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平成 29年山武市教育委員会第４回定例会会議録 

 

日  時  平成 29年４月 20日（木）午後３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 山武市社会教育委員の退職に伴う委員の委嘱について 

議案第２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３号 山武市学校のあり方検討委員会設置要綱の一部を改正

する告示の制定について 

 

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 平成 29 年度（春）山武地区教育委員会連絡協議会表

彰について 

協議第３号 教育委員の園・学校訪問について 

協議第４号 市内幼・小・中・こども園運動会・体育祭への出席に

ついて 

協議第５号 成東総合運動公園陸上競技場改修工事請負契約の締結

について 

 

報告事項 

報告第１号 平成 29年度園児・児童・生徒数について 

報告第２号 平成 29 年度山武市小・中学校の少人数指導講師・心

の教室相談員・支援員配置について 

報告第３号 平成 29年度東上総教育事務所の訪問について 

報告第４号 平成 29年度山武市校長会の役員について 

報告第５号 平成 29 年度山武市少年海外派遣事業実施要項につい

て 

報告第６号 平成 29 年度山武市青少年スリランカ派遣団の団長及

び事務担当職員について 

報告第７号 松尾公民館ダンススタジオ利用状況について 

報告第８号 第１回学校統合準備委員会の開催について 

報告第９号 平成 29年度山武市奨学資金の貸付けについて 

報告第 10号 行事の共催・後援について 

報告第 11号 ５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 

 

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 

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３時 00分 

教育長  それでは、ただいまから平成 29 年教育委員会第４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。 

 今回は、今関委員を指名しますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

今関委員  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３回定例会

及び第２回臨時会の会議録について、事前に配布をしてあります

が、皆様、いかがでしたでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

教育長  異議ないようですので、第３回定例会及び第２回臨時会の会議

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。では、私のほうから教育長報告をいた

します。 

 資料の１ページ目をご覧ください。３月 24日から４月 20日、

本日までの内容になります。主立ったものを説明させていただき

ます。 

 ３月 24 日、臨時校長会議とありますが、これは人事に関する

ものでございます。 

 ３月 27 日、山武市広域行政組合の教育委員会定例会がござい

ました。 

 ３月 28日、第４回の文化財審議会がここで行われました。 

 ３月 29 日、辞令交付式。これは東上総教育事務所で、29 年度

の新規採用並びに 28 年度末の退職者の辞令交付でございました。

それをもとに臨時校長会議を開催し、辞令の交付を行っています。 

 30 日、平成 28 年度第２回の山武市総合教育会議を開催いたし

ました。これには委員にもご出席をいただきました。 

 広域行政組合教育委員会井内氏来庁とありますのは、１年最後
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のあいさつということでおいでいただきました。この井内課長で

すが、今年度は蓮沼中学校の校長として着任いただいております。 

 ３月 31 日、教育部離任式・卒業式、退職者辞令並びに離任式

ということで、年度末の教育部内での離任式・卒業式と市長部局

での退職者の辞令交付が行われました。その後、叙勲伝達という

ことで、萩原昌平先生に瑞宝双光章、それから正七位の位記の伝

達をいたしました。 

 次、29 年度に入ります。４月２日、食虫植物群落を守る会の

総会が管理棟で開催されました。ここで１つ言われましたのが、

市内の小中学校の見学者が最近ない、大変貴重なものが地元にあ

るということで、ぜひ足を運んでもらいたいというお話をいただ

きました。 

 ４月３日、小中学校長辞令交付。今回新たに 10 名の校長先生

に辞令をお渡ししております。その後、新規採用職員等の辞令交

付式、年度始め式が行われました。教育委員会には４名の新規採

用者が入ってきております。その後庁議、それから東上総教育事

務所の所長が着任の挨拶においでになりました。今年度は吉田洋

一所長になります。また、同日、臨時校長会議が開催されていま

す。 

 ４月４日、合同着任式。これはのぎくプラザで開催されました。

委員にもご出席をいただき、市長、議長、文教厚生常任委員長も

来ていただいております。今年度は 125名でございました。 

 ４月５日、教育委員会教育機関等訪問とあります。これは年度

初めで、教育機関等の挨拶回りを部長とともに行ったものです。 

 ４月６日、山武郡市広域行政組合教育委員会あいさつ来庁。こ

れは先ほどの井内さんにかわりまして、新しくなった課長と事務

局職員がおいでになりました。今年度、前山武北小の小安氏が、

行政組合へ異動し課長として勤務しております。 

 ４月７日、中学校入学式がございました。私は山武中に出席し

ております。各委員も出席ありがとうございました。 

 ４月８日、子ども会育成連絡協議会の総会、青少年相談員連絡

協議会総会ということで、この時期は総会が続きます。 

 ４月９日には、スポーツ推進委員連絡協議会の総会に出席して

おります。 

 ４月 10 日、小学校の入学式。私は日向小学校に出席をしてま

いりました。各委員も出席ありがとうございました。統合準備委

員会設置前打合せですが、この日は山武地区の中央会館で行いま
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した。今後、準備委員会を立ち上げるための事前の打ち合わせで

ございます。 

 ４月 11 日、なんごうこども園入園式に出席しています。平成

29 年度市町村教育委員会教育長会議。これが午後から千葉のき

ぼーるの会議室で行われました。県内教育長全員が集まって、教

育長からのお話、そのほか県の今年度の方針についての説明がご

ざいました。 

 ４月 12 日、第１回校長会議がございました。統合準備委員会

設置前打合せ会議、これは松尾ふれあい館２階で行ったものでご

ざいます。 

 ４月 13 日、退職女性校長会と退職女性教職員の会ということ

で、並木久栄先生がおいでになりました。そこで、「私たちのま

ちにも戦争があった」という、この地区での戦争体験をまとめた、

冊子をいただきましたので、回覧させていただきたいと思います。 

 藤本武弘育英会の事務局来庁とあります。毎年中学校へ寄附を

いただいているものでございます。目録の受領を市長室で行いま

した。山武地区校長会長来庁ということで、新しい地区の校長会

役員の方々がご挨拶に見えました。東中学校の齊田校長が会長に

就任されております。 

 ４月 14 日、千葉県教職員組合山武支部あいさつ、それから現

代産業科学館館長来庁とありますが、いずれも新年度の挨拶でご

ざいます。現代産業科学館には、今回、山武南中から高山教諭が

行っております。その関係でいろいろと説明をいただきました。 

 ４月 15日、みどりみ子ども教室の開級式でございました。 

 ４月 16日、日曜日になりますが、平成 29年度の春季市民野球

大会が成東総合運動公園で開催されました。今回は 10 チームが

参加をしております。その後、スリランカお正月祭り。これはさ

んむグローバルセンターが中心になりまして、あららぎ館で行わ

れたものでございます。 

 ４月 17 日、庁議、それから第１回管内教育委員会教育長会

議・情報交換会。東上総教育事務所におきまして、東上総教育事

務所管内の教育長との会議でございます。 

 ４月 18 日、山武市パークゴルフ協会定期総会。パークゴルフ

協会は５年目ということでしたが、現在会員が 106名ということ

で、年々大きな会になってきております。 

 ４月 20日、本日、この第１回定例会でございます。 

 報告は以上です。よろしくお願いいたします。 
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 何か質問等ございますでしょうか。よろしいですか。 

 

（「なし」の声あり） 

教育長  ありがとうございます。 

                                      

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１号「山武市社会教育委員の退職に

伴う委員の委嘱について」、議案第２号「山武市スポーツ推進審

議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」、協議第２号「平成 29 年度（春）山武

地区教育委員会連絡協議会表彰について」、これらにつきまして

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。賛成の委員は挙手をお願い

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、協議

第２号は秘密会といたします。 

                                      

◎日程第４ 議決事項 

○議案第３号 

教育長  議案第３号「山武市学校のあり方検討委員会設置要綱の一部を

改正する告示の制定について」、提案理由を事務局からお願いい

たします。 

 

学校再編推進室長 私からは、議案第３号の山武市学校のあり方検討委員会設置要

綱の一部改正について説明いたします。資料は５ページから７

ページとなります。 

 このあり方検討委員会の設置要綱は、平成 24 年８月に制定さ

れました。また、去る３月 23 日に開催されました山武市教育委

員会第３回定例会において、教育委員会組織の規則の一部改正に

ついて審議いただいたところでございます。その中で、所掌事務

を学校の統廃合に関することとし、平成 29 年４月より教育部に

学校再編推進室が新設されたところでございます。 

 今回提案する内容は、６ページ目、７ページ目をいま一度ご覧
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ください。このあり方検討委員会の設置要綱第９条中、庶務を、

従来教育総務課において処理しておりました。組織改編がござい

ましたため、これを「学校再編推進室において処理する」と改め

るものでございます。なお、施行期日につきましては、平成 29

年４月１日となります。どうぞご審議くださいますようお願い申

し上げます。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。ただいま説明がありました。教育委員

会の学校再編推進室が新たにできましたことから、変更するもの

でございます。いかがでしょう。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。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３号 

教育長  続いて、協議第３号「教育委員の園・学校訪問について」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  それでは、協議第３号「教育委員の園・学校訪問について」、

説明させていただきます。９ページをご覧ください。 

 園・学校訪問については、今年度も授業参観をし、その後、研

究協議、給食をいただいて帰るという予定で計画をさせていただ

いております。 

 ねらいでありますが、訪問することで概要説明、授業参観を通

して、経営の状況、課題を把握するということでございます。 

 10 ページをご覧ください。最近３カ年訪問していない学校、

29 年（案）ということで、幾つかの学校に丸をつけさせていた

だきました。教育委員会の日程にあわせながら、学校と連絡をと

りまして、また決まり次第ご連絡させていただきたいと思ってお

ります。 

 なお、園訪問につきましては、しらはたこども園にお願いした
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いということでございます。まつおこども園で、今年、公開研究

会があるということで、11 月７日と聞いておりますので、訪問

については、しらはたこども園でお願いしたいということでござ

います。 

 小中学校については決定次第、またご連絡をさせていただきま

す。 

 以上でございます。ご協議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。平成 29 年（案）のところに丸印がつ

いていますが、これは全部行くというわけではないですよね。 

 

学校教育課長  はい。 

 

教育長  この中から行くということになりますが、鳴浜小学校について

は５月 25 日の所長訪問にあわせて行くことになりますので、よ

ろしくお願いします。 

 そのほかよろしいでしょうか。特にここに行きたいなどありま

せんか。大丈夫ですか。 

 では、よろしければ、本案件は原案のとおり了承させていただ

きます。 

 なお、訪問校については、また追って連絡していただきます。 

                                      

○協議第４号 

教育長  続いて、協議第４号「市内幼・小・中・こども園運動会・体育

祭への出席について」、事務局の説明をお願いします。 

 

学校教育課長  それでは、協議第４号でございます。運動会・体育祭への出席

についてということでございます。 

 早速 11 ページをご覧ください。今回ご協議いただきたいのは、

５月に行われます小中学校の運動会・体育祭の参加についてお願

いをしたいと思っております。 

 なお、市長、副市長の参加については、丸がついているところ

に今年度行ってくださるということです。 

 なお、運動会・体育祭の開会式に参加していただきたいと思い

ますが、挨拶はなくて紹介のみという形でお願いできればと思っ

ております。 

 ５月の分、大富小学校から参加していただける委員の名前がわ
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かり次第、教えていただければ大変ありがたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

教育長  わかりました。それでは５月の予定ですけれど、７校ございま

す。それぞれの委員に行っていただけるところがあれば、出して

いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

小野﨑委員  先に言っていいですか。27 日が入っているので、20 日の大富

小でよろしいですか。 

 

教育長  それでは、20日、お願いいたします。 

 

清水委員  では、私、近場の成東中学校に行かせていただければ。 

 

今関委員  私は大平小学校でお願いします。 

 

教育長  では、豊岡小学校は私が行きます。 

 

今関委員  市長が行くなら違うところのほうがいいですか。 

 

教育長  いいですよ。 

 

今関委員  いいですか。 

 

教育長  あと２校ありますけれども。 

 

学校教育課長  事務局で参加させていただきたいと思います。 

 

教育長  事務局でお願いします。ありがとうございました。では、以上

のようによろしくお願いしたいと思います。 

 では、本案件は原案のとおりとして了承いたします。よろしく

お願いいたします。 

                                      

○協議第５号 

教育長  続いて、協議第５号「成東総合運動公園陸上競技場改修工事請

負契約の締結について」を議題とします。事務局からの説明をお

願いいたします。 
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スポーツ振興課長 それでは、協議第５号です。13 ページになります。成東総合

運動公園陸上競技場改修工事請負契約の締結について。次のとお

り請負契約の締結について、下記のとおり協議を求めるというこ

とでございます。 

 こちらは、最初に提案理由、一番下になりますが、成東総合運

動公園陸上競技場改修工事（その２）の請負契約に関し、地方自

治法第 96 条第１項第５号及び山武市議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、山武

市議会の議決を求めるためということでございます。 

 協議内容ですが、契約の目的、こちらが成東総合運動公園陸上

競技場改修工事（その２）。それから契約の方法です。一般競争

入札となります。３番目の契約金額です。こちらはまだ入札前と

いうことで、平成 29年４月 28日、開札の予定になっております。

それから契約の相手方、こちらも開札時に決まるという形になり

ます。 

 その他で、別紙のとおりと書いてございます。14 ページをお

開きいただければと思います。成東総合運動公園陸上競技場改修

工事（その２）の概要についてご説明をさせていただきます。 

 契約の目的は、先ほど申しました改修工事（その２）です。工

事の箇所です。成東総合運動公園陸上競技場、山武市五木田

3241 番地です。設計金額です。設計費総額、こちらは税込みと

なります。３億 24 万円になります。下は工事価格と消費税に分

けている数字でございます。 

 工事の概要です。陸上競技場の改修工事といたしまして、400

メートルのトラックになりますが、ゴムチップウレタン舗装、こ

ちらは全天候型の舗装という形になります。厚みが 13 ミリと 18

ミリとございます。13 ミリが一般的な厚みになりまして、18 ミ

リというのがスタート位置、そこが少し負荷がかかるので厚くし

ているということです。13 ミリのほうが 4,267 平米、18 ミリの

ほうが 399平米という形になります。 

 その下、走高跳の走路、それから走幅跳の走路、砲丸投げのエ

リア。 

 それとインフィールドです。こちらはサッカーとラグビーとい

う形で、ロングパイル人工芝です。これは毛足が 65 ミリになり

ます。65 ミリはかなり長いと思いますが、その 65 ミリの中にゴ

ムチップと砂を入れた層が 40ミリ入ってきます。結果的に 25ミ
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リの毛足が出てくるという形になります。こちらが 9,623平米に

なります。 

 あとはトラックの外周舗装で、ゴムチップ舗装で 610平米とい

う形です。 

 それから工期です。こちらは平成 29 年 10 月 31 日を設定させ

ていただいております。 

 入札の方法です。一般競争入札で、入札の公告日が平成 29 年

４月７日です。開札予定日が 29年４月 28日という形になります。 

 それから、その他で、関連工事について挙げさせていただいて

おります。こちらの競技場ですが、昨年度、こちらでもお諮りい

たしましたが、国の２次補正で 5,000万ほど補助金をいただきま

した。それに伴いまして、12 月補正で工事費１億円を盛らせて

いただいております。その中での工事を発注してございます。 

 工事名が、成東総合運動公園陸上競技場改修工事（その１）と

いう形で発注させていただいております。契約金額が 6,480 万

8,962 円です。こちらの工期ですが、平成 29 年３月 30 日から平

成 29年７月 31日までとしてございます。請負者です。山武市松

尾町上大蔵 318番地、株式会社鈴木興業、代表取締役、鈴木祥一

という形でございます。 

 15ページをお開きいただければと思います。 

 工事の概要です。こちらは既存の成東総合運動公園の陸上ト

ラックのまず撤去から入ってございます。走路の掘削、それから

走路の排水溝の撤去、走幅跳の走路の撤去等入れまして、あとは

設備の改修ということで、新しくつくるトラックの暗渠排水、そ

れから、これは走路の排水でＵ180 と書いてありますが、こちら

は砲丸投げエリアのところの排水工、それから下に書いてござい

ます走路排水工のＵ240、こちらはトラックの排水工という形に

なります。その下が舗装止めで、トラックの外周、それから内周

の舗装止めの縁石。それから走路の路盤工、インフィールドの路

盤工で、路盤工までを仕上げまして、次にその上のアスファルト

舗装、それからウレタン舗装、全天候、人工芝、こちらをその２

で行うべく、下準備を終わらせるということでございます。 

 簡単ですが、以上となります。あとは質疑にお答えしたいと思

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が、何

かご質問等ありますでしょうか。 
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小野﨑委員  わからないので教えてください。工事期間がすごく短いと感じ

たのですが、これは大丈夫かなと思って。その辺どうですか。 

 

スポーツ振興課長 工期ですが、かなりタイトなスケジュールで設定させていただ

いております。なぜこういう設定をさせていただいたかといいま

すと、市民のための陸上競技場、サッカー場という中で、できま

した、では何のイベントをしましょうといったときに、なかなか

改めてのイベントがかなり難しいと思われますので、今、市民体

育祭がここでできればと考えております。市民体育祭につきまし

ては、不特定多数の方がおいでいただくという形になりますので、

そこができるように、あえてこういうタイトなスケジュールを設

定させていただいております。 

 事前に業者、人工芝のメーカー、ウレタン舗装のメーカーとい

ろんな話をしながら、かなり厳しいですが可能ですという回答を

いただいております。ただし、このところ天候がいろいろ不順な

ところがありまして、例年より雨が長く続いてしまう、例えば２

週間雨が続いてしまう、そういうことがありますと、普通の砕石

を現場に敷くということで雨の中でもできますが、ウレタンの舗

装をする場合、雨がまず確実にだめということになりますので、

その間どうしても延びてしまう。 

 それから人工芝につきましても、人工芝を張るのはできますが、

その中に先ほど言いましたゴムチップ、砂を入れるときに、濡れ

ていては芝が起きてこないので、なかなか入っていかないという

ことで、人工芝が乾燥していなければいけないところがあるので、

仮に雨が続いてしまうと、話が変わってくると思いますが、今は

通常どおりの工期を期待しながら設定させていただいております。 

 以上です。 

 

清水委員  これは多分オリンピックに関連して、その準備も入っていると

は思いますが、非常に立派な施設で、おそらくこの辺にないよう

な施設ではないかなと思うわけです。そうしますと、つくった後、

どう行って管理運営していくのかということは問題になってくる

と思うんです。さきほど補助金が 5,000万になっていましたけれ

ども、この３億円というのはほとんど一般財源でしょう。市の税

金。もっと、例えば七、八割は補助金が入っていますか。 
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スポーツ振興課長 まず、昨年度の補正１億に対しまして、補助金 50％で 5,000

万いただいております。今回の当初予算では２億 6,930万円、予

算を計上させていただいていますが、そのうち、今回国で１億円

の補助金という形で内定をいただいております。残りの分につき

ましては、当然一般財源という通常の形になりますが、合併特例

債と公共施設基金を活用しながら、こちらをつくろうということ

でございます。 

 

清水委員     それにしてもかなりの一般財源を投入する形になると思います。

ですから、つくった後の管理をどうしていくか。オリンピックで

いろいろ使っているときはいいですけれども、その後に、立派な

施設が 365日のうち 300日ぐらい空いている、がらんとしている

という状況があっては困ると思います。 

 ですから、これを使いこなすソフト面をどう行っていくのか。

つまりいろんなスポーツ団体の育成や、あるいはお年寄りの人も

含めた形でのトータル的な健康のためのスポーツであるなど、そ

ういった部分を、例えば福祉部と共同しながら、利用率を高める

ためのいろんな工夫が必要だと思います。 

 ですから、これだけ立派な施設をうまく、これから長く使って

いくような仕組みを、今から考えていったほうがいいと思います。 

 そうしないと、つくりました、オリンピックでいろいろ来てい

るうちはにぎやかで、ほかの人が使っていいんですが、それが終

わったらもうがらがらで、あれは何だ、何であんなにお金をかけ

てつくったんだみたいなことになってもいけないかなと思います

ので、その辺の指導を、どう行ってスポーツ関係を育成していく

のか、新たな高齢化の時代に合ったような利用など、新しい利用

の方法を考えていく必要があるのではないかと思います。 

 以上です。 

 

スポーツ振興課長 今のお話ですが、当然、我々も現状からすばらしいものに変え

るということで考えておりまして、例えば陸上クラブの団体を設

立させるなど、サッカークラブやいろんなものをつくるなどとい

うのは、ほんとうに手探り状態になってきます。既存のクラブな

どの団体につきましては、さらに使っていただけるというお話を

いただいております。 

 逆に言うと、できることを楽しみしているという状況ではあり

ますが、ほかのスポーツに関して、スポーツ振興課はソフト事業
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ですので、そちらで少し力を入れて、例えば今回ラグビーができ

るような形にもしています。ラグビーで大学から合宿で来てもら

うことや小学校でタグラグビーを行っていますので、その大会が

できればということを考えております。ソフト事業の充実を図っ

ていきたいと考えております。 

 

清水委員  地域創生などそういった部分の要素もあると思いますので、市

長部局のそのセクションとも相談しながら、そのためにうまく活

用できるようなものに使っていったらいいとは思います。 

 

教育長  ありがとうございます。ほかにはよろしいですか。 

 

小野﨑委員  開札がうまくいくように、期待をしております。報道で、皆さ

ん、なかなか予定どおりの開札ができなかったというニュースが

結構出ていますから、うまくいけばいいなと思います。 

 

教育長  今、清水委員のほうからご指摘いただいた部分はほんとうに大

切なところでございますので、今後の利用については十分にして

いただけるように努めていきたいと思います。設備がよくなるこ

とによって、今まで以上に使われるということは当然出てくると

思いますので、プラスアルファの部分を求めていきたいと思いま

す。 

 

清水委員  これは、ところで有料で使用する形ですか。 

 

スポーツ振興課長 有料にはなっています。今後、今までとは違う設備になります。

今までは砂の状態で、雨が降った後できないなど、そういう状況

がありましたので、今後、値上げも視野に入れた中で価格設定は

させていただければと、今から準備を始めているところです。 

 値上げに対してサッカー協会も、上がってもしようがないよ、

いいところでできるんだからというお話は、いただいてはいると

ころです。そこは慎重審議、またこの場でもご協議させていただ

ければと思っております。 

 

清水委員  何かうまい知恵があって、できるだけ安く、たくさんの人に

使っていただけるような。 

 私の従前からの持論ですが、特に高齢者は、健康寿命というの
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が一番大事だと言われています。自分の体、自分の頭で考えて、

いつまでも元気でいると。それが今、平均大体男性 70 歳ぐらい

ですかね、女性で七十四、五ぐらいですかね。あとは大体病気で、

寝たきりや痴呆になるなど、そういう病気を持ってしまうんです。 

 だからその健康寿命をどういって延ばすかということは、今大

きな課題で、そのためには適切な運動と適切な食事と適切な睡眠、

この３つの要素が。特に運動が非常に大事だと言われています。

ですから、スポーツと言われるほどの激しい運動ではないにせよ、

体力をできるだけ維持するような、そういうスポーツ的な運動と

いいますか、その部分にも力を入れていっていただきたいなと。 

 それは単にプロとしてのスポーツではなくて、どちらかという

と社会福祉なり福祉部関係との関連で、いわゆる運動を意識した、

運動の中のスポーツ的な要素、こういった部分がかなりあると思

いますので、それらをうまく補わせるような施策を考えていって

いただきたいなと思います。 

 

スポーツ振興課長 ありがとうございます。 

 

教育長  では、本案件につきましては、原案のとおり了承ということに

させていただきます。 

 この後、報告事項に入りますが、１時間過ぎているので、休憩

を入れましょうか。それでは、この時計で 20 分まで休憩させて

いただきますので、よろしくお願いします。 

 

（休憩 午後４時 10 分から午後４時 20 分まで） 

 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第１号 

教育長  それでは再開いたします。報告事項に入ります。報告第１号

「平成 29 年度園児・児童・生徒数について」、事務局からの報

告をお願いいたします。 

 

学校教育課長  それでは、16 ページをご覧ください。平成 29 年度の園児・児

童・生徒数でございます。４月１日付の人数でございます。市内

全体で園児が 796名、小学生が 2,129名、中学生が 1,250名でご

ざいます。小中を合わせますと 3,379 名でございます。28 年度



－16－ 

に比べますと、園児が 18 名、小学生が 59 名、中学生が 41 名の

減でございます。よろしくお願いいたします。 

 

教育長  ありがとうございます。４月１日現在ということになっており

ます。よろしくお願いします。 

 この件はよろしいでしょうか。 

 

小野﨑委員  今はやりの待機児童などという言葉の中では、この１番から７

番の関係で、何かそういう話を聞くことはあったのでしょうか。 

 

子育て支援課主幹 ４月１日現在では、本市において待機児童はゼロです。 

 

小野﨑委員  よかったです。 

 

教育長  ほかありますか。よろしいですか。 

                                      

○報告第２号 

教育長  では続いて、報告第２号「平成 29 年度山武市小・中学校の少

人数指導講師・心の教室相談員・支援員配置について」、事務局

からの報告をお願いします。 

 

指導室長  17 ページでございます。平成 29 年度の少人数指導講師、それ

から心の教室相談員・支援員配置でございます。表の一番下にあ

る合計欄、これが小学校、中学校の合計人数になります。昨年度

と配置校等、一部変更がございますが、総数の変更はございませ

ん。本年度もそれぞれの学校で、子どものために活躍していただ

きたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。この件については何か。 

 

清水委員  少人数講師というのはどういう仕事をしていますか。 

 

指導室長  学級担任の授業に一緒に入りまして、ティーム・ティーチング

等の指導をする講師でございます。 

 

清水委員  今は山武市の場合、中学校、小学校、１学級平均人数はどれぐ
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らいでしょうか。 

 

学校教育課長  それでは、16 ページをご覧になっていただきますと、それぞ

れの学校の学年ごとの児童数、生徒数が書いてございます。学級

数が３というようなところで言うと、例えば成東中学校の１年生

は、児童 80 名の学級数３でありますので、１クラス二十数名と

いう状況で。 

 ただ、先ほどの少人数というお話がありまして、こちらは市の

少人数講師ですが、県からも少人数講師がついております。一応

基準としては、１クラス 30 人以下だと少人数の職員は配置され

ないようなことでございます。清水委員のお話は、児童生徒数か

ら学級数が出ておりますので、それが半分ずつということです。 

 

清水委員  今、１人当たりの人数がかなり減っているはずですよね。35

人学級、40 人学級といっても、実態は田舎ではもう、20 人など

10 人など、より少ない数になってしまっています。ですから、

そういう意味で、この少人数講師をどういう形で配置しているの

かなと思いまして。わかりました。 

 

教育長  ありがとうございます。そのほかは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「平成 29 年度東上総教育事務所の訪問に

ついて」、報告をお願いいたします。 

 

学校教育課長  それでは、18 ページをご覧ください。東上総教育事務所の所

長、及び指導室の訪問でございます。 

 所長訪問につきましては、５月 25 日の鳴浜小学校が本市のス

タートでございます。指導室訪問については、５月 22 日の緑海

小学校から始まる予定でございます。 

 18 ページには学校順の日にち、それから下段に日付順の訪問

の順序を入れてございます。なお、後ろの 19 ページには、山武

地区全体の訪問日を記載させていただいております。 

 なお、教育委員の皆様にも、もし参加できるときがありました

ら、ご連絡いただければこちらのほうから連絡させていただきま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 
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教育長  ありがとうございます。参加につきましては、この所長訪問、

指導室訪問に、教育委員がもし行きたいときに連絡いただければ

と思います。 

 

学校教育課長  はい。こちらから事前に連絡を入れますので、いらっしゃると

きに入れてくださればと考えております。 

 

教育長  我々だけの訪問以外にも、この事務所の訪問にも、ぜひ時間が

あれば参加していただければと思いますので、よろしくお願いし

ます。この件について何かご質問等ありますでしょうか。よろし

いですか。 

 では、よろしくお願いいたします。 

                                      

○報告第４号 

教育長  報告第４号「平成 29 年度山武市校長会の役員について」、事

務局からの報告をお願いします。 

 

学校教育課長  それでは 20 ページをご覧ください。一番右側になりますが、

平成 29 年度の役員というところで、先ほどお話がありました会

長を蓮沼中学校の井内校長、副会長に松尾中の井上校長、小学校

が睦岡小の畔蒜校長、庶務に山武中の小高校長、会計に緑海小の

鈴木校長となっております。 

 なお、細かな役員の部分については、表のほうをご覧になって

いただければと思います。 

 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す。29 年度の役員についてはこの表のと

おりでございますので、よろしくお願いします。何か質問等あり

ますか。よろしいですか。 

                                      

○報告第５号 

教育長  では続いて、報告第５号「平成 29 年度山武市少年海外派遣事

業実施要項について」、事務局からの報告をお願いいたします。 

 

生涯学習課長  21 ページ、報告第５号「平成 29 年度山武市少年海外派遣事業

実施要項について」ということで、こちらは山武市誕生の平成
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18 年度から、今年度は 12 回目を迎える、ニュージーランド派遣

の実施要項となります。実施要項の内容、こちらは昨年とほぼ同

様の内容になっております。 

 ４番、派遣先でございます。ニュージーランド（オークランド

ほか）になります。学校体験といたしましてはパクランガ中学。

５番、派遣期間でございますが、８月 17日木曜日から８月 24日

木曜日、６泊８日。派遣人員でございますが、山武市内に住所を

有する中学２年生、３年生及び高校生、合計 18 名。事業の内容

でございますが、４回の研修前の事前研修、ニュージーランドで

の現地研修、そして事後研修２回程度で構成されます。 

 ９番目としまして、研修生の募集でございますが、募集期間は

５月１日月曜日から５月 31 日水曜日まで。既に各中学校には募

集チラシ配布の依頼をしてあります。また、広報５月号に募集を

掲示してございます。事前の説明会は５月 11 日木曜日、午後７

時から、保護者同伴で実施をいたします。 

 11 番で研修生の決定でございますが、６月 10 日土曜日に面接

を実施いたしまして、速やかに決定をし、郵送により通知をいた

します。 

 15 番、派遣生が負担する費用でございますが、昨年と同額に

なります。８万円。ただし原油の高騰が見込まれることから、想

定以上の高騰があった場合は、別途サーチャージ料を徴収する旨、

要項には記載させていただいてあります。 

 報告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。こちらはニュージーランドの海外派

遣事業についてです。何か質問等ありますでしょうか。 

 

清水委員  これはもう何回目になるんですか。 

 

生涯学習課長  山武市になって 12 回目ですが、平成３年の松尾町の時代から

この事業が始まっておりまして、通算すると三十数回になります。 

 

清水委員  そうすると、その十何回、かなりの人数が行っていると思うん

ですが、その間、行ってきた方々がどういう形で大きくなって、

今どういうふうになっているのか、あるいは山武市をどう見てい

るのか、そういう集まりみたいな部分というのは、何か行ってい

ますか。 



－20－ 

 

生涯学習課長  去年、私が担当してからは一定前任者の派遣生を次回、例えば

今年でしたらまた来ていただいて、どう生かしているかという発

表を持っていただいたり、あと、例年ですと振興大会で、このよ

うな研修をしてきたということの発表をしていただいていて、そ

の先というのは、部長とも話していますが、今後さらに追いかけ

ていく必要が出てくる、手だてを自分で考えていただいて、集ま

りを持っていただいたり、そういうところの支援をしていく必要

があるという話をしているところです。 

 

清水委員  私は実は 40 年ぐらい前、県政 100 周年記念で、当時まだ非常

に外国が珍しいころ、ヨーロッパに派遣されたことがあります。

それで、そのとき行ったメンバーで定期的に呼ばれて、いろいろ

聞かれたり、そのときの経験がどう生きているかなど、そういう

部分を語ったり、あるいは提案を求められたり、そういうことを

してきました。 

 ですから、せっかく市がお金を使って出した方々ですので、有

為な人材だと思うんです。できるだけ愛市精神を持ってもらい、

こちらに目を向けてもらい、大きくなっても、あるいは市に帰っ

てきてもらっても活躍してもらうなど、そういうことができるよ

うな手だてをしていく。要するに、この効果がどうなのかという

ことです。効果測定をどうしているのかということですが、そう

いうことはしっかり行っていく必要があると思います。 

 

生涯学習課長  現在、ニュージーランドのほかにも、この後スリランカの話も

ありますが、同様に部長とともに、その手だてを構築するべきだ

という指示を受けております。 

 

教育長  それではよろしいでしょうか。ほかにはありますか。いいです

か。 

                                      

○報告第６号 

教育長  それでは続いて、報告第６号「平成 29 年度山武市青少年スリ

ランカ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  23 ページになります。報告第６号「平成 29 年度山武市青少年
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スリランカ派遣団の団長及び事務担当職員について」ということ

で、こちらは平成 29 年度山武市青少年スリランカ派遣団実施要

項に基づく派遣団の団長１名及び事務担当者について報告するも

のでございます。 

 派遣団の団長は、昨年、28 年度に引き続きまして、小川雅弘

教育部長、そして事務担当者といたしましては、生涯学習課社会

教育指導員であります山﨑豊先生でございます。 

 報告は以上になります。 

 

教育長  ありがとうございます。昨年度に引き続き、小川教育部長に団

長として行っていただく予定になっております。何か、委員でご

意見、質問ありますか。 

 

教育部長  山﨑さんはＪＩＣＡから帰ってきました。 

 

教育長  そうです。山﨑さんは過去にスリランカにいた経験があり、現

地の状況はよく理解されていると思います。部長も第２回目とい

うことで、昨年より充実した研修をお願いしているところです。 

 

清水委員     スリランカは何語をしゃべっているのでしょうか。英語ですか。 

 

生涯学習課長  英語もある程度通じます。 

 

教育部長  主にはシンハラ語とタミル語です。 

 

教育長  ある程度教育を受けている人は英語も話せます。 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

                                      

○報告第７号 

教育長  では続いて、報告第７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  24ページ、25ページをご覧ください。報告第７号、平成 28年

度松尾公民館ダンススタジオの利用状況について報告いたします。

ダンスのジャンルごとに集計をとっております。 

 まずヒップホップですが、１年間トータルで 8,425名のご利用

がありました。小学生が過半の 4,372名を占めております。続き
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ましてフラダンスですが、合計１年間で 1,358名のご利用があり

ました。これは一般の女性の方が大半を占めております。以降、

ジャズダンス、Ｋ－ＰＯＰダンス、それから次のページに行きま

して、その他の種類、これはストリートダンスやレゲエダンスで

ございます。ダンスの合計が１万 889人です。 

 松尾公民館そのほかの利用者を合わせまして、トータルの利用

が１万 4,861 名、ダンスのご利用の割合は 73.3％となっており

ます。 

 全体のダンス利用の割合ですが、ヒップホップダンスが

77.4％、フラダンスが 12.5％、以下ジャズダンス 1.1％、Ｋ－Ｐ

ＯＰ5.3％、その他のジャンルが 3.8％となっております。 

 補足いたしますと、平成 28 年度１年間の公民館の利用も増え

ておりますけれども、相乗効果で農村環境改善センターの利用も

増えております。 

 平成 27 年度、トータル１万 6,898 人だったところが、28 年度

は２万 9,333 人、対前年比 173.6％ということで、平成 29 年度

も引き続き利用者が一人でも多くなるように努めてまいりますの

で、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した。利用者がどんどん増えてきているよ

うでございます。これについて何か質問等ありますでしょうか。

よろしいですか。 

 

清水委員  一般の年齢別といいますか、その利用者はわかりますか。若い

人が多いのか、中年が多いのか、お年寄りが多いのか。 

 

松尾公民館長  一般の利用については、そこまで分析していませんけれども、

見た感じでは高齢者の方が多くなっています。フラダンスが増え

ていますので、中高年の利用も増えています。サークル以外の方

は年齢を確認していないので、年齢までは把握してございません。

申しわけありません。 

 

教育長  ありがとうございました。ほかには。よろしいですか。 

                                      

○報告第８号 

教育長  続いて、報告第８号「第１回学校統合準備委員会の開催につい
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て」、事務局からの報告をお願いします。 

 

学校再編推進室長 報告第８号でございますが、従前に別添で配らせていただいた

資料をもとに説明させていただきます。ホチキスどめ７ページの

資料、それと２つの統合の実施計画ということで、カラー版が２

部ございます。それをもとに説明させていただきます。 

 まず、ホキチスどめ１ページ目からご覧くださいませ。山武市

立小中学校の規模適正化・適正配置基本計画の前期計画に位置づ

けられております統合計画のうち、松尾小学校と豊岡小学校及び

山武中学校と山武南中学校の２つの統合について、具体的な学校

統合の実施計画が、この３月に策定されたところでございます。 

 ともに平成 31 年４月の開校に向けて、今年度、また来年度を

準備期間としまして、第１回の統合準備委員会を開催する運びと

なりました。日時、会場、予定する内容については、この１ペー

ジ目の上段に記されております。 

 ここで２ページ目をご確認ください。これは松尾と豊岡の小学

校の統合の内容で説明させていただきますが、ここには専門部会

を設けまして、小学校の統合では、学校運営部会と総務部会、こ

の２つの部会をもって構成したいと思います。総勢 22 名で構成

されるものでございます。総務部会は学校長等、教務のほか、Ｐ

ＴＡ、保護者、各学校部の区長代表など、18 名で構成されます。 

 ここで検討される事柄については、括弧書きで記したものです

が、まず（１）番目の学校の名称や校歌、式典などについて、中

段（２）番の通学路の安全対策やスクールバス、（３）番目、下

から３行目あたりですが、ＰＴＡの組織編制などについて検討し

ていくこととなります。 

 続いて３ページ目をご覧くださいませ。こちらが学校の教職員

６名で構成される学校運営部会でございます。ここで検討してい

く事柄につきましては、一番上の青の（１）番の校務分掌や学級

編制などについて、中段にその他というところがありますが、こ

こでは各種それぞれ双方の学校間の調整、また一番下の⑪番に記

載してありますが、児童・生徒の交流などについて検討していく

こととなります。 

 同じく山武・山武南中学校の統合については、総務部会、学校

運営部会、ＰＴＡ・通学部会、３つの専門部会 45 名で組織され

ます。こちらについては４ページ目以降に記載してあるとおりで

すが、この検討部会の検討項目や部会の構成については、何度か
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各それぞれの関係者に、事前打ち合わせという形でお集まりいた

だきまして、このような形となっております。 

 いま一度１ページにお戻りください。ここからはお願いになり

ますが、下の図でイメージしてありますが、この統合準備委員会

は、各専門部会で細々なそれぞれのことも決定を行います。 

 その決定した内容については、部会間の調整を行う。その場が

代表者会議といいます。その代表者会議で調整された事項につい

ては、また、総勢が集まった全体会議の中で最終的な決定の場を

持つことになります。 

 これら決定した事項については、教育委員会に対しまして逐次

報告していくこととなりますが、内容によっては教育委員会会議

にお諮りしまして、議決をいただくようなものもございます。 

 ここで教育委員の皆様にお願いでございますが、円滑な審議に

資するため、定例教育委員会でご審議いただく前に、あらかじめ

この全体会議の場に、お時間が許す範囲で、もしオブザーバーと

してご参加いただけるのであれば、ぜひお願いしたいということ

でございます。 

 第１回目の統合準備委員会全体会議は、松尾と豊岡の統合に関

しましては、日がない中で申しわけございませんが、４月 27 日

の木曜日、18 時半から松尾ふれあい館の２階、農事研修室とな

ります。山武中と山武南中の統合につきましては、５月２日火曜

日、これも 18 時半から、場所はさんぶの森中央会館の視聴覚室

となります。お時間の許す範囲でご参加いただきたくお願い申し

上げます。私からの説明は以上となります。 

 

教育長  ありがとうございます。統合準備委員会につきまして、松尾・

豊岡小学校、それから山武・山武南中学校、今２つの立ち上げを

しているところでございます。準備会の内容等について何か確認

しておきたいことなどございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは今あったように、全体会議、代表者会議にはできるだ

け教育委員の皆さんにもご出席いただきたいということでござい

ますので、とりあえずは４月 27 日に松尾小と豊岡小の第１回の

会議がございます。５月２日には山武中と山武南中の統合につい

ての準備委員会第１回目が開催されます。 

 ここで、今説明のあった部会構成並び人員の決定がされるとこ

ろでございます。出られる方はお願いいたします。 
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学校再編推進室長 出席される委員は事前に連絡いただければと思います。 

 

教育長  よろしくお願いいたします。 

                                      

○報告第９号 

教育長  それでは続いて報告第９号「平成 29 年度山武市奨学資金の貸

付けについて」、事務局からの報告をお願いいたします。 

 

教育総務課長  報告第９号「平成 29 年度山武市奨学資金の貸付けについて」

ということで、資料の 26ページをご覧ください。 

 １番に申請受付期間（第２期）となっております。平成 29 年

３月 10 日金曜日から 29 年３月 27 日月曜日まででございました。 

 第２期についての申請件数ですが、ゼロでございました。 

 ３にあります、その他（貸付状況）として、今日現在、貸付者

９名でございます。その内訳としては、平成 29 年度（第１期）

に２名、28 年度に３名、27 年度に１名、26 年度に３名でござい

ます。 

 なお、この９名については、年度末に成績証明書の提出がござ

いましたことを報告いたします。 

 なお、参考でございますが、現在償還者が３名おります。この

３名については平成 28年 10月から償還開始となっておりますが、

３名とも滞りなく償還されておりますことをご報告いたします。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。第２期は申請者がなかったということ

でございますが、継続貸付者が９名いる状況でございます。これ

について何かご質問ございますか。清水委員、お願いします。 

 

清水委員  前も質問したような気がしますが、ＰＲの方法というのはどの

ように行っていますか。 

 

教育総務課長  ＰＲは、行政無線と、それから高校に申請書、申込書を持参し

ていきます。それと広報及びホームページを活用しております。 

 

清水委員  高校に、もう少しきっちり生徒に教えてくれるように言ってく

ださいということを、強目に言ったほうがいいと思います。これ

はどれぐらいの枠がありますか。どれぐらい貸すことができるん
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ですか。 

 

教育総務課長  年間５名です。 

 

清水委員  ５名ですか。５名あるのにもったいないですしね。今はもらっ

てしまう奨学金が多いのでしょうか。 

 

教育総務課長  給付型でしょうか。近隣ではあまり聞いていません。 

 

教育部長  市町村が行っているのは基本的には貸付になると思います。大

学が持っていて、成績が優秀な子に対して給付型という形だと思

います。 

 

清水委員  例えば市の将来を担う人材を育成するのであれば、場合によっ

ては少し給付型も考えたほうがいいのかもしれませんね。そのか

わり、必ず市に来て働いてもらうような形を。市役所に勤務する

のではなくて、市に住んでもらって、市に役立っていただくとい

うようなことで。どのような要件をつけるかというのは難しいけ

れども、そういうのも将来的に考えていってもいいのかなと。 

 非常に今過疎が進んでいますよね。若い人がどんどん出ていっ

てしまって。しかも有能な人に限って多分出ていってしまってい

るのか。そういう有能な方にもっと残ってもらうような手だてと

いうものを考えていかないと、市として生き残れないかなという

感じがしますので、これからの課題として、ほかのいろんな市町

の方式なども調べてみながら。給付型を行っているところもある

と思います。ですからそういうものも研究してみてください。 

 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。よろしいでしょうか。今、奨学金で大

学を出るときに大きな借金を抱えるというのが一つの問題になっ

ていますので、今後はそのような検討をしていく必要があるかな

と思います。よろしくお願いいたします。 

                                      

○報告第 10号 

教育長  続いて、報告第 10 号「行事の共催・後援について」、報告を

お願いいたします。 
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教育総務課長  それでは、資料の 27ページをご覧ください。報告第 10号「行

事の共催・後援について」でございます。期間は３月１日から３

月 31 日まで。この間に、行事の共催については１件承認をして

ございます。後援については５件、各規定に適正であるというこ

とで、承認をいたしております。 

 申請書は 28ページから 38ページまで添付をしてございますの

で、確認をよろしくお願いいたします。 

 

教育長  それでは、資料等たくさんついておりますので、目を通してい

ただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 では、共催が１件、後援が５件ということでしておりますので、

よろしくお願いいたします。 

                                      

○報告第 11号 

教育長  続いて、報告第 11 号「５月の行事予定について」、各所属長

からの報告をお願いします。 

 

教育総務課長  それでは、５月の行事予定でございますが、こちらには教育総

務課は記載がございません。先ほどの中で、５月の定例会が５月

25 日、１時からとなっておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。 

 

学校再編推進室長 学校再編推進室からです。先ほどお願い申し上げました統合準

備委員会の会議でございます。５月２日、山武の準備委員会の会

議を 18 時半から、さんぶの森中央会館で行います。またあわせ

て、ここには記載がないですが、４月 27 日木曜日、18 時半から

松尾ふれあい館２階、農事研修室で、松尾地区の学校統合準備委

員会が開催されます。お願いいたします。 

 以上です。 

 

学校教育課長  学校教育課、５点ございます。まず初めに５月９日、山武市の

小学校の陸上大会でございます。今年度は工事の関係で、坂田池

運動公園のほうを利用する予定でございます。11 日、山武市教

育研究会総会ということで、小中学校の職員の研究会総会がのぎ

くプラザで行われます。16 日、小中学校の校長会議。20 日に小

学校運動会。27 日に小中学校運動会、体育祭という予定になっ
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ております。 

 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。生涯学習課は６項目ございます。 

 11 日木曜日でございますが、ニュージーランド派遣事前説明

会。先ほどお話ししましたが、これを 19 時から第６・第７会議

室で行います。 

 13 日土曜日でございますが、スリランカ派遣研修生候補の面

接を、朝８時半から行います。 

 15 日月曜日でございますが、スリランカ派遣先遣隊の出国。

部長、そして山﨑先生、あとはオリンピック・パラリンピック戦

略推進室から１名、３名が先遣隊として事前に出発します。 

 24日が女性の会総会が予定されております。 

 21 日がスリランカの先遣隊が戻ってきます。帰国になります。 

 23日が家庭教育学級の合同開級式、13時 30分からのぎくプラ

ザで行われます。なお、その際、後で委員にチラシをお配りしま

す。今日用意しなくて申しわけなかったです。「すべては子供達

の幸せのために」ということで、上田情報ビジネスの比田井和孝

さんという、今、非常に人気のある講師の講演がございますので、

お時間があればぜひ参加願えればと思います。 

 以上でございます。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。１件でございます。５月 14 日日曜日で

す。山武市体育協会総会です。５時から浪川荘となります。その

際、教育長、部長の出席をお願いいたします。 

 以上となります。 

 

学校給食センター長 学校給食センターでございます。１件ございます。10 日水

曜日、山武郡市学校給食会総会が 15時 30分から、のぎくプラザ

で開催されます。 

 以上です。 

 

歴史民俗資料館長 資料館です。５月７日に伊藤左千夫の茶会、27 日に朗読「藍

の会」で、春の朗読会を行います。５月 14 日ですが、食虫植物

観察会が行われます。 

 以上です。 
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文化会館長  成東文化会館です。５月５日金曜日、文化会館でスプリングコ

ンサートを 15 時とありますが、これが７日の日曜日、同時間に

変更になりました。訂正させてもらいます。続きまして、19 日

金曜日、文化会館にてサロンコンサート、これは 19 時から行い

ます。続きまして、27 日土曜日、映画の「セッション」ですが、

10 時からと 14 時から、２回上映の予定でございます。続きまし

て、28 日日曜日、第 21 回のぎくプラザ合唱祭、これを 14 時か

ら行う予定でございます。 

 以上です。 

 

子育て支援課長  子育て支援課です。５月 20 日土曜日、園長・副園長会議が 15

時からとありますが、これは 19 日金曜日になりますので、訂正

をお願いいたします。時間は同じ時間でお願いいたします。申し

わけありません。 

 以上です。 

 

教育長  それからあとは、23 日、市町村教委が入っていますので、教

育委員の皆さん、予定をお願いします。会場は茂原市です。市町

村教育委員会の総会です。26 日もそうです。26 日は関東甲信越

静総会。よろしいでしょうか。では、お願いいたします。 

 このほか、報告すべき事項はございますか。 

 

指導室長  それでは、別添でお配りさせていただいた山武市教育ダイア

リーについてよろしくお願いいたします。今年度も校長会議で配

布して、情報提供を図っているところです。 

 １と３のみ簡単に説明させていただきます。 

 １につきまして、平成 29 年度スタートということで、冒頭教

育長からもご挨拶があったように、始業式で委員の皆様にもご参

加いただいたところです。小学校の新１年生が 336名、中学校の

新１年生が 395名ということで、増減はそこに書いてあるとおり

です。 

 続いて３番です。４月 10 日までに寄せられた情報ということ

で、ここに記載しました情報が寄せられています。下の米印のと

ころに書いてありますが、職員の交通事故につきまして、思わぬ

不祥事のもとになりますので、いま一度職員の指導ということで、

各校の校長にお願いをしたところでございます。 

 以上でございます。 
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教育長  ほかにありますでしょうか。よろしいですか。 

 ほかにはないようでございますので、以上で、教育委員会第４

回定例会を終了とさせていただきます。どうもお疲れさまでござ

いました。 

                                      

◎閉  会  午後５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 

 


