につきましては、まず総務部会ですが、松尾

小学校と豊岡小学校とほぼ同じような内容になりますが、山武南

中学校が平成 33 年４月から開校予定となります日向小学校と山

武西小学校の統合校の校舎として転用されることもありますので、

そのこともこの２年間の中で検討していきたいと思います。 

 学校運営部会は、学校の先生方で組織される点、また、内容も

ほぼ同様でございますが、中学校の統合となりますと、高校入試

が控えていますので、今の中学１年生の方がその対象となろうか

と思います。そういったことから、高校受験に対する内申書に影

響などもしますので、両校の評価の方法なども調整していく必要

があるということでございます。 

 こちらはＰＴＡ・通学部会というのもございます。主に通学路

の安全対策、それと制服についても検討していっていただきたい

ということでございます。 

 ３ページ目と４ページ目につきましては、各部会で検討してい

く項目ごとの２年間の決定のスケジュールを記載させていただい

ております。ともに最初に決めていく事柄としましては、まず校

名から決めていくこととしております。これは校章や校歌、体操

服全てのことに関連します。そういったことから、総務部会で学

校名の名称の検討についてまずとり行っていただくことになりま

す。そのほか予算が伴うもの、例えば安全対策、備品の廃棄や移

転などについても早急に検討していきながらこの２年間を過ごし
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ていきたい、そういうスケジュールになっております。 

 最後、５ページ目をご確認ください。いま一度確認になります

が、この統合準備委員会の組織図でございます。右下に専門部会

とありますが、各専門部会で調整されて検討された事柄につきま

しては、専門部会ごとの代表者で構成される代表者会議でその部

会間での調整がなされます。なされた結果、委員全員の全体会議

にかけ、統合準備委員会の意見の成案といたします。それらを教

育委員会に諮りながらこの２年間で準備を進めていくという流れ

になってございます。 

 また本冊の 33 ページにお戻りください。中段以降、決定事項

ということで、第１回の統合準備委員会では委員長、副委員長の

選任、また部会長の選任が行われております。委員長、副委員長

におかれましては、松尾小学校と豊岡小学校の統合に関しまして

は、委員長に松尾小学校の校長先生、副委員長に豊岡小学校の校

長先生が選任されております。また、部会の部会長、副部会長に

ついては記載のとおりでございます。 

 山武中学校と山武南中学校の統合につきましては、委員長に山

武中学校長、副委員長に山武南中学校長が選任されております。

また、３つの部会の部会長、副部会長については記載のとおりで

ございます。 

 最後、一番下の段には次回の予定とあります。こちらは、専門

部会を開催する日にちがその日決定しましたのでここに記載した

ものでございます。松尾小学校と豊岡小学校につきましては、総

務部会を６月２日 18時半から松尾ふれあい館で行われます。 

 山武中と山武南中学校におきましては、総務部会は５月 17 日

に既に行われました。この行われた内容ですが、総務部会で校名

について協議をいたしました。本件については、継続して協議を

することといたしました。継続した協議の第２回目の開催ですが、

６月中に会議開催に向けて今、日程を調整しているところでござ

います。 

 また、山武のＰＴＡ・通学部会は、通学路の安全点検というこ

とで６月 16日 19時からさんぶの森中央会館で行う予定でござい

ます。こちらの専門部会におきましては事務局で担当いたします

ので、教育委員の見学はございません。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。本日、報告事項が大変多くございます
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ので、質問等もしあれば最後に一括して受けたいと思いますので

よろしくお願いいたします。会議を進めさせていただきます。 

                                      

○報告第 12号 

教育長  報告第 12 号「市内幼・小・中・こども園運動会・体育祭への

出席について」、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 34 ページをご覧ください。５月に開催され

る運動会の予定でございます。４月の定例会議でご検討いただき

ました委員の名前を入れさせていただいております。なお、当日

ですが、開会式でご紹介のみということでお願いしたいと思いま

す。またあわせて、天候等により順延等になった場合は、私もし

くは内田から個々に連絡をさせていただきます。なお、予定どお

りの場合は連絡いたしませんので、よろしくお願いします。 

 私からは以上です。よろしくお願いします。 

教育長  ここには記載されておりませんけれども、時間等は皆さん大丈

夫ですか。 

 

（「はい」の声あり） 

教育長  ありがとうございます。 

                                      

○報告第 13号 

教育長  続いて、報告第 13 号「山武市小学校陸上競技大会結果につい

て」、報告をお願いいたします。指導室長、お願いします。 

 

指導室長  資料 35 ページから 38 ページになります。まず 35 ページと 36

ページですが、こちらは５年生、６年生の学年別の各種目の成績

一覧です。本年度、36 ページ、６年生の部で男子ハードルと男

女のリレーでは新記録が生まれました。冒頭、教育長から話があ

りましたように、本年度、横芝光町の競技場を使いまして、ター

タンの走路でありましたので、そのことも何か影響したのかもし

れません。来年度は新しい会場でさらによい記録が生まれること

を期待しております。 

 また、37 ページ、38 ページは学校ごとの得点一覧です。本年

度は５年生で蓮沼小学校、６年生で成東小学校が優勝となりまし

た。 
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 なお 35 ページ、戻りますけれども、下に３分間長縄跳びとい

う欄がございます。いわゆる八の字跳びですが、各種目の選手と

して選ばれなかった子供もこういう種目に非常に熱心に取り組ん

でおります。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。 

                                      

○報告第 14号 

教育長  続いて、報告第 14 号「ＩＣＴ支援員の活用状況について」、

お願いいたします。指導室長、お願いします。 

 

指導室長  資料は 39ページから 42ページになります。全ての学校に毎月

２回程度ＩＣＴの支援員を派遣しております。支援員は授業の支

援など教職員の研修、その支援、あるいは事務処理等の支援、さ

まざまな支援を行っております。39 ページは、そのＩＣＴ支援

員が支援した時間を表、グラフにあらわしたものです。 

 続いて 40 ページは、同じものですが、今度は時間ではなく、

各支援の種類を割合で色分けしたものです。40 ページ下の棒グ

ラフを見ていただけますと、どのような支援が多いかが色別に

なっております。棒グラフが２つある上が小学校ですが、小学校

ですと赤い部分、授業支援がだんだん増加しているということが

うかがえます。 

 また、中学校では研修など校務支援が大きな割合を占めていま

す。中学校教員につきましては、中にはＩＣＴ機器に非常に精通

している者がいまして、支援員が支援しなくても、授業者が１人

でＩＣＴ機器を活用することが非常にできますので、そういう場

合に授業に支援員が入らないということも生まれております。そ

ういうことで、各校のＩＣＴ支援活動の状況、目安等を見ていた

だけるとありがたいです。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございました。 

                                      

○報告第 15号 

教育長  報告第 15 号「教育委員の園・学校訪問について」、報告をお

願いいたします。学校教育課長、お願いします。 
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学校教育課長  それでは、資料 43ページをご覧ください。平成 29年度の園・

学校訪問の予定を組ませていただきました。今年度については、

表にありますように６つの箇所に訪問を計画させていただきまし

た。なお、本日は東上総の所長訪問と同じ日でありましたが、や

はり成東中学校も今度は指導室の訪問日と重なっております。こ

のような計画でさせていただきました。なお、曜日については、

書いてございませんが、全て木曜日となっておりますので、よろ

しくお願いします。 

 私からは以上です。よろしくお願いいたします。 

                                      

○報告第 16号 

教育長  続いて、報告第 16号「平成 29年度山武市青少年スリランカ派

遣事業参加者について」、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  本日配付させていただきました資料 44 ページになります。平

成 29 年度山武市青少年スリランカ派遣事業参加者についてとい

うことで、こちらは派遣日程が７月 23日、日曜日から 31日、月

曜日まで７泊８日で実施いたします。スリランカ派遣事業、今年

度で３度目になります。この研修生について報告するものです。 

 市内に住所を有する中学２年生、３年生及び高校生、あと市内

の中学校に通学する２年生、３年生及び高校に通う生徒、こちら、

具体的に言いますと松尾高校と成東高校生になります。募集期間

は４月 10日、月曜日から５月８日、月曜日まで、定員 10名で募

集を行ったところでございます。 

 その結果がこちらの募集結果になりまして、この８名、面接を

行いました。面接は５月 13日、土曜日と 21日、日曜日に２回に

分けて行いました。面接の内容はマナー、応募の動機、国際感覚、

あるいは団体活動への適合性などを今回の団長となります小川教

育部長、そしてあと随行員であります生涯学習課の社会教育指導

員であります山崎先生、そして私の３名で行いました。面接８名

は、行った結果全員合格といたしました。 

 内訳といたしましては、中学生２名、高校生６名、男女でいき

ますと男子が３名、女子が５名、市内、市外でいきますと、市民

が４名、市外の方が４名ということで、研修生に関する報告は以

上となりますが、先遣隊として先週 21 日までスリランカで、21
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日に帰国いたしました団長であります小川部長からその内容を説

明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

教育部長  では、私のほうから説明いたします。 

 

教育長  部長、お願いします。 

 

教育部長  先遣隊の写真等を用意してありますので、そちらをご覧いただ

ければと思います。先遣隊ですが、私と、先ほどお話があったよ

うに山崎社会教育指導員、そしてオリパラ室の職員１名の計３名

で事前調査と安全確認を目的に５月 15日から 21日の間訪問して

います。 

 まず１ページ目が教育省を訪問したときの写真です。真ん中の

人が教育省の秘書官ということです。これは大臣秘書官でなくて

教育省の秘書官ということで、大臣に次ぐナンバーツーの方にな

ります。本番は教育大臣に表敬訪問する予定になります。 

 続いて２ページ目をお開きください。２ページ目ですが、今回

学校については２校訪問する予定です。まずこちらのアーナンダ

カレッジというところですが、コロンボの市内にある非常に大き

な学校です。生徒数が 7,000人、山武市内の小中学校で 3,000人

ですので、倍の人数がいる学校です。先生だけで 300人。スリラ

ンカの中で学力的にも一、二の学校だそうです。どうしても向こ

うの教育省に頼むので、いい学校を見せるようになりますのでこ

ういう学校が選ばれたところです。下の右側にあるように非常に

施設的にも立派ですし、校長室も非常に立派な校長室でした。 

 次が３ページです。こちらはスポーツ大臣になります。昨年山

武市のほうも訪問していただき、子供との交流も深めていただい

た非常に気さくな大臣です。 

 ４ページがＪＩＣＡの事務所、そして日本大使館等も訪問して

います。大使館については、大使館の仕事等を説明していただく

予定です。 

 ５ページがジャイカの隊員の訪問となります。上の真ん中の女

の子ですが、看護師です。田舎で主に保健師のような活動をして

います。幼稚園の保護者のお母さんに、スリランカの人はどうし

ても太っていますので、砂糖の含有量を抑えたり、エアロビなど

の保健活動をしている人です。 

 下が、野球を教えている青年を訪問しています。スリランカの
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野球事情ですが、ここのところ実力的にも上がってきて、昨年西

アジア大会で優勝して、台湾のアジア大会に進出できるようなと

ころまで進んでいるそうです。ただ、マイナーなスポーツで、こ

のグラウンドで行っていたんですが、後からクリケットやラグ

ビーのチームが来たら端っこに寄せられていました。肩身の狭い

思いをしているようです。 

 ６ページをお開きください。現地に進出していますノリタケと

いう食器メーカーの主要工場です。ノリタケはここが世界的な生

産の拠点になっています。子供が左下にあるように絵づけ等を体

験して、最後、お土産にカップをもらって帰ってくるというコー

スになります。 

 ７ページです。もう一つの学校、今度は田舎の学校になります。

施設的にも都会の学校と比べて大きな差があります。子供にこの

辺を見てもらおうと思っています。右の上のように長屋のような

教室で、大きな体育館みたいなところに黒板が３つか４つ並び、

そこで、各々別の授業を行っている状態です。 

 続いて８ページですが、国立公園です。象やワニなどを左側に

載っていますジープに乗って見てくるというようなコースを設定

しています。 

 ９ページが今回新たに見に行ったトリコマイという北部の内戦

が終わったばかりの地域の風景になります。右のところが、これ

が第２次大戦でイギリスがつくっていたオイルタンクをゼロ戦が

空爆、特攻したところの跡地です。今も公園のような形で残って

います。 

 最後が植物園です。キャンディという日本で言うと京都みたい

な町がありますが、そこの植物園で、世界の植物が集まっていま

す。以上のようなことで視察してまいりました。 

 

教育長  どうもありがとうございました。本番の視察に向けて、いいと

ころを見てきていただいているようでございますので期待してい

ます。 

                                      

○報告第 17号 

教育長  続いて、報告第 17号「平成 29年度山武市少年海外派遣事業計

画について」、これはニュージーランドでございます。事務局か

らの報告をお願いします。生涯学習課長、お願いします。 
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生涯学習課長  それでは、資料は 45 ページになります。ご案内いただきまし

た報告第 17 号ということで、29 年度山武市少年海外派遣事業計

画、ニュージーランド派遣となります。こちらの事業は、合併前

の平成３年、旧松尾町からスタートした事業で、その後も山武市

でも続けている事業でございます。合併後は治安の安定している

ニュージーランドで交流を深めているところでございまして、４

月７日に実施要綱を決定して、５月 11 日に事前説明会を山武市

役所第６会議室で行いました。この際は、応募、受け入れは 18

名ですが、既に 20 名の、全員中学生でしたが、ご両親と一緒に

説明を聞きにきておりました。今応募を募集しておりまして、現

在８名の応募があります。 

 その後、このスケジュールは例年変わってはおりません。研修

までに４回事前の研修を行います。７月７日の派遣団の結団式、

そこで第１回目の研修を行いまして、７月 21 日に２回目、８月

２日に３回目、４日に最終的な４回目の研修を行い、出発式、そ

して帰ってきましたら８月 24 日に帰国式をします。その後８月

29 日に事後研修会、次年度に向けての反省点などを行いまして、

あと、今年は 10月 27日に山武市の生涯学習振興大会でこの成果

の報告をいただくという計画になっております。 

 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。 

                                      

○報告第 18号 

教育長  報告第 18号「平成 29年度山武市少年海外派遣事業派遣団の団

長及び事務担当職員について」、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  引き続きまして、ただいま 17 号でも報告いたしましたが、こ

ちらのニュージーランドの派遣に行かれます団長及び事務担当職

員についての報告になります。こちらにつきましては、要綱の中

で、団長１名及び事務担当者１名を定めますので、まず団長でご

ざいますが、現在私の隣におられます内田淳一先生でございます。

学校教育課指導室長、内田さんが団長、そして事務担当者でござ

いますが、松尾中学校教頭先生であります吉村政和先生にお願い

いたしたところでございます。 

 報告は以上です。 
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教育長  ありがとうございます。 

                                      

○報告第 19号 

教育長  続いて、報告第 19号「平成 28年度学校評議員事業報告につい

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  資料の 47ページをご覧ください。平成 28年度の評議委員会に

ついての報告でございます。全ての学校から成果と課題について

上げていただきました。なお、実施回数を見ますと各学校２回か

ら、多いところで７回という様になっています。かいつまんでお

話しします。 

 成果、丸印がついている部分ですが、地域から情報を得ること

で連携・協力の重要性を再確認できた、評議員の継続により、学

校の様子を理解した上での意見をいただくことができた、開催に

当たっては授業や学校行事にあわせて実施し、学校の実態を理解

していただけた、小学校との合同開催により、地域全体の情報交

換ができたというような成果を書いてくださっているところがご

ざいます。 

 また、三角印の部分が課題でございます。評価をもとに課題を

改善する優先順位や具体的手だてを考える必要がある、また、出

た意見をどのように取り入れていくか検討する必要がある、また、

家庭、地域との連携を強めていく必要がある、女性評議員の選出

が難しい、統合に向けより一層連携を図っていきたいというよう

な反省が出ておりました。 

 なお、成果と課題の報告を受け、改めてこちらで検討させてい

ただいた中では、課題解決に向け的確な助言をいただくなど、新

たな視点から課題や学校運営改善の方向性を発見することができ

たなど抽象的な表現が見られました。できるだけ具体的に今後記

入していただきながら次年度の成果と課題に結びつけていくよう

にしていきたいという様に思っております。 

 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す。 

                                      

○報告第 20号 

教育長  続いて、報告第 20 号「行事の共催・後援について」、事務局
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のほうから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、資料は 49 ページです。行事の共催・後援について

です。行事の共催・後援についての事務処理、事務手続ですが、

第３回の定例会において議決をいただきまして、４月から各主務

課で処理を行うこととなりました。本年４月からそれぞれの課で

滞りなく処理を行っていることをまず報告させていただきます。 

 それでは、４月１日から４月 30 日までの行事の共催でござい

ます。１件でございました。後援は４件です。全て規定に適正で

あることから承認してございます。申請書等の書類は 50 ページ

から 61 ページとなりますので、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  ありがとうございます。今回共催が１件、後援が４件でござい

ます。資料等ついておりますのでご覧になっていただきたいと思

いますが、内容については後ほどご質問をお受けします。 

                                      

○報告第 21号 

教育長  それでは、報告第 21 号「６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  それでは教育総務課からです。62ページでございます。 

 昨日連絡をさせていただきました、６月 14 日、教育懇談会、

こちらは文教厚生常任委員会を３時から行いまして、教育懇談会

を４時から予定させていただきます。 

 続いて 19日、それと 20日になります。教育委員会の事務事業

の点検評価、部内評価を行います。19、20 日にかけて行います。 

 22日、教育委員会第６回定例会、１時半から行います。 

 以上でございます。 

 

教育長  続けてお願いします。 

 

学校再編推進室長 学校再編推進室です。先ほども報告いたしましたが、まず６月

２日、これは松尾の統合準備委員会の総務部会を開催いたします。

18時半からとなります。 
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 続いて 16 日の金曜日、こちらは山武中、山武南中のＰＴＡ・

通学部会を行います。ともに事務局で対応することを申し添えま

す。 

 以上です。 

 

学校教育課長  よろしくお願いします。学校教育課です。 

 ６日、先ほど市の大会がございましたが、今度は郡の大会がや

はり横芝坂田池で小学校の陸上大会が行われます。 

 続いて７日、市内の小中学校の校長会議です。14 日、東上総

の教育事務所の所長訪問、松尾中、松尾小学校でございます。 

 22 日です。教育委員による学校訪問ということで豊岡小学校

に訪問いたします。 

 28 日、東上総の所長訪問、午前中南郷小、午後成東東中学校

で予定しております。 

 以上です。 

 

生涯学習課長  生涯学習課です。生涯学習課からは５行事についてお話し申し

上げます。 

 まず６月の２日、先ほど報告で申し上げましたが、スリランカ

の派遣団の結団式、第１回研修が２日の金曜日、19 時からござ

います。 

 翌日、３日の土曜日、子ども会の交流会、これは蓮沼のスポー

ツプラザで、親子綱引き、あとドッジビー大会ということで、現

在 79名の参加をいただいているところです。 

 そして 10 日、土曜日、こちらがスリランカの派遣団の第２回

目の研修を９時から 16時で行います。 

 隣に行きまして 17 日、土曜日、こちらもスリランカの第３回

目の研修でございます。９時から 12時、大会議室で行います。 

 24 日、こちらは青少年つどいドッジボール大会、こちらは青

少年相談員の事業でございますが、さんぶの森中央会館で８時半

から行います。 

 以上です。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。２つの事業を計画しております。 

 まずは 25 日、日曜日です。さんむスポーツフェスタになりま

す。こちらにつきましては３つの種目、パークゴルフ、ノル

ディックウォーキング、ボッチャ体験、こちらを３会場で体験し
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ていただくというものでございます。 

 それから 28 日、水曜日です。ラグビー教室、こちらはＮＥＣ

のグリーンロケッツ、現役のラグビー選手をお迎えいたしまして、

午前中がむつみのおか幼稚園、ここに記載はないですが、日向幼

稚園、それから若杉保育所の４歳児、５歳児を迎えましてラグ

ビー体験教室を行います。それから、午後にタグラグビー教室で、

大富小学校で開催という予定でございます。 

 以上です。 

 

教育長  お願いします。 

 

学校給食センター所長 学校給食センターです。給食センターからは２件報告させ

ていただきます。 

 ８日、木曜日、給食施設に係る保健所の巡回指導がさんぶの学

校給食センターでございます。 

 あともう一点、20 日、火曜日、給食費の督促状等の発送を予

定しております。 

 以上です。 

 

教育長  ほか、お願いします。 

 

歴史民俗資料館長 資料館です。６月１日に千葉県自然学校が来館いたします。東

上総の社会科の先生が 60 名研修するということで、伊藤左千夫

と食虫植物を見学に入れています。 

 ７日に大網白里市郷土史料の研究会、これは松尾藩で実施いた

します。あと豊成小学校の昔道具がございます。 

 あと９日に郷土芸能の保存会の第１回の役員会がございます。 

 15 日に古文書講座がございます。それと 29 日に文化財審議委

員会を開きます。 

 以上です。 

 

教育長  ほかよろしいですか。ほかないようですので、それでは、報告

事項、大変多くありましたが、21 号まで終わりました。ここで

一旦質問等もしあればお受けしたいと思いますが、ただいまの報

告の中で何かお聞きになりたいことございますか。 

 

小野﨑委員  １つだけ。 
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教育長  小野﨑委員。 

 

小野﨑委員  給食費の督促発送というのは何件ぐらい出すかだけ教えてくだ

さい。 

 

学校給食センター所長 すみません、今手元に資料がないので、申しわけありませ

んが、また回答させていただきます。 

 

小野﨑委員  はい、わかりました。 

 

教育長  督促件数ですね。 

 

小野﨑委員  何件ぐらいあるのかなと思いまして。 

 

教育長  ほかはよろしいですか。 

 

（「結構です」の声あり） 

教育長      それでは、その他の報告すべき事項があればお願いいたします。 

 

（傍聴人退出） 

 

教育長  お疲れさまでした。 

 では、お願いします。 

 

指導室長  では、別添でダイアリーをお配りしてありますので、内容を報

告させていただきます。今年のダイアリー、大きな１番ですが、

授業参観、ＰＴＡ総会について記載をさせていただきました。本

年度木曜日、金曜日の平日開催が７校、土曜日開催が 12 校ござ

いました。 

 大きな２番、全国学力・学習状況調査ですが、例年どおり全て

の学校で滞りなく実施することができました。 

 続いて、大きな３番の市内学校情報です。生徒指導対応も増え

つつありますが、特に大きな問題はございませんでした。児童生

徒の交通事故、それから教職員の交通事故、程度の大きいものは

ほとんどないですが、数としてはやはりありますので、注意喚起

していきたいと思っております。 
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 以上でございます。 

 

教育長  ほかにはございますか。はい、お願いします。 

 

歴史民俗資料館長 資料館です。現在運動公園で発掘をしていますが、概要は溝が

33 条で内訳は、近現代の溝が４条で、古代の溝が 29 条発見され

ました。遺物で古墳時代の後期から奈良・平安時代、簡単に言い

ますと今から 1,500年前から 1,000年ぐらい前の遺物が出ました。

あとは鉄のかまと石帯と言う帯につける小さな飾りが出ました。

郡役所が真行寺の島戸東遺跡に比定されていますが、本須賀から

郡役所に通っていた下級役人の存在が確認されたことになります。

詳細は後日ご報告させていただきます。 

 

教育長  ありがとうございます。そのほかございますか。よろしいです

か。それでは、以上で本定例会の公開案件は全て終了をいたしま

した。 

 では、一旦暫時休憩とさせていただきます。２時半再開という

ことで、よろしくお願いします。 

 

  （髙柳委員、都合により退室） 

 

（休憩 午後２時 20 分から午後２時 30 分まで） 

 

                                      

◎閉  会  午後３時 00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 

 


