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平成29年 山武市教育委員会第１回定例会 会議録 

 

日  時  平成29年１月18日（水）午後３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 教育長の臨時代理による事項の承認について 

 

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 山武市公民館条例の一部を改正する条例について 

協議第３号 山武市子どもの読書活動推進計画（案）について 

 

報告事項 

報告第１号 文教厚生常任委員会及び文教厚生常任委員協議会の報

告について 

報告第２号 教育長の専決処分について 

報告第３号 いじめ・体罰実態調査（２学期）の結果について 

報告第４号 平成28年度卒業式・平成29年度入学式の対応について 

報告第５号 校務支援システムのアンケート実施について 

報告第６号 平成29年山武市成人式参加者状況について 

報告第７号 第10回山武市民駅伝競走大会について 

報告第８号 第47回山武郡市民駅伝競走大会について 

報告第９号 松尾公民館ダンススタジオ利用状況について 

報告第10号 行事の共催・後援について 

報告第11号 ２月の行事予定について 

 

 

出席委員  教育長      嘉瀬 尚男 

      委員長職務代理者 小野﨑 一男 

      委員       五木田 孝義 

      委員       髙柳 善江 

      委員       今関 百合 

 

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 

学校教育課長 井上 博文 

学校教育課指導室長 織本 富生 

学校教育課主幹 上川 和弘 

生涯学習課主管補 渡辺 幹夫 

スポーツ振興課長 所田 吉泰 

図書館長 八角 節 

図書館主査 大石 由香 

成東中央公民館長 菊池 伸祐 

松尾公民館長 鈴木 昌子 

 

事務局 

教育総務課総務企画係主査補  鈴木 慎太郎 

教育総務課総務企画係主査補  鈴木 秀一 
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◎開  会 

○嘉瀬教育長が挨拶し、午後３時30分開会を宣する。 

                                      

◎日程第１ 会議録署名人の指名 

○嘉瀬教育長が議長となり、髙柳委員を指名する。 

                                      

◎日程第２ 会議録の承認 

教育長  平成28年教育委員会第12回定例会及び平成29年教育委員会第

１回臨時会の会議録について、事前に配布してありますが、皆様

いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

教育長  異議がないようですので、平成28年教育委員会第12回定例会及

び平成29年教育委員会第１回臨時会の会議録を承認いたします。 

                                      

   ◎日程第３ 教育長報告 

教育長  １ページ目をご覧ください。12月22日から１月18日、本日まで

になります。この表に沿って主だったものを説明してまいります。 

 12月22日、山武中学校柔道部の全国大会出場表敬訪問とござい

ます。新人戦の県大会で山武中学校は団体優勝いたしました。そ

の関係で、サニックス旗福岡国際中学生柔道大会に参加をいたし

ました。その表敬訪問ということで市長との懇談を行ったもので

す。 

 これは教育委員会ダイアリーにも記事があると思いますので、

後ほどご覧ください。 

 12月23日、スタディクリスマス開会式とありますが、松尾ふれ

あい館で行われました。市長、副市長も開会式に出席しています。 

 12月26日、叙位・叙勲伝達ということで、瑞宝双光章を受賞さ

れました花澤先生に伝達を行いました。 

 12月27日、臨時校長会議、これは備考にありますように、生徒

指導に関する件についての臨時の会議でございました。 

 12月28日、山﨑氏来庁とありますが、１月４日から生涯学習課

に社会教育指導員ということで新たに来ていただくようになりま

した山﨑さんとの面会でございます。28日は仕事納めということ

で、関係機関を訪問しています。その後、所属長会議がございま

した。仕事納め式が大会議室で行われまして、その後、教育部に

戻り、教育部の仕事納め式を行ったものです。 
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 １月４日、2017年に入りまして仕事始め式でございます。この

ときに職員表彰20周年ということで表彰が行われまして、教育委

員会からは教育総務課の鈴木さん、図書館の岩澤さんが対象にな

っています。その後庁議がありまして、庁議の後、教育部の仕事

始め式を行いました。 

 １月６日、29年度予算についての市長説明を行いました。 

 １月８日、成人式でございます。午前午後２回の開催というこ

とで、委員の皆様にもご出席をいただき、特に大きな混乱もなく

終了いたしました。 

 １月９日は基本計画に関する説明会とありますが、これは蓮沼

地区それぞれの説明会ということで、この日は南八区区民館で行

いました。 

 １月10日、教育長・校長面接。これは校長からの人事要望につ

いて19校の校長全員との面談を行ったものでございます。 

 １月12日、都合によりこの日はキャンセルさせていただきまし

た。 

 １月16日、日本クリケット協会会長来庁ということで、市長室

におきまして、日本クリケット協会の会長、市長、副市長との懇

談でございます。その後、第３回文化財審議会が開催されました。

夜７時からは蓮沼地区の説明会ということで、西岡区民館に行っ

ております。 

 １月17日、校長会議、第７会議室で行われました。 

 １月18日、本日ですが、午前中に庁議、午後はあり方検討委員

会、そして第１回定例会ということになります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 何か質問等ありますか、よろしいでしょうか。 

 

（「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「教育長の臨時代理による事項

の承認について」、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」、報告第２号「教育長の専決処分について」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りますので、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。
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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、議決事項です。ここから秘密会といたします。なお、

議案第１号につきましては、人事に関することであるため、担当

職員以外の方は、ご退席をお願いいたします。 

 

～担当以外の職員退席～ 

                                      

   ◎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  議案第１号「教育長の臨時代理による事項の承認について」、

学校教育課長、説明をお願いいたします。 

 

学校教育課長  資料に基づき、教職員の任免その他進退に関する内申について

説明。 

 

※審議結果 原案のとおり同意。 

 

教育長  議案第１号が終了いたしましたので、担当職員以外の入室を認

めます。 

 

～担当以外の職員入室～ 

                                      

◎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  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」、

説明をお願いいたします。 

 

指導室長  資料に基づき、新規申請分（３世帯６名）について説明。 

 

※審査結果 新規３世帯６名について認定。 
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教育長  ここで秘密会を一旦解きます。 

 

                                      

◎日程第５ 協議事項 

○協議第２号 

教育長  協議第２号「山武市公民館条例の一部を改正する条例につい

て」、説明をお願いいたします。 

 

成東中央公民館長 協議第２号「山武市公民館条例の一部を改正する条例につい

て」、説明いたします。 

 現在、建築中の（仮称）山武市蓮沼交流センターについて、企

画政策課において、山武市議会第１回定例会に、山武市蓮沼交流

センター条例を提出する予定でありまして、これに伴う山武市公

民館条例の一部改正について、検討をお願いするものです。 

 初めに１月より工事を開始しますが、山武市蓮沼交流センター

について、構造は鉄筋コンクリート造、５階建て、延べ床面積

3,192.67平米となりまして、そのうち公民館は３階で床面積

621.8平米となります。 

 17ページから23ページまでが、蓮沼交流センターの配置図及び

平面図でございます。 

 それでは、20ページをご覧ください。蓮沼公民館の平面図とな

ります。 

 調理室は料理教室や講習会など、市民の方々を中心に利用して

いただき、また、利用者がつくった料理を食べながら交流を図っ

ていただくよう、中心にテーブルを配置しています。和室や会議

室も踊りのクラブや俳句、囲碁クラブ等に利用していただき、地

域に親しまれる公民館を目指します。 

 また、公民館は誰もが気軽に参加ができるような各種事業を企

画実施し、利用回数を増やすように努めます。 

 次に、図書コーナーには、地域の要望を受けまして、子ども向

けの図書、育児関係等の図書も選書する予定です。また、ほかに

授乳室やおむつがえ室等を設けます。 

 次に、24ページをご覧ください。 

 蓮沼交流センターは、指定管理者制度を導入する予定です。こ

の建物が市民にとってわかりやすく、使いやすい設備にするため、

効率的な管理と運営ができるよう、施設ごとに開館日を統一しま

す。また、一体的な管理にすることにより、市全体の事務の軽減
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及び経費の削減を目的としています。完成予定は、平成29年12月

を予定しています。 

 施設概要としては以上です。 

 次に、４ページをご覧ください。 

 山武市公民館条例の一部を改正する条例案です。 

 改正点といたしましては、第２条で、山武市蓮沼公民館の名称、

位置、山武市蓮沼ハの4832番地３を加えます。 

 第７条で、公民館の休館日を別表１とし、蓮沼公民館の休館日

を月曜日及び年末年始の６日とし、交流センターの休館日を統一

いたします。 

 第７条で、休館日を別表１としたことから、第12条で、各公民

館使用料の表を別表第２と改め、蓮沼公民館の使用料を加えまし

た。 

 金額の根拠ですが、取り壊しされました旧蓮沼中央会館と新し

い蓮沼公民館の同じ用途で使用する３部屋の面積がほぼ同程度で

あるため、同額と設定いたしました。 

 蓮沼交流センターでは、指定管理者に管理運営を行わせる予定

であるため、必要な条項としまして、第19条で、法人その他団体

に管理を行わせることができると規定し、第20条で、蓮沼公民館

の利用に係る料金を指定管理者が収受できるとし、第21条で、指

定管理者が行う業務指定、第22条で管理事務、第23条で、指定管

理者の指定の手続等必要な条文を加えました。 

 前５条を加えたことから、第19条を24条とし、第20条を第25条

に繰り下げます。 

 最後に、市の直営ですと使用料、指定管理者となりますと利用

料金と呼び方が変わります。この言い方の違いについて、関係機

関と調整中であり、その結果を受け、議案として議会にお諮りし

たいと思います。 

 次に、８ページから16ページまでが公民館条例の新旧対照表で

す。説明は以上です。 

 

教育長  ありがとうございました。 

 ただいま説明を受けましたが、資料もたくさんある中で、皆さ

んいかがでしょう。ちょっと少し見る時間必要ですか。ご覧いた

だいているということですが、何が質問等ございますでしょうか。 

 

小野﨑委員  ３階の部分はわかりましたが、２階部分については指定管理者
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が料金を決めることになりますか。 

 

成東中央公民館長 企画政策課において、山武市交流センター条例について議案を

提出します。その中で、多目的スタジオやキッチンスタジオ等の

利用料金を決めます。 

 

教育長  よろしいでしょうか。 

 

小野﨑委員  全体を指定管理者にするということですね。３階の部分は公民

館なので、料金は教育委員会で決めるということですか。 

 

教育部長  ３階の部分についても、指定管理とする予定です。料金につい

ては条例で決めますが、ここで承認いただければ。 

 ほかの階の使用料等については、１、２階については、企画政

策課が担当しまして、５階については、保健福祉部が所管するこ

とになります。 

 今、保健センターにあるトレーニングルームのほうを新たに機

能強化して５階に上げる予定になっています。 

 

教育長  ほかはよろしいでしょうか。いいですか。 

 それでは、本案件は、原案とおり了承いたします。 

                                      

◎日程第５ 協議事項 

○協議第３号 

教育長  続いて、協議第３号になります。「山武市子どもの読書活動推

進計画（案）について」、事務局から説明をお願いします。 

 

図書館長  それでは、協議第３号について、説明します。資料の27ページ

をご覧ください。 

 協議第３号、山武市子どもの読書活動推進計画（案）について

でございます。協議内容といたしましては、別紙のとおりでござ

います。 

 提案理由といたしまして、「子どもの読書活動の推進に関する

法律」第４条に、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国と

の連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動

の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する」と書

かれております。 
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 平成27年３月に、「千葉県子どもの読書活動推進計画（第三

次）」が策定・公表されました。山武市においても、家庭・学

校・図書館・地域が連携し、子どもが読書に親しめる環境整備を

総合的、計画的に進めるため、「山武市子どもの読書推進計画

（案）」を策定するものでございます。 

 それでは、計画内容につきまして、お配りした資料に基づきま

して、成東図書館の主査から説明いたしますので、よろしくお願

いします。 

 

図書館主査  ※山武市子ども読書活動推進計画（案）の資料に沿って、計画

策定の基本的な考え方、読書推進のための具体的な施策について

説明。 

 

教育長  ありがとうございました。今、概要を説明いただきましたが、

これについて、ご覧になっていただいていたでしょうか。何か質

問等ございますか。 

 

小野﨑委員  ぜひ頑張ってほしいと思います。 

 

五木田委員  私も、教育委員会広報「懸け橋」の、本年度の挨拶の中で、読

書の勧めを書きましたが、賛成であります。この数年間、通勤の

電車の車内の模様が変わったそうですけども、みんなタブレット

を使っているそうです。昔は新聞と単行本を読んでいたのが、読

書をするというのはやはり疲れます。エネルギーが必要といいま

すか。小さいときに読書習慣をつけておけば、大人になってもそ

んなに苦ではないと思います。 

 ところが、幼年期過ぎて、少年期、青年期で本を読め、本を読

めといっても、これは習慣ですからなかなか読めない。未読の高

校生が50何パーセントですか、すごいですよね。２人に１人が全

く本を読まないという。小さいときから読書習慣、読み聞かせ、

家読。行政、図書館の職員が一生懸命やって、学校の図書館教育

との連携を図りながらやっていくということが大事なことかなと

思います。学校も読書には力を注いでくれていると私は受けとめ

ておりますけれども、今、学校の教員も本をたくさん読んでいる

のかというと、読む時間が少ないと思います。忙しくて。これは

習慣づけてもらいたいです。 

 



－10－ 

髙柳委員  細かくよく計画を立てていただいてありがとうございました。

学校や園以外に子育て支援センターや学童などにも目をつけてい

ただいています。図書コーナーを置くというのがとてもいいと思

います。環境をつくって、子どもたちを引き込んで、さらにそれ

を取り巻く人たちの読書の場をつくる等、非常に広く深く考えて

いただいていると思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

五木田委員  ４月23日の子ども読書の日は、図書館として特別な事業を行っ

ていますか。 

 

図書館主査  どちらの館でもおおむね、館によって多少事業は違うのですけ

れども、春のお話し会というものを開催しています。 

 

五木田委員  わかりました。 

 

学校教育課長  五木田委員から、学校との連携というお話をいただきました。

朝の読書は市内全ての小中学校で実施しております。担任も今、

一緒になって子どもたちと読書をするというところがありますの

で、子どもたちの本に親しむ習慣は大分ついてきたと思っており

ます。 

 

今関委員  子どもたちを見ていても、学校やいろいろなところで本を読ま

せてもらっているなというのはすごく感じるのですけど、実際に

今度家で読むところになかなかつながってないというのをすごく

感じます。例えば家庭教育学級とかで、図書館に行くとか、保護

者にも見て知ってもらい、たくさんの本があるということを話す

だけじゃなくて、現実に連れて行くのもいいと思います。 

 

図書館主査  ありがとうございます。もしそうしていただければ、図書館と

しましても、まとまって来てくださるのを歓迎します。何か企画

していただけてこちらもできるといいなと思います。 

 

今関委員  ただイベントをやっても、いつも来てくださる方は多分同じ方

だと思います。もう少し、本を借りるのは難しいことじゃないの

だよというのをたくさんの保護者の方に知っていただけたらなと

思いました。 
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教育長  ありがとうございます。ほかよろしいでしょうか。読書活動が

大事だというのは、どの所でも認識しているところなので、今回

この推進計画ができましたので、ここに書かれている連携をしっ

かりとって、計画が進められるようにしていただきたいと思いま

す。どうもありがとうございます。 

 それでは、本案件は原案どおり了承いたします。 

 ここで今説明いただいた成東図書館の大石主査は退席いたしま

す。 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第１号 

教育長  それでは、日程の第６、報告事項に入ります。 

 報告第１号「文教厚生常任委員会及び文教厚生常任委員協議会

の報告について」、これは部長からお願いいたします。 

 

教育部長  ２点ほど報告させていただきます。 

 まず、文教厚生常任委員会ですが、これは、12月補正予算に関

する質疑となります。資料でご覧いただければと思います。よろ

しいでしょうか。 

 別冊です。12月補正ですが、前回の定例会でもご報告したよう

に、成東総合運動公園の補正予算が主になりました。当日、12月

９日においては、東金市と浦安市の現地視察もあり、議会初日の

全員協議会等でも説明したのですが、改めて説明をさせてもらっ

ています。 

 ３ページをお開きください。 

 ３ページの上段ですが、社会資本の総合交付金というものが

5,000万円ほど国の追加補正で認められたので、今回補正するも

のです。補助の内容については、土のトラックになっているもの、

これをインフィールド部分の芝生と既存施設の撤去工事、暗渠排

水工事等を予定するものです。社会資本総合交付金が5,000万、

起債が4,750万、その他合計で１億円という補正でございました。 

 各議員からの意見ですが、和田副委員長からは、陸上競技場か

ら議論がサッカー場へと変えられてしまい、賛成しないというこ

とで、和田議員と八角議員は採決のときも最終的には補正予算に

否決という考えでした。石川議員からは、サッカー場等整備する

中で、使用できない日はいつまでかというお話でした。一番下に

ありますとおり、３月の下旬まで予約が入っているので、それ以
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降工事に入っていきたいというお話をさせてもらっています。 

 ４ページですが、継続費の総額が事業費総額になります。総額

のほうですが４億950万円になります。年割は28年度が１億円、

29年度が２億6,930万円、30年度が4,020万円、工事については28、

29年度行いまして、30年度は倉庫等を整備する予定です。補正予

算は以上です。 

 続いて、29年度当初予算の要望のほうをご説明させてもらいま

す。 

 常任委員協議会の資料と別添で29年度予算に関する意見・要望

調査表という、横長の表を配らせていただいております。 

 常任委員協議会の顛末については、後ほどご覧いただければと

思います。結果がこちらの調整表になります。４点ほど29年度予

算に対して議会のほうから要望がございました。前回の12月でも

若干説明させてもらいましたが、スポーツプラザについて、来年

の12月28日に、先ほど公民館長から説明しました交流センターが

完成し、５階にはトレーニング施設が移設されます。これを契機

に、スポーツプラザの中にあるトレーニング施設を廃止・統合し

てはどうかという提案でございます。 

 回答でございますが、蓮沼スポーツプラザのトレーニング施設

の廃止・統合については、平成29年度に完成予定の蓮沼交流セン

ターの状況を踏まえ、廃止・統合で進めてまいりますという形で、

廃止したいと考えております。 

 次の質問が、その後の活用になります。左から３列目ですが、

更衣室が現在足りない状況なので、２階のトレーニング施設のあ

る場所を更衣室として整備してはどうかという提案でした。 

 回答ですが、蓮沼スポーツプラザのトレーニング施設の更衣室

の改修については、平成29年度の完成予定の交流センターの状況

を踏まえ、現在30年度に予定しております蓮沼スポーツプラザの

トイレ等の改修とあわせて同時期に工事をしたいと考えておりま

す。もともとトイレについては、30年度に実施する予定でしたの

で、お話のときに工事のほうを一括でやっていきたいという考え

方です。 

 次に、蓮沼野球場の管理事業です。現在、毎年、土地借り上げ

料として176万4,000円支払いしております。今後10年、20年先を

考えて、この土地を取得するのか、そもそも廃止するのか検討し

たほうがいいのではないかという提案でした。 

 回答ですが、蓮沼野球場の利用等を踏まえ、用地の取得、野球
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場の閉鎖を含め、担当部署を交えて検討していきたいという形で

答えたいと思っています。利用状況を見ながら、借地の問題は

後々いろいろ問題になる場合が多いので、整理をしたいと考えて

おります。 

 最後です。スリランカから男子１名、女子１名の２名、随行

１名の計３名を招聘しているが、子どもの人数を増やして、男子

２名、女子２名の計４名に増員してもらえないかという話でした。 

 回答ですが、スリランカ青少年招聘事業は、スポーツ大臣と市

長とで交換された書簡に基づき27年度から開始し、平成28年度に

２回目の実施を終えたところです。現在中学生２名の招聘規模の

拡充の提案については、現状としまして、通訳やホームステイ先

等の対応等、諸課題も抱えております。より充実した事業となる

よう平成29年度、もう１年検討期間をいただけないかという話で

整理したいと思っています。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございました。ただいまの報告について何か質問等

ございますでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。 

 では、次に報告第２号ですが、秘密会とします。また、これは

人事に関することであるため、担当職員以外の方につきましては、

ご退席をお願いいたします。 

 

～担当以外の職員退席～ 

                                      

○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  報告第２号、「教育長の専決処分について」、事務局から報告

を願いします。 

 

学校教育課長  資料に基づき、教職員の任免その他の進退に関する内申につい

て説明。 

 

教育長  では、報告第２号が終了したので、担当職員以外の入室を認め

ます。よろしくお願いします。それでは、再開いたします。 

 

～担当以外の職員入室～ 
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○報告第３号 

教育長  報告第３号「いじめ・体罰実態調査（２学期）の結果につい

て」報告をお願いいたします。 

 

指導室長  それでは、報告第３号について、資料のほうは28ページから

30ページになります。今回は２学期の結果ということで報告いた

します。 

 表の括弧のついている数字につきましては、昨年度の同じ２学

期の状況を入れてあります。括弧がついている数字が２学期、

１年前ということになりますので、それとの比較も含めて見てい

ただければと思います。 

 まずいじめの認知の学校数につきまして、認知した学校につい

ては小学校12校、中学校５校、計17校、昨年度と同じです。２番、

重大事態の発生はありませんでした。３番、いじめの件数につき

まして、小学校は報告件数189件で、認知件数は96件です。昨年

度との比較では報告件数が40件、認知件数が20件増加しておりま

す。 

 中学校は報告件数が23件、認知件数も23件であります。昨年度

との比較においては、報告、認知ともに８件減少しております。

以前１学期の報告をしたこともあったわけですが、１学期と２学

期は前回と逆になりました。小学校での増加が目立っているとい

うことです。このことより重大な事態に至ることがないよう早期

に、そして個人でなく組織で対応するよう、きのうの校長会議等

でも話をしているところであります。 

 ４番、いじめの現在の状況についてであります。小学校では半

数以上が解消済み、中学校では９割近くが解消済み。昨年度との

比較では、小学校での一定の解消は図られたが、現在も支援中の

割合が増えていることが気になりました。やはりいじめの内容が

複雑になり、単純に解消できない状況が続いていると捉えており

ます。 

 ５番、学年別につきましては昨年度の比較では小学校の１年、

３年、４年が増加しているという状況にあります。 

 ６番、認知のきっかけの部分ですが、記述式で回答するため似

たような内容を整理して、このような形で数値のほうを入れてあ

ります。小中ともにアンケート調査、文書で回答した部分からの

発見が一番多いという形となっております。 

 ７番、印刷ページの一番下になりますが、いじめの対応につい
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て、今回気になった点ということで下から２番目、パソコンや携

帯電話等で誹謗中傷や嫌なことをされたと、それが小学校で４件、

中学校で２件ということで、小学校が中学校を上回り、やはり小

学校段階でのそういう情報モラルに関する教育の必要性というも

のが高くなってきている。それぞれの学校でいろいろ取り組みを

進めているところだと思いますが、さらに継続してお願いしてい

く必要があると感じております。 

 29ページ、細かい内容等について載せさせていただいてありま

す。 

 30ページ、最後になりますが、体罰についての報告は２学期に

つきましてはありませんでした。 

 簡単ではありますが、私のほうからの報告は以上です。 

 

教育長  どうもありがとうございます。ただいまの報告について何かご

ざいますでしょうか。 

 

髙柳委員  今、情報モラルの話が出ましたが、モラルの問題はなかなかな

くならない部分です。小さい学年から常に触れてもらって、あた

りまえに思えるようにしたいです。情報機器を扱うたびにモラル

に触れていくというのを積み重ねていただけたらと思います。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。ほか、よろしいですか。 

 

小野﨑委員  28ページのいじめの態様の特に金品のところの問題があります

よね、小学校で。これはこの間もニュースでとった、とらないの

話が出ていましたけど、そういうところはより注意しなくてはい

けないと思います。パソコンの問題もそうですが、そうなると組

みがえができるというのは解消手段の一つだと思います。１クラ

スでもう逃げ場がないというのは一番困る感じがします。こうい

うところも注意して見ていただいたほうがいいですね。 

 

教育長  ありがとうございます。ほかはよろしいでしょうか。 

 いじめについて小学校が増えて、中学校が減っているというの

は、この山武市の結果もそうですけど、全国的な調査を見ても同

じような傾向が出ていると思います。認知の仕方等が変わったり

とか、低年齢化していくというのはあるのですけど、中学校は本
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当にこれだけ減っているのかなというのは、私は個人的には疑問

に思っていて、より巧妙化したり、隠れている部分があるのでは

ないか。特にＳＮＳの問題が小学校より中学校のほうが少ない、

使っている人数は圧倒的に中学校のほうが多いと思うので、もう

少し詳細な調査が今後必要になってくるのではないかという気が

します。 

                                      

○報告第４号 

教育長  続いて、報告第４号「平成28年度卒業式・平成29年度入学式の

対応について」、お願いいたします。 

 

学校教育課長  それでは、31ページをご覧ください。前回の定例会議の中で

28年度の卒業式について決まったものは一覧で入れさせていただ

いております。なお、小学校については同じ17日でありますので、

それぞれ課長等にも協力をいただいているところでございます。

なお、本日は入学式について、参加者の確認をいただければあり

がたいと思っております。 

 

 ※各委員の話し合いにより、出席予定者を決定。 

  ○４月７日（金）中学校入学式 

   成東東中 髙柳委員 

   山武中  嘉瀬教育長 

   山武南中 今関委員 

   蓮沼中  五木田委員 

   松尾中  小野﨑委員 

    

  ○４月10日（月）小学校入学式 

山武西小 今関委員 

蓮沼小  五木田委員 

豊岡小  髙柳委員 

松尾小  小野﨑委員 

 

  ○４月11日（火）こども園・幼稚園 

   なるとうこども園 今関委員 

   しらはたこども園 髙柳委員 

   なんごうこども園 嘉瀬教育長 

   まつおこども園  小野﨑委員 
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   おおひらこども園 五木田委員 

 

                                      

○報告第５号 

教育長      続いて、報告第５号「校務支援システムの運用状況について」、

説明をお願いいたします。 

 

指導室長  それでは、資料の33ページです。当日配付ということで、２枚

つづりの校務支援システムアンケートの実施要項（案）というも

ので、机上に置いてある部分を見ていただければと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 まず目的でありますが、ＩＣＴ機器を山武市で購入し、２年が

経過しようとしている時期であります。学校現場で実際の授業等

で活用していくため、そして現在の活用状況や導入の成果、そし

て課題を整理するためということで、昨年度も同時期に実施して

おります。第２回目となります。 

 実施期間は１月30から２月３日までを考えております。対象は

市内の小中学校で19校、対象者につきましては、全教職員、小学

校につきましては第３学年から６学年、中学校は第１学年から第

３学年の全学年となります。なお、こちらの特別支援学級の児童

生徒もその学年に在籍している場合は含まれることになります。 

 ５番の実施方法ということで、今回紙の媒体によるアンケート、

要項を資料として最初つけた分につきましては、２枚目をあけて

いただくと四角いところにチェックをするような形になっていま

したが、最終的に処理の関係という部分で、機械で読み取れるよ

うにマークシート方式で行うことに変更いたしましたので、この

チェックリストはこういう設問があるという部分で見ていただけ

ればと思います。アンケートの提出については学級ごとにまとめ、

学校単位で教育委員会へ提出するという形になります。 

 アンケートの内容でありますが、この中で教育委員会の資料を

ちょっと異なっている、変更があった部分ですが、２枚目の一番

下のほうになります。黒く四角で体育館でのＩＣＴ活用、この項

目を新たにつけ加えました。避難所になったりとかいろいろな授

業でも体育館でのＩＣＴ機器を活用した授業等も行われていると

いうことで、その辺をもう一度確認する。そして、それに対応す

べくワイファイとかそういう部分の整備の関係があるということ

で、つけさせていただいてあります。 
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 集計、分析等は、内田洋行に依頼し、３月上旬に報告する予定

になっております。先日校長会議で小学生はなかなかマークシー

トがうまくできない場合もあるというようなご意見をいただきま

した。その後、内田洋行と確認したところ、とりあえず担任は児

童に行わせて、それを全部集めてこちらに送ってもらえれば、も

し読み取れない部分があれば、内田洋行のほうで責任を持って修

正しながら読み取りを完了させるということで、学校は実施をし

てそれを集めてということで、担任の負担を軽減するということ

で予定しております。 

 このような形でアンケートを実施し、ＩＣＴ機器の成果及び課

題ということをもう一度確認する、次年度に向けていくという予

定でおります。 

 

教育長  ありがとうございます。ただいまのアンケートに関して何かご

質問等ありますでしょうか。 

 

小野﨑委員  よろしくお願いします。 

 

教育長  よろしいですね。 

                                      

○報告第６号 

教育長  では、続いて報告第６号「平成29年山武市成人式参加者状況に

ついて」お願いいたします。 

 

生涯学習課主査補 それでは、平成29年山武市成人式参加状況について、報告させ

ていただきます。資料の44ページをご覧ください。 

 平成28年10月１日現在の山武市住所登録地で成人式対象者数が

587名です。対象者に対しての成人式出席者数は422名、参加率

71.9％です。内訳につきましては、山武地区登録者数208名、出

席者数130名、参加率62.5％。松尾地区登録者数94名、出席者数

74名、参加率78.7％。成東地区登録者数246名、出席者数186名、

参加率75.6％。蓮沼地区登録者数39名、出席者数32名、参加率

82.1％です。また、住所登録者外出席者につきましては73名です。

内訳につきましては山武地区19名、松尾地区20名、成東地区24名、

蓮沼地区10名です。この住所登録外出席者73名を含めた成人式出

席者の総人数は495名です。 

 以上でございます。 
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教育長  ありがとうございました。出席状況、よろしいでしょうか。 

                                      

○報告第７号 

教育長  続いて、報告第７号「第10回山武市民駅伝競走大会の結果につ

いて」、スポーツ振興課、よろしくお願いします。 

 

スポーツ振興課長 報告第７号です。第10回山武市民駅伝競走大会についてでござ

います。資料は45ページから47ページになります。 

 まず期日です。平成29年１月22日日曜日です。こちらは小雨決

行という形をとりたいと思っております。それから、場所ですが、

山武地区で開催予定です。集合場所はさんぶの森交流センターあ

ららぎ館ジャイアントシェルター棟でございます。 

 日程は、開会式が午前８時30分、スタートが午前10時、閉会式

は午前11時50分を予定してございます。コースですが、全12区間、

距離が19.2キロという中での競走ということになります。参加の

チーム数ですが、今のところ14チームの参加予定ということにな

っております。 

 詳しくは中に記載してございます。例年と基本的には一緒にな

ってございます。ただ１つ、第10回大会ということで、体育協会

から記念大会として何かできないかというお話がございまして、

連続ではなくても10回走った方に、翌年度なのですが、もし走っ

た方がいた場合に11回大会に表彰という形で、何かメダルとか盾

を差し上げましょうと。皆さんの大会に出る励みにもなるでしょ

うということで企画をしているところでございます。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。市民駅伝についていかがですか、よろ

しいでしょうか。 

                                      

○報告第８号 

教育長  続いて、報告第８号「第47回山武郡市民駅伝競走大会につい

て」お願いします。 

 

スポーツ振興課長 報告第８号、第47回山武郡市民駅伝競走大会です。資料は48ペ

ージから50ページになります。こちらですが、山武郡市内の駅伝

競走大会になります。場所ですが、蓮沼地区を使用しながら競走
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を行います。集合場所は山武市蓮沼スポーツプラザになります。

開会式ですが、８時30分です。スタートは、前半後半に分かれて

いるのですが、９時半前半スタート、10時40分後半スタートにな

ります。閉会式は12時からを予定してございます。こちらも同じ

く全12区間になります。距離は30.4キロメートルということにな

ります。詳細につきましては資料のとおりです。 

 

教育長  ありがとうございました。郡市民の駅伝競走大会について、よ

ろしいでしょうか。 

                                      

○報告第９号 

教育長  それでは続いて、報告第９号「松尾公民館ダンススタジオ利用

状況について」、公民館長、お願いします。 

 

松尾公民館長  それでは、松尾公民館のダンススタジオ利用状況について、四

半期ごとに報告させていただいておりますので、報告いたします。 

 ９月まで報告済でございますので、10月、11月、12月の利用状

況を取りまとめました。主なダンスはヒップホップが10月719名、

11月658名、12月が666名です。その次に多いのがフラダンス、大

分利用が増えてまいりました。10月129名、11月114名、12月が

105名。その他ジャズダンス、Ｋ－ＰＯＰ、その他のジャンルの

ダンスが少なくなっております。10月でその他ダンスでの人数

45名というのが、松尾高校の男子生徒が文化祭でダンスを発表す

るということで、その他のダンスということで多くなっておりま

す。ダンスのトータル、10月が942名、11月805名、12月が832名

ということで、その他のジャンルの利用者の人数は10月が

2,132名、こちらは福祉まつりがありまして、スタジオも全て使

っておりまして、多くなっております。ダンスの割合は44.2％、

11月がトータル1,043名で77.2％、12月が1,030名で80.8％です。 

 割合に関しましては表をご覧いただければと思います。やはり

ヒップホップが大体どの月も８割程度を占めております。今回特

筆すべきところがトータルの利用者数が松尾公民館は４月から

12月で１万1,063名となっております。改善センターについては

報告していませんけれども、改善センターも12月で１万727名と

１万人を超えております。 

 昨年度はＩＴ保健センターの貸し部屋の部分が４月から９月で

1,095名、改善センター４月から３月、１年間で１万1,526人、公
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民館が10月から３月の半年で4,277名で、１年間で１万6,898名の

ご利用があったのですけれども、今年度は12月末時点で２万人を

超えておるというところで、結構にぎわいが出てきたのではない

かと考えております。今後も利用が増えるように精進してまいり

ますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 

                                      

○報告第10号 

教育長  それでは続いて、報告第10号「行事の共催・後援について」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、行事の共催・後援についてです。12月１日から12月

28日までの承認件数ですけれども、共催については１件、後援に

ついては４件ございました。いずれも適正であったということで、

承認をいたしてございます。申請書のほうは54ページから64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  ありがとうございます。資料がついておりますので、ご確認を

いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

                                      

○報告第11号 

教育長  それでは続いて、報告第11号「２月の行事予定について」お願

いいたします。これは各所属長から順番にお願いします。 

 

※出席した各所属長から２月の行事予定について報告。 

 

教育長  以上でよろしいですか。 

                                      

   ○その他 

教育長  その他報告すべき事項等あればお願いします。 

 

指導室長  それでは、別刷りで今回から名前を変更いたしました。教育委
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員会のジャーナルじゃなく、今回１月からダイアリーという名前

で発行させていただくことといたしましたので、ご了承いただけ

ばと思います。 

 １番目として先ほど教育長より話がありましたが、山武中学校

の男子柔道部の活躍ということで、大きく紙面を割かせていただ

きました。団体だけでなく個人戦でも２つの部門で優勝、３位が

１名という大活躍でありました。22日に市長への表敬訪問の後、

福岡県宗像市で行われる2016サニックス旗福岡国際中学生柔道大

会に出場をしてきました。 

 当日、残念ながら２回戦で準優勝した福岡県代表の学校と対戦

ということで、残念ながらそこで敗退ということでありましたが、

すばらしい活躍ということで教育委員の皆さんにも知っておいて

いただければなと思います。２番、成人式につきましては省略さ

せていただきます。 

 ３番、冬休み中、児童生徒及び職員に大きなけがや事故の報告

はございませんでした。そして、各学校とも１月10日から順調に

３学期がスタートしております。学校の情報等ということであり

ましたが、今回この期間であったのは９件でありました。 

 ５番目でありますが、１月７日の新聞で毎年行われております、

大人になったらなりたい職業アンケートが載っていたので、その

ことを記載いたしました。男子は７年連続でサッカー選手、女子

は20年連続で食べ物屋さんが１番でありましたが、その中でおも

しろいと思ったのは、水泳選手が以前が18位から８位に急上昇し

た。昨年度のリオデジャネイロのオリンピックでの活躍を見て、

そういうことが思うような子どもたちがいるということは、いろ

いろな形で子どもたちの夢は育てることが可能なのかと改めて感

じました。 

 あと裏面です、こちらはダイアリーの№２ということでありま

すが、ＩＣＴ機器の活用状況ということで今回は２学期、11月

17日に行われた山武西小の校内研修での内容を取り上げさせてい

ただきました。４年生が地域安全マップをつくろうという内容で、

フィールドワークでデジタルカメラを使って写真等を撮影してき

て、それを地図に落としていく。その辺、発表等には今度はカメ

ラ等を活用しているという部分です。２年生は算数の掛け算の授

業にタブレットあるいは電子黒板等を活用しているというところ

の写真、記録として残させていただいてあります。こういう活動

がさらに広がっていくように、こちらも働きかけを強めていきた
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いなと思っております。私からは以上です。 

 

教育長      ありがとうございました。ダイアリーについてよろしいですか。

ほかに報告すべき事項はありますでしょうか。 

 

五木田委員  １つ、インフルエンザ、それから、ノロ、その状況はその後ど

うでしょうか。 

 

学校教育課長  ノロについては、多くても学校で１名２名という状況です。イ

ンフルエンザについては、今資料はありませんが。 

 

五木田委員  学級、学校閉鎖はないですか。 

 

学校教育課長  学級閉鎖はございますが、学校閉鎖はありません。 

 

五木田委員  話は変わりますが、学校の安全、サッカーゴールが倒れて授業

中に死亡している事件がありました。朝、９時40分ごろの体育の

時間。サッカーゴールはしっかりとめるというように委員会のほ

うからも連絡をしてもらえれば。 

 

学校教育課長  各学校にその当時の記事も含めて周知はさせてはいただいてお

ります。安全ということで。 

 

教育長  ほかにありますか。 

 

今関委員  報告ではないですけど、保護者のほうから給食のおいしい野菜

のレシピを教えてほしい。給食センターで例えば給食でこれだっ

たら野菜を食べるというのがあるから、そのレシピを教えてもら

えると、お家でも野菜を食べるようになるのではないかなといっ

て、それをできればホームページとかに載せてくれるとうれしい

という意見をいただきました。 

 

教育長  毎日給食はホームページに上がっているので、それにあわせて

レシピは載せられるかどうかですね。 

 

今関委員  全部ではなくてはいいと思うのですけど、特に人気のあるもの

とかは教えてほしい。保育園のときは自園でやっていたので聞い
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ていたらしいのですけど、今度できなくなっちゃったと言ってい

ました。 

 

教育長  ありがとうございます。あとはよろしいでしょうか。 

 それでは、１点だけ。今日の庁議で話題になっていたのですが、

健康増進法が今度変更になる関係で、受動喫煙の関係があります。

今度の変更では、小中学校の敷地内は全面禁煙というような形に

改正案がなる予定です。現状では、全面禁煙になっていないとこ

ろ、分煙したりとか建物内禁煙はしていますが、今後山武市とし

てもこの辺のところはきちんとしていかなくてはいけないと思い

ますので、また議論をしていきたいと思っております。ほか、よ

ろしいですか。 

 それでは、以上で教育委員会第１回定例会を終了といたします。

お疲れ様でした。 

                                      

   ◎閉会  午後５時16分 
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