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平成28年山武市教育委員会第12回定例会会議録 

 

日  時  平成28年12月21日（水）午後２時00分 

場  所  山武市教育委員会庁舎会議室  

招 集 者  山武市教育委員会 教育長 嘉瀬尚男 

議  題  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年度当初予算（案）の概要について 

 

報告事項 

報告第１号 山武市議会第４回定例会の報告について 

報告第２号 市内小学校生徒指導に関する事案について 

報告第３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４号 通学路合同点検進捗状況について 

報告第５号 第65回左千夫短歌大会について 

報告第６号 第11回さんむロードレース大会の結果について 

報告第７号 平成29年度社会教育施設及び社会体育施設の開館日に

ついて 

報告第８号 行事の共催・後援について 

報告第９号 １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       五木田 孝義 

      委員       髙柳 善江 

      委員       今関 百合 

 

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 

学校教育課長 井上 博文 

学校教育課指導室長 織本 富生 
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学校教育課主幹 上川 和弘 

生涯学習課長 越川 正 

スポーツ振興課長 所田 吉泰 

給食センター所長 松崎 和 

文化会館長 市原 修 

図書館長 八角 節 

成東中央公民館長 菊池 伸祐 

松尾公民館長 鈴木 昌子 

さんぶの森公園管理事務所長 小堀 英一 

子育て支援課長 秋葉 絹 

  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事   額賀 大成 
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◎開 会  午後２時00分 

嘉瀬教育長  ただいまから、平成28年教育委員会第12回定例会を開会いた

します。 

 日程に沿って進めてまいります。よろしくお願いします。 

                                      

◎日程第１ 会議録署名人の指名 

嘉瀬教育長    会議録署名人の指名を行います。五木田委員を指名いたしま

す。よろしくお願いします。 

                                      

◎日程第２ 会議録の承認 

嘉瀬教育長  平成28年教育委員会第11回定例会の会議録について、事前に

配布してありますがいかがでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

嘉瀬教育長  異議が無いようなので、平成28年教育委員会第11回定例会の

会議録は承認いたします。 

                                      

   ◎日程第３ 教育長報告 

嘉瀬教育長  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。11月17日から12月21日、

本日までの報告となります。主だったものをご説明いたします。

よろしくお願いいたします。 

 11月17日ですが、平成28年度職員採用試験の最終面接がござ

いました。これにつきましては、18日も終日面接を行っており

ます。17日ですが、第２回の管内教育委員会教育長会議が東上

総教育事務所で行われました。今年度の訪問の報告等がござい

ました。また、会議終了後、教育長・教育事務所情報交換会と

いうことで開催されております。 

 11月19日、第30回「やまもも祭」、これは東金特別支援学校

で行われました文化祭でございます。さまざまな出展で大勢の

お客様が見えておりました。その後、午後ですが、「みんなで

歌おうスペシャルコンサート」がさんぶの森文化ホールで行わ

れました。これも手をつなぐ親の会等の方が主に行っているも

のでございます。 

 11月22日、当初予算部内ヒアリングとございますが、これは

24日、25日、30日も各課からの説明を分けて受けております。

平成29年度分でございます。同日、庁内調整会議とありますが、
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これは議会の対応についての打ち合わせでございます。 

 11月25日、行政改革推進本部会議が開催されました。 

 11月26日、第33回近隣小学校駅伝大会、これは毎年行われて

いますライオンズクラブが主催で、坂田池公園で行われている

ものでございます。山武市からもたくさんの小学校が出場して

おります。 

 11月27日、第11回さんむロードレース大会、これは後ほど結

果報告があると思いますので、お聞きいただきたいと思います。 

 11月29日、議会の開会日でございます。この日から第４回定

例会が開会されております。その日ですが、東上総教育事務所

の市東次長が来庁しております。 

 12月１日、山武市教育支援委員会議、これは特別支援の子ど

もたちについて、今後どうするかの協議でございます。 

 12月６日、議会一般質問。これは７日と２日続けてですが、

教育部に関することについては、統廃合、成東総合運動公園陸

上競技場の改修といったものが主なものになります。これにつ

きましても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。 

 12月８日、東上総教育事務所教育長面談、東上総教育事務所

で行われました。これは次年度へ向けての山武市の現状の報告、

それから来年度管理職への要望等でございます。今後、何回か

に渡り会議が設けられます。 

 同じく８日ですが、総合型地域スポーツクラブ創設支援ミニ

集会、豊岡小学校の体育館で開催されました。このミニ集会も

最近は毎年開催されておりますが、山武市でも総合型のスポー

ツクラブを創設しようということで進められているものです。

今回、豊岡地区で豊岡小学校の統合にあわせて地域でみんなが

集まれる場づくりをしてはということで、今設立に向けて動い

ていただいております。 

 12月９日、文教厚生常任委員会、文教厚生常任委員協議会と

いうことで、午前中に常任委員会、これは主に12月補正に関す

ることでございます。常任委員会終了後、陸上競技場の視察と

いうことで、東金市、浦安市の総合運動公園を見てまいりまし

た。東金市は全天候型トラックに天然芝、浦安市は同じく全天

候型トラックと、中が人工芝です。天然芝と人工芝の違い等を

議員とともに見てきております。 

 12月10日、山武市シニアバレーボール大会、さんぶの森中央



－5－ 

体育館です。この日は、市長、それから体育協会会長もお見え

になりまして、話の中で、バレーボールをする前の準備運動の

代わりにダンスをやったらどうか、または、ストレッチを兼ね

たダンスを行ったらどうかと言う話が出ています。山武市のオ

リジナルダンスをつくって公民館等でダンス振興を行っている

関係から、どんどん話が広がってきているのかなというふうに

感じています。 

 12月12日、校長会議が開かれました。 

 12月13日、第１回スポーツ推進審議会・懇親会が開催されま

した。 

 12月14日、教育委員会事前打ち合わせ、これは本日の議題に

ついてでございます。市長表彰、これは市の善行表彰というこ

とで、当日は、「箕篩（みぶるい）」、箕の中に穴があいてい

る物ですが、そこに蓋がついており、手箕としても使えるし、

その蓋になっているちり取りを外すと、ごみを集めたときに、

中に入った小石とか砂を振り落として、ごみの葉っぱだけ捨て

られる物を市内の小中学校に寄附をいただきました、山武市松

ヶ谷の鈴木良通さんを表彰しております。また、当日は欠席で

したが、金澤翔子さん、オリンピック関係の木札に揮毫をいた

だいた関係で、今回同じく表彰対象となっております。 

 それから、図書館協議会、12月14日にのぎくプラザで開催さ

れました。今回の図書館協議会では、山武市子どもの読書活動

推進計画というものの案をお示しして、委員の皆さんにご協議

をいただきました。これは議会からも山武市はつくらないのか

ということで出されていたものです。国・県では第３次の推進

計画が出されておりまして、それをもとに山武市版をつくった

ものでございます。 

 12月15日、議会の最終日、閉会でございます。全ての議案が

可決承認されました。終了後に議会との意見交換会もございま

した。 

 12月19日、蓮沼タワー起工式とありますが、（仮称）蓮沼交

流センターの安全祈願祭ということで五所神社の朝日宮司がお

いでになっておりました。施工は畔蒜工務店さんです。 

 12月20日、庁議。それから、東上総教育事務所校長会懇談会

ということです。事務所の山武地区の先生方と山武市内の校長

先生方との意見交換会がございました。非常にいろいろな意見

交換ができて有意義な時間が過ごせたと思っております。 
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 12月21日、本日ですが、午前中に文教厚生常任委員協議会と

いうことで、来年度の当初予算についての質疑がございました。 

 最後、この定例会でございます。 

 私の説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 何かご質問等ございますでしょうか。よろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

                                      

嘉瀬教育長  それでは、議事に入ります。 

 本日の議題ですが、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」と報告第２号「市内小学校生徒指導に関す

る事案について」、これらは氏名等の内容が含まれておりまし

て、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。 

 また、協議第２号「平成29年度当初予算（案）の概要につい

て」は議会に提出前でありますため、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） 

嘉瀬教育長  挙手全員。よって、協議第１号、協議第２号及び報告第２号

は秘密会とします。 

それでは、ここから秘密会といたします。 

                                      

   ◎日程第４ 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） 

嘉瀬教育長  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」を

議題とします。提案理由を指導室長から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２世帯４名について認定。 

                                      

   ○協議第２号 

（協議第２号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 
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嘉瀬教育長  協議第２号「平成29年度当初予算（案）の概要について」を議

題とします。それでは各所属長から説明をお願いします。 

 

※資料に基づき、各所属長より平成29年度当初予算（案）の概要を所属別に説明。 

 

※審議結果 原案のとおり了承。 

 

嘉瀬教育長    それでは、ここで秘密会を解きます。 

                                      

◎日程第５ 報告事項 

○報告第１号 

嘉瀬教育長  報告第１号「山武市議会第４回定例会の報告について」、事

務局、部長からよろしくお願いします。 

 

教育部長  資料３ページをお開きください。３ページが第４回定例会会

期表になります。11月29日から開会しまして、一般質問が６日、

７日、そして15日が閉会という形で進んでまいりました。一般

質問の内容についてご説明させていただきます。 

 一般質問ですが、７ページをお開きください。７ページが一

般質問の通告一覧となります。今回は９名の方の個人質問とい

う形で受けました。 

 内容でございますが、まず、９ページをお開きいただければ

と思います。並木幹男議員の教育行政について、主に小中学校

の統廃合関係のご質問でございました。その中で、③小規模校

の存続についてというご質問がありましたので、こちらから、

議員からは世界的には小規模校が主流になっている。あえて小

さくする必要がないのではないかというご質問をいただきまし

た。教育委員会としては、今後、社会を生きる子供たちにとっ

て望ましい教育環境としては、今までの受動的な授業からアク

ティブラーニングといった能動的な学習を行うことに主流が変

わってきている。多様な意見をもって議論を重ね、みずから身

につけるためには、やはりある程度の規模が必要だという回答

をさせてもらっています。 

 また、今後の計画の進め方について、特に蓮沼中学校につい

ては、今回の計画案では前期計画期間中を掲載してあります。
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教育委員会として、現在の蓮沼中の状況、今後の生徒推移を見

ると、早く結論を出して進めたいという考え方であり、状況を

皆さんに理解していただきながら進めていきたいという回答を

させてもらいました。 

 次に、今関恒議員です。10ページになります。今関議員から、

オリンピック・パラリンピックの推進についてということで、

今回の議会の中で一番の問題となったのは、やはり総合運動公

園の人工芝を含めた整備についてということになりました。 

 今関議員からは、なぜインフィールドを人工芝にかえるのに

当初の予算と同じ額でできるのかという質問をいただきました。

インフィールドを天然芝から人工芝に計画を変更したことによ

って、さらに詳細な積算を行い、やり投げやハンマー投げ、円

盤投げなどの投てき種目を削るなど、めり張りをつけた整備を

行うことで、当初の金額の範囲内でインフィールドを人工芝に

整備することが可能となったと答えさせてもらっています。 

 また、ランニングコストでございますが、トータルコストに

なりますが、インフィールドの芝面積は8,000平米、人工芝の張

りかけを15年と想定した場合、人工芝の場合ですが、総額２億

2,000万円となります。天然芝の場合は１億8,000万円と想定し

ます。なお、天然芝については補助金対象外ですので、全額の

１億8,000万円がそのままランニングコストになります。 

 一方、人工芝でございますが、15年の張りかえまでの維持費

を1,000万円と見込んで、２億2,000万円のうち２億1,000万円を

人工芝の整備、張りかえ費用と想定した場合、その２分の１が

国庫補助金で来ます。ここが大きい違いです。したがいまして、

人工芝の一般財源は１億1,500万円、ここでランニングコストが

逆転するようになってきます。このように考えた場合、一般財

源ベースで天然芝が１億8,000万円、人工芝が１億1,500万円と

なりますので、人工芝のほうがトータルコストとしては安くな

っていくというような説明をさせてもらっています。 

 続いて、同じく今関議員から、ここにはないんですが、津波

避難の質問がございました。防災対策のところです。津波避難

訓練ということで、10ページです。 

 先日朝、津波注意報が発生したケースがあり、その日の対応

について質問がございました。教育委員会としては、６時２分

の安心安全メールやテレビ等の情報から津波注意報の高さは

１メートルと想定しました。このことから自宅待機や遅らせの
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登校という判断は行いませんでした。沿岸部に位置する校長と

は素早く連絡をとりまして、子供の状況や学校施設、避難所の

状況、対応について確認を行っております。特に避難者の多い

学校については、教育委員会の職員を派遣し、学校の様子を確

認するとともに避難者への対応を行ったところでございます。 

 また、学校では登校の際に注意喚起や部活動の中止等、学校

メール配信等を使って行っております。さらに児童生徒の安全

確認のため、登校した児童生徒の確認、欠席している児童生徒

についての所在の確認を行ったところでございます。 

 なお、九十九里沿岸の市町村では、九十九里町のように１時

間遅らせて登校した学校もございました。ただ、うちの市につ

いては、先ほど申し上げましたように、こういうような状況で

したので、普段どおりの対応ということで学校と運営したとこ

ろでございます。 

 続いて、和田議員です。11ページになります。和田議員から

は、特に成東中学校の廃校問題についてご質問がありました。

成東中、成東東中については、35年度の統合を目指して検討を

進めていきたいと考えております。35年ということで時間的な

余裕は少しあるが、丁寧な説明に努め理解を得ていきたいとい

うような答弁をさせてもらっております。 

 続いて、石川議員です。13ページになります。石川議員も成

東総合運動公園に関する質問でございます。全体の整備概要は

どのようなものになるかというご質問でございましたが、先ほ

どスポーツ振興課長からも説明させていただきましたが、現在、

陸上競技場兼サッカー場の舗装の部分がサンド、インフィール

ドが天然芝となっておりますが、その部分を全天候型の舗装、

インフィールドを天然芝から人工芝に変えるという内容で整備

していきたいという答弁をさせてもらいました。 

 さらに、維持管理費です。年間幾らぐらい違うんだというご

質問でしたが、天然芝の場合、芝の種まきや根切り作業等で年

間750万円かかります。一方、人工芝の場合はほとんどメンテナ

ンスフリーで浦安市の視察の際にもほとんど経費がかからない

というような状況でした。このような答弁をさせていただいて

理解を得たところでございます。 

 続いて、本山議員です。15ページになります。本山議員は、

スリランカ国との交流について、現在行われている事業につい

て説明してほしいということで、教育委員会では、国際交流と
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しましてはニュージーランドの派遣事業に加えて、スリランカ

国との交流ということで、山武市の青少年派遣事業とスリラン

カ青少年招聘事業、２つの事業を行っています。その上で要望

事項ということで、先ほど申し上げましたように、スリランカ

青少年招聘事業、招いているほうですが、中学生２名を対象と

していますが、より効果を上げるため増員することを要望いた

しますという要望がございました。 

 最後です。市川議員になります。市川議員からは、四の食品

ロス削減についてというご質問でございました。①で学校給食

や食育環境教育などを通して啓発を進めてはどうかという質問

であります。学校ではどのような啓発活動を行っているかとい

うご質問でしたので、学校給食センターの栄養教諭３名を講師

とし、食べ物の持つ栄養の働きや偏食を減らす食育教育を行っ

ています。また、体験活動では小学校では野菜づくりや米づく

り、中学生では職場体験の中で食品関係の会社等で働く体験を

行っているというような答弁をさせてもらいました。 

 そして、さらに食に関する興味、関心が高まるよう学校教育

の中ではもちろんのこと、家庭教育学級においても開催内容の

さらなる充実を図って、家庭への啓発も進めていきたいという

答弁をさせてもらいました。 

 最後に、教育長から、市川議員の質問の中で、世界では４万

人以上餓死している事実を伝えることは、食育環境の一環とし

て必要ではないかという話がありましたので、教育長からは、

豊かな日本で暮らしている子供たちに対しては実感しづらい面

があると。その中で、スリランカで現地の状況を見てきた子供

たちは、日本の豊かさを改めて感じたと言っているというよう

答弁をさせてもらいました。新たなグローバルな視点から自分

なりの考えを持たせることが必要だというふうな説明をさせて

もらっております。 

 以上です。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございます。今、今回の一般質問の説明がございま

したが、何か質問等ございますでしょうか。 

 

小野﨑委員  石川議員の中日本航空専門学校の問題について、何か新しい答

弁はあったのでしょうか。今まで聞いている以外に何かあります

か。 
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教育部長  これについては企画政策課で答えさせてもらったんですが、特

に改めて変わったようなところはなかったと思います。 

 

嘉瀬教育長  特に新しいことはありませんが、やはりこれは跡地利用として

の話なので、教育委員会での統廃合がはっきりしなければ進めら

れるものではないということであります。蓮沼の説明会を来月開

く予定になっていますが、来年の夏ぐらいまでにはある程度こち

らの方針を示したいと考えています。 

 あとはよろしいですか。 

 それでは、次に報告第２号ですが、報告第２号につきましては、

秘密会となります。また、個人のプライバシーに関することにな

りますので、担当職員以外の方はご退席をお願いいたします。 

 

 （担当者以外の職員退席） 

                                      

○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） 

嘉瀬教育長  報告第２号「市内小学校生徒指導に関する事案について」、学

校教育課長から説明をお願いします。 

 

学校教育課長  資料に基づき、生徒指導に関する案件について説明。 

 

嘉瀬教育長  これで秘密会を解きます。この後、担当職員の入室を認め、再

開したいと思います。 

 

        （担当以外の職員入室） 

                                      

○報告第３号 

嘉瀬教育長  報告第３号「平成28年度卒業式・平成29年度入学式の対応につ

いて」、学校教育課長、よろしくお願いします。 

 

学校教育課長  それでは、18ページをご覧ください。今年度の卒業式、小学校

が13校、全て17日に行われます。中学校につきましては10日、松

尾中のみ11日土曜日でございます。 

 なお、幼稚園、こども園につきましては、なるとうこども園が

18日、その他のところは15日ということで計画をされております。



－12－ 

もし今の段階でご参加してくださる委員の皆様が、わかれば教え

ていただければと思います。 

 以上でございます。 

 

嘉瀬教育長  それでは、卒業式の参加について、お一人ずつご希望を、よろ

しくお願いします。 

 

※各委員の話し合いにより各園、各学校の出席予定者を次のとおり決定。 

【小学校卒業式】 

・３月17日 成東小：教育長 大富小：スポーツ振興課長 南郷小：市長・上川

主幹 緑海小：教育部長 鳴浜小：田村指導主事 日向小：高柳委

員 睦岡小：織本室長 山武北小：今関委員 山武西小：副市長・

井上課長 蓮沼小：中村主幹 豊岡小：小野﨑委員 大平小：教育

総務課長 松尾小：五木田委員 

 

【中学校卒業式】 

・３月10日 成東中：今関委員 成東東中：教育長 山武中：市長・教育部長 

山武南中：髙柳委員 蓮沼中：五木田委員 

・３月11日 松尾中：副市長・小野﨑委員 

 

【幼稚園・こども園卒園式】 

・３月15日 日向幼稚園：今関委員 しらはたこども園：教育長 まつおこど

も園：髙柳委員 おおひらこども園：五木田委員 

・３月18日 なるとうこども園：小野﨑委員 

 

 

学校教育課長  ありがとうございます。卒業式につきましては、次回の定例会

でお名前を入れさせていただきたいと思います。 

 なお、次回には少し早いのですが、入学式についてもまたお話

をお聞かせ願えればと思いますので、よろしくお願いします。 

 私からは以上です。よろしくお願いします。 

 

嘉瀬教育長  皆さん、よろしくお願いいたします。 

                                      

○報告第４号 

嘉瀬教育長  続いて、報告第４号「通学路合同点検推進状況について」、こ

れは指導室長からお願いします。 
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指導室長  それでは、報告第４号「通学路合同点検推進状況について」で

ありまして、資料は19ページからになります。 

 以前に報告しておりますが、７月29日に行われた通学路合同点

検につきまして、11月11日に同じメンバーで通学路の安全推進会

議を実施いたしました。主に進捗状況の確認が中心で、それをま

とめたものが19ページから21ページにあります。ご覧いただけれ

ばと思います。 

 また、別にＡ３でカラー刷りしてある分ですが、地図のほう、

前回見づらいというご指摘がありまして、修正させていただいて

おります。地図ございますでしょうか。この地図の番号と資料に

ある地図の番号が同じということになります。その部分、何番の

部分についての資料ということになりますので、そのようにご覧

いただければというふうに思います。地図は２枚ありまして、も

う１枚、下のほうは松尾小学校周辺を重点的に拡大した部分、そ

ちらにかなりの件数があったということで、そこは拡大してあり

ます。 

 内容としては、標識、看板や街灯の設置、土砂撤去、除草、路

面標示等につきましては、今年度中に対応していただく予定であ

ります。ただ、ＪＲが関係している部分や私有地で買収が必要な

もの、そういうものにつきましては時間がかかるということで現

状維持となっております。１月下旬に最終の進捗状況の確認を行

い、その後、ホームページで公表する予定であります。 

 また、道路の拡張ということで、成東駅から五郎神社までの部

分でありますが、資料21ページの32の部分となります。それを追

加で点検を行っております。来年度は旧山武町の地区が重点的な

道路点検となりますが、緊急性の高い箇所については、もちろん

随時対応していくというふうに考えております。 

 報告につきましては以上であります。 

 

嘉瀬教育長  よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第５号 

嘉瀬教育長  続いて、報告第５号「第65回左千夫短歌大会について」、生涯

学習課長、お願いします。 
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生涯学習課長  報告第５号「第65回左千夫短歌大会について」、ご報告させて

いただきます。資料の22ページからになります。 

 大会の期日は、次のページの23ページの４番目に日程が載って

おります。平成29年１月22日（日曜日）10時から15時30分で、会

場は成東文化会館のぎくプラザホールです。 

 今回、短歌大会への募集状況については、24ページをご覧くだ

さい。一般の部154人、小学生の部1,261人、中学生の部1,464人、

高校生の部1,311人で、合計いたしまして4,190人となっておりま

す。昨年度が4,035人でしたので、155人の増加となりました。要

因といたしましては、中学生からの応募が増えたことが要因と考

えられます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございました。左千夫短歌大会についていかがでし

ょう。 

 昨年よりも多く集まっているということですね。 

 よろしければ、次に移ります。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第６号 

嘉瀬教育長  報告第６号「第11回さんむロードレース大会の結果について」

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６号です。「第11回さんむロードレース大会の結果につ

いて」ということでございます。25ページをご覧いただければと

思います。横長の表になっております。表の左側から行きますと、

部門、それから第11回大会申込者数Ａ、第10回大会申込者数Ｂ、

第11回大会参加者数Ｃ、第10回大会参加者数Ｄという形です。右

側に増減という形で申込者数Ａ－Ｂ、参加者数Ｃ－Ｄという、そ

れぞれの結果を記載してございます。 

 今回は結果ということですので、参加者という形に絞らせてい

ただければと思います。右側ですが、まず、上の段で、１は小学

生高学年の部になります。こちらが増減で７人の増です。パーセ

ンテージで言いますと2.6％の増。その下です。２キロ、小学生

低学年です。こちらは９人の減、5.8％の減という形です。その
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下が２キロ、これはペアの部です。こちらは増減なしという形で

す。それから、3.5キロです。こちらは中学生の男子、女子にな

ります。23人の減、11.4％の減という形です。それから、その下

です。10キロ、こちらは成人の高校生以上という形になります。

これは男子、女子、それぞれあります。こちらが256人の減、パ

ーセンテージで言いますと28％の減という形です。それから、一

番下になります。こちらは５キロになります。高校生以上で男子、

女子になります。こちらが70人の減、パーセンテージのほうが

25.8％の減という形です。トータルで351人の減、19.1％の減と

いう形です。当日雨が降りまして、出足が鈍かったという形もご

ざいまして、減っていると思います。 

 一番下に参加者率という形です。こちらは申込者数分の参加者

という形で、82.1％という形でございます。ちなみに、昨年度で

すが、こちらは86.2％です。4.1％の減という形ですので、参加

者率につきましては、当日の雨が原因しているかなと。それと全

体的に人数、申込者数も減っております。こちらは具体的な要因

というのは検索しているわけではないですが、アクアラインマラ

ソンがありましたので、どうしても全部の大会に皆さん出るとい

うことではないので、自分の好きな大会、出たい大会に的を絞っ

ているということで、うちのほうの大会へというのもある。 

 ちなみに、成田市でもロードレース大会がありましたが、やは

り人数が減っているということをお聞きしていますので、大会と

しても、この時期重なるということで減ってきているのかなとい

うふうに思います。 

 それから、26ページ以降29ページまで、各部門の上位６名のタ

イム等を記載してございます。その中で、黒く太枠にしてござい

ます。例えば26ページの一番上ですが、小学校高学年、順位で

３番目の子、鈴木君ですが、こちらは太く黒い枠で囲ってござい

ます。これ、各ページ、山武市の方を太枠で囲ってございます。

参考までに見ていただければと思います。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございました。ロードレース大会について、質問等

ありますか。 

 参加者数が対前年比で毎回出てくるんですが、継続して、例え

ば１回目からどういう動きになっているか、そういうデータはあ

りますか。 
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スポーツ振興課長 確認していませんが、当然資料を残していますので、前年度の

対比は全部とっています。 

 

嘉瀬教育長  どういう動きになっているのかまとめてもらえますか。 

 

スポーツ振興課長 わかりました。 

 

五木田委員  開催日はずっと11月の第３日曜日で固定ですか。 

 

スポーツ振興課長 固定ということで行っております。 

 市の行事も我々だけではなくて、いろいろな部署で行っており

まして、当然それとブッキングしないようにということで固定化

ということで行っています。 

 

嘉瀬教育長  よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第７号 

嘉瀬教育長  それでは、続いて報告第７号「平成29年度社会教育施設及び社

会体育施設の開館日について」、各所属長からお願いしたいと思

います。まず、松尾公民館長から全体の説明をお願いいたします。 

 

松尾公民館長  報告第７号、私のほうで、松尾公民館は従来、条例どおりの開

館、休館していたそうですが、松尾高校の公営塾、あとダンス振

興事業という形で事業を行ってまいりましたところ、火曜日から

金曜日までの利用が非常に多くなっております。それで部内政策

会議でご提案させていただいて、どういうタイミングで開館日、

臨時開館、臨時休館を決定したらいいかということで提案させて

いただいて、今回の報告ということになりました。 

 次年度以降、毎年どこかの時点で臨時開館、臨時休館している

ようですので、私からまず最初に、理由を述べさせていただきま

す。 

 Ａ３の資料、１ページ目、こちらはＡ４、２枚の形になってお

りますが、臨時開館及び休館の理由、それと参考までに祝日の一

覧を載せております。２ページ目、３ページ目、４ページ目、

５ページ目はそれぞれの施設のカレンダーとなっています。６ペ



－17－ 

ージ目には休館日等に関する条例。条文のところを抜粋してあり

ます。 

 まず、松尾公民館、農村環境改善センターですが、今申し上げ

ました、松尾高校生対象の公営塾を「下校時に寄り、勉強する場

所」として運営していること、また、キッズダンスサークル、現

在８団体立ち上がっております。全てが火曜日から金曜日の夕方

に定期利用していることなど、その他、一般のサークルの方もそ

うですが、火曜日から金曜日といいますか、月曜日以外の曜日に

集中しておりますので、利用者へのサービス向上のため、月曜日

以外の平日休館日を臨時開館とします。 

 また、祝日に当たる月曜日ですけれど、条例では開館すること

になっておりますが、開館しても利用者がほとんどおりません。

それでも職員は配置しなければいけませんので、そういうことで

事務の効率化を図るため、こちらを臨時休館とします。条例どお

りの開館と比べまして、年間で、平成29年度でいきますと、15日

の増加です。月にしますと１日程度で、そんなに負担なく行って

いけるのかなということで、29年度は試行で月曜日だけ休み、年

末年始休みということでカレンダーを作成させていただきました。

それ以降は、成東中央公民館、資料の順番で説明をさせていただ

きます。 

 私からは以上です。 

 

成東中央公民館長 成東中央公民館です。成東中央公民館は、平成29年度の臨時開

館を４日予定しております。５月２日、５月９日から11日までの

４日間、この黄色い部分。理由といたしましては、来年度予定し

ております講座の講師の都合がどうしてもこの日でないと都合が

つかないということで、この日に開館させていただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

 

嘉瀬教育長  続けて、図書館。 

 

図書館長  図書館からご説明させていただきます。平成29年度臨時開館が

５月10日、19日、７月19日を予定しております。５月の連休に関

しましては、年末年始の休館日が３日以上続くような場合には、

利用者の利便性を考慮して臨時開館としております。それを理由

にして、５月は２日開館とします。それから、７月19日、これは
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夏休みを前にしまして、読書ラリーとか結構大きい事業がござい

まして、その準備のために開館といたします。 

 以上です。 

 

嘉瀬教育長  文化会館長。 

 

文化会館長  文化会館でございます。資料の３ページにカレンダーがありま

す。文化会館の平成29年度の休館日でございますが、赤枠の部分

を定めております。その中で５月のゴールデンウィークの５月

10日水曜日、５月11日木曜日、黄色い枠の部分につきまして臨時

開館をしたいと思ってございます。臨時開館を設ける理由といた

しまして、図書館と同じく年末年始を除きます休館日が連続して

３日以上続く場合には、文化会館といたしましては、利用者の利

便性や本庁との連絡調整を考慮いたしまして、臨時開館を設けて

いるということでございます。よろしくお願いいたします。 

 

嘉瀬教育長  生涯学習課長。 

 

生涯学習課長  続きまして、歴史民俗資料館と松尾藩資料館を説明させていた

だきます。資料は３ページになります。まず、歴史民俗資料館で

ございますが、休館日につきましては、条例どおり月曜日になっ

ております。９月と３月でございますが、そちらに臨時休館日を

設けてあります。これは展示のために設けた日でございます。そ

して、松尾藩資料館でございますが、こちらは松尾のＩＴ保健福

祉センター、先ほどの図書館でご説明があった日にちと同じ説明

になりますが、同様の休館日になっているところでございます。 

 以上です。 

 

嘉瀬教育長  スポーツ振興課長。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。４ページと５ページにわたっております。

４ページの蓮沼スポーツプラザ、それから成東総合運動公園、松

尾運動公園、白幡体育館、白幡スポーツ広場、それから５ページ

の蓮沼野球場という形でございます。蓮沼スポーツプラザですが、

休館日、こちらは条例どおりの休館日という形で、特に臨時休館、

臨時開館はございません。 

 それから、成東総合運動公園、松尾運動公園、白幡体育館、蓮
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沼野球場です。こちらにつきまして、まず12月と１月、年末年始

については条例どおりの休館日という形でございます。全体を見

ますと、緑で色がついているかと思います。こちらは事務所がご

ざいまして、事務所が休みになります。そのときに限って屋外の

スポーツ、例えば成東総合運動公園であれば野球場ですとか、テ

ニスコートですとか、そういった類いですが、そちらにつきまし

ては、スポーツ振興課に鍵を取りに来ていただいて返していただ

くという条件のもとで、そういう屋外について開放しているとい

う状況でございます。当然屋外、蓮沼についても同じという形で

ございます。 

 以上です。 

 

嘉瀬教育長  今、説明をいただきましたとおりの29年度の休館予定でござい

ますが、何か質問等ありますでしょうか。よろしいですか。 

                                      

○報告第８号 

嘉瀬教育長  それでは、続いて報告第８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、30ページをご覧ください。報告第８号「行事の共

催・後援について」、11月１日から11月30日分でございます。行

事の共催はありませんでした。後援について２件、承認をいたし

ております。申請書等については31ページから34ページに添付を

してございますので、ご確認よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございます。後援２件でございます。資料の確認を

お願いいたします。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第９号 

嘉瀬教育長  それでは、続いて報告第９号「１月の行事予定について」、報

告をお願いいたします。各所属長から。 

 

教育総務課長  教育総務課です。１月18日水曜日です。１時15分から学校のあ

り方検討委員会がございます。実施計画（案）についてのご説明
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をさせていただきます。続いて、３時30分から教育委員会第１回

の定例会を開催いたします。 

 それと24日火曜日です。千葉県市町村教育委員会連絡協議会第

２回教育長・教育委員会研修会、１時30分から３時30分まで茂原

市民会館で開催されます。出席よろしくお願いいたします。 

 １月９日、基本計画に関する説明会ということで、蓮沼地域の

八区区民館で10時に開催されますが、それ以降、２月４日まで日

程が決まっております。蓮沼地区の説明会ということで、別添の

資料１枚をつけさせていただいております。蓮沼地域については、

10月28日、各区長に基本計画に関する説明会というものを開催い

たしました。その後、各地区に区単位で説明会を開催させていた

だきます。地区については14地区ありますが、こちらの日程表の

５番ですが、十二区、上谷、川面、殿台、この４地区が合同で開

催をしていただけるということで、11回の説明会を行います。期

間が短いなか申しわけございませんが、委員の皆様も出席できる

ところには出席していただきたいなと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

 

嘉瀬教育長  学校教育課、お願いします。 

 

学校教育課長  学校教育課でございます。10日、教育長・校長面接が行われる

予定でございます。17日、小中学校の校長会議。23日、所長・教

育長・校長面接、この10日と23日の面接については新児童にかか

わる内容でございます。 

 学校教育課からは以上です。 

 

嘉瀬教育長  生涯学習課長。 

 

生涯学習課長   生涯学習課からは２つの行事について説明させていただきます。 

 まず、１月８日日曜日でございます。平成29年山武市成人式で

ございます。のぎくプラザホールで、午前中が山武地区と松尾地

区、11時から式典。成東地区・蓮沼地区は午後２時30分からとな

ります。 

 もう１点でございますが、１月22日月曜日、こちらは第65回左

千夫短歌大会が10時から15時30分、のぎくプラザホールで開催さ

れます。 
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 以上でございます。 

 

嘉瀬教育長  スポーツ振興課長。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課からは２点につきましてご説明をいたします。 

 まず、１月22日日曜日です。第10回山武市民駅伝競走大会にな

ります。午前８時から11時50分、さんぶの森交流センターあらら

ぎ館で開催をいたします。 

 それから、１月29日日曜日です。ボッチャ体験交流会、こちら

を午後からですが、13時から16時までという形になります。蓮沼

スポーツプラザで開催を予定しております。 

 以上でございます。 

 

嘉瀬教育長  文化会館長。 

 

文化会館長  文化会館です。７日の土曜日にさんぶの森ふれあいコンサート

を午後２時よりさんぶの森で開催する予定でございます。14日の

土曜日９時からはジュニアウインズ。また午後６時からは第17回

のぎく名画座を視聴覚室で上映する予定でございます。 

 あと20日の金曜日、サロンコンサートを午後７時より文化会館

エントランスホールで実施する予定です。28日土曜日、ミュージ

カルレッスンを行う予定でございます。 

 文化会館からは以上でございます。 

 

成東中央公民館長 成東中央公民館は特にございません。 

 

嘉瀬教育長  松尾公民館。 

 

松尾公民館長  松尾公民館を会場にいたしまして行われる事業１件を報告いた

します。１月21日土曜日、企画政策課が主管でございますが、エ

ンジョイダンスワークショップがございます。前回10月に参りま

したＴＲＦのＳＡＭさんをお迎えしまして、非常に盛況に行われ

ました。今回もシニアの部の申し込みはかなり多いですが、今度

中高生、２年以上のダンス経験のある中高生ということで、なか

なか募集が難航しているようでございますので、委員でもどなた

か、中高生のダンスをやる方がいましたら、ご紹介いただければ

と思います。 
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 以上でございます。 

 

嘉瀬教育長  子育て支援課長。 

 

子育て支援課長  子育て支援課です。20日金曜日にこども園、幼稚園の園長・副

園長会議を予定しております。 

 以上です。 

 

嘉瀬教育長  以上でよろしいでしょうか。 

 それでは、１月ですが、報告があったとおりです。この中で出

席をしていただくのは成人式、それから18日のあり方検討委員会、

定例会。あとは24日の研修会。あとボッチャ交流会も出られたら

見ていただければと思いますが、そのほかに蓮沼地区の説明会が

11回計画されているということで、大変出る機会が多くなります

が、ぜひよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

                                      

○その他 

嘉瀬教育長  それでは、報告が第９号まで終わりました。その他で報告すべ

き事項はございますでしょうか。指導室長。 

 

指導室長  私は、別添であります教育委員会ジャーナルについて、簡単に

ご報告させていただきます。 

 １、「市制10周年記念式典」で、この日に山武市の小中学校オ

リジナルダンスのお披露目。式典の後のアトラクションで、出演

はむつみのおか幼稚園の園児、それから成東小学校のバトン部の

児童、それと松尾高等学校のダンス部の生徒に踊っていただきま

した。続いて、山武南中吹奏楽部によるマーチグ演奏が行われ、

いずれも好評のうちに終了いたしました。 

 ２番目の近隣小学校ライオンズ駅伝、11月26日ですが、結果に

つきまして、５年生の部、成東小学校が第３位、６年生の部で山

武北小学校が準優勝、山武西小学校が第３位という結果になりま

した。 

 ３番につきましては、先ほどお話があったので、ロードレース

大会については省略させていただきます。 

 ４番、英語検定に関係する結果ということで、10月７日に第

２回の英語検定が行われ、二次面接が11月５日に行われて、その

結果となります。総受検者数が638名、合格者数166名で、合格率
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は26％でありました。各級の詳細につきましては、表のとおりで

あります。 

 その下に書いてある第３回の英語検定は来年の１月20日、それ

から21日という予定でありますが、学校での対応が可能になりま

したので、必要に応じて、教育委員会主催で行うと予定していた

21日につきましては中止となりました。訂正をお願いいたします。 

 ５番につきましては後ほど。 

 ６番、教育情報ということで、2015年のＴＩＭＳＳの結果公表

で、日本は小中学生ともに全教科で平均得点が前回を上回り、過

去最高となりました。しかし、その後、ＰＩＳＡというまた別の

調査があったんですが、この後で報告がありまして、そちらでは

応用力は向上したが、読解力は下がるということが載っておりま

した。 

 教育情報の２枚続いている部分があるかと思います。教育情報

で２学期分について取りまとめをいたしました。裏へ行きますと、

２学期、12月９日までの部分をまとめたものが最後に載せてあり

ます。生徒指導が４件、保護者対応15件、児童生徒のけが５件、

危機管理12件、職員の事故５件、不審者対応３件、児童生徒対応

ということで熱中症１、てんかん１、学校対応１、いじめメール

が１件、総件数48件でありました。それで、対応の多い保護者対

応については31％、危機管理25％、その両者で半分以上を占めた、

そういう状況になっております。 

 最後ですが、教育ジャーナルⅡ、裏側になります。前回からＩ

ＣＴ機器を活用している状況について、載せております。今回は

11月10日に蓮沼小で行われました山武教育研究会での授業提案、

これについて載せました。授業者は川口校長先生で、「挨拶につ

いて考えよう」という題材で、知識構成型のジグソー法。流れは

①から③、写真の関係で、本来は大体５段階ぐらいに流れがある

そうですが、それで、私もよくわからなかったので調べました。

知識構成型ジグソー法というのは、自分の言葉で説明したり、他

人の説明に耳を傾けたり、わかろうとして自分の考えを変えたり、

そういう一連の活動を繰り返すことで考え方や学び方を学ぶ。で

すから、人数が余り少ないと、グループで行ったりする部分もあ

るかとは思いますが、タブレットを活用して多分自分の考えをそ

こに入れていったり、そういう中で話し合いをして、自分じゃな

いほかの人の意見を聞いて、自分の考えをまとめていく。そうい

うことを繰り返していくということ、そういうことで学び方を学
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んでいく。そういう学習内容であります。 

 私からの報告は以上です。 

 

嘉瀬教育長  ほかにいかがですか。 

 

学校教育課長   それでは、感染性胃腸炎の状況でございます。市内の小中学校、

Ａ４、１枚横であると思います。12月２日に松尾小学校の２年生

が大変多く感染症にかかったということで学級閉鎖等が行われま

した。その後、市内の小中学校で、成東小学校が大変多く発生し

まして、15日の状況を見ていただきますと５年生、６年生、この

前に実は３年生の１クラスが学級閉鎖を行っております。市内全

体の様子、今日の状況ですが、21日ということで、ゼロの学校も

ありますが、多いところで６名というような数が出ております。 

 なお、明日で学校が終わりますが、こども園、幼稚園にも兄弟

でという部分もあるようです。教育委員会としては、全保護者宛

てに注意喚起の文書を渡させていただいております。 

 私からは以上です。よろしくお願いします。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございます。ほかに報告はありませんか。よろしい

ですか。どうぞ。 

 

小野﨑委員  指導室長のお話の保護者対応の苦情で、10月７日の子どもが学

校でいじめを受けているとか、その下の小学校で子どもがいじめ

を受けているとかとあるのですが、それ以降改善というのか、大

丈夫なのかなと心配します。 

 

指導室長  10月11日の部分ですが、これは保護者や、子供たちも含めて話

し合いを持ったり、実際事実の部分については謝罪を、相手方の

お子さん、保護者も含めて話し合う、そういう形での対応を学校

が間に入ったりしながら行って、そちらについては改善というか、

対応をしております。その後も何かトラブルになっているという

報告は受けておりません。 

 

学校教育課長  ここに書かせていただいたのは、直接教育委員会に報告があっ

た部分が主なものでございます。事実確認ということで、早速学

校に連絡をとらせていただいて、素早い対応をしているというよ

うなところでございます。今、室長からありましたように、被害
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者、加害者の部分、それから話し合い、謝罪等というようなとこ

ろで今進めているという状況で、これについては今大きな部分に

なってしまっているところはございません。 

 

嘉瀬教育長  ほかに何か。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

嘉瀬教育長  報告、ほかにはありませんか。ありませんね。 

 それでは、これで全ての報告が終わりました。 

 以上で教育委員会第12回定例会を終了いたします。お疲れさま

でした。 

                                      

   ◎閉 会  午後４時45分 
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