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平成28年山武市教育委員会第11回定例会会議録 

 

日  時  平成28年11月16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  議決事項 

議案第１号 市議会定例会提出議案（平成28年山武市一般会計補正

予算（第５号））に同意することについて 

       

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 校務支援システムの運用状況について 

報告第２号 山武郡市小学校球技大会結果について 

報告第３号 行事の共催・後援について 

報告第４号 11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 

学校教育課主幹        上川 和弘 

学校教育主任主事       須郷 泰治 

生涯学習課長         越川 正 
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スポーツ振興課長       所田 吉泰 

図書館長           八角 節 

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  ただいまから、平成28年教育委員会第11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 

嘉瀬教育長  会議録署名人の指名を行います。髙柳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10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。 

 

（「はい」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10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  報告させていただきます。 

 資料の１ページ目をご覧ください。10月27日から11月16日、

本日までの内容でございます。主立ったものの説明をさせてい

ただきます。 

 まず、10月27日ですが、第39回山武郡市特別支援教育振興ス

ポーツ大会が東金アリーナで開催されました。これは、各校の

特別支援にいるお子さんたちが集まってのスポーツ大会でござ

います。市長も出席をして、挨拶をいただきました。 

 10月28日、保育参観ですが、しらはたこども園を訪問いたし

ました。これは、今日、皆さんに行っていただいたのと同じよ

うに、指導案をもとにした保育であるため、視察をしておりま

す。 

 同じく28日、蓮沼地区区長会説明会ですが、規模適正化・適

正配置基本計画について、蓮沼地区の区長方に蓮沼スポーツプ

ラザにお集まりいただき、説明会を開催したものでございます。 

 10月29日、山武郡市小学校球技大会、東金アリーナでの開催

です。ミニバスケットボール、サッカーの２種目でございます。

ミニバスが東金アリーナでありまして、そちらの開会式等に出

させていただきました。 

 11月１日、山武市小中学校音楽発表会、さんぶの森中央体育
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館で開催されました。今回は、19校のうち17校が参加をしてお

ります。お聞きいただいた委員の皆様はどうもありがとうござ

いました。 

 その後ですが、組織・人事の部内ヒアリングということで、

これは３回行われております。１日、２日、４日に分けてヒア

リングが行われました。 

 山武地区教育委員会連絡協議会 功労者表彰・研修会という

ことで、１日、午後から委員の皆様にもご出席をいただいたも

のでございます。 

 11月２日、第15回のあいさつ運動、ＪＲ成東駅前で小中高校

の生徒たちとのあいさつ運動です。 

 教育長訪問、松尾小、豊岡小とございますが、これは１学期

から継続して行っております校長先生との面談でございます。

この日、全てが終了いたしました。 

 山武市ブロック体育公開研究会が午後からございまして、成

東中学校での開催です。今回は武道、剣道の授業の展開がされ

ておりました。 

 11月３日が山武市芸術文化祭芸能発表会、成東と山武で開催

されました。 

 11月４日、食虫植物群落保護検討委員会が教育委員会の会議

室で開催されまして、会議の後、現地視察ということで食虫植

物群落を見て回りました。 

 11月６日、野菊杯争奪少年サッカー大会が成東総合運動公園

で開催されました。今年は第29回ということで、大変長く続い

ている大会でございます。参加チームも多く、今回は県内外か

ら66チーム、そして、レディースが12チーム参加しました。 

 その日、ボールゲームフェスタＩＮ山武が、さんぶの森中央

体育館、ふれあい公園多目的広場で開催されました。これは、

午前中がボールであそぼう！という親子での競技、そして、午

後がキッズチャレンジ。備考欄にありますサッカー、バスケッ

ト、バレー、ホッケーの４種目をそれぞれ、みんな体験しても

らうというプログラムでございます。ここにチラシがあります

ので、後でご覧になっていただきたいと思います。 

 続いて、11月７日、高齢者叙勲伝達。瑞宝双光章ということ

で、勝田憲五郎先生に教育委員会においでいただきまして、伝

達を行いました。 

 11月８日、校長会議。 
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 11月９日、保育参観。これは先ほどと同じで、なるとうこど

も園への訪問でございます。 

 11月10日、平成28年度職員採用試験の最終試験があり、保育

士の面接を行いました。 

 その後、叙勲伝達、先ほどの高齢者叙勲と同じですが、宇津

木健先生においでいただきました。同じく瑞宝双光章を受賞さ

れました。 

 11月11日、平成28年度職員採用試験最終試験の面接、この日

は、初級の一般職でございます。 

 午後、社会福祉大会がのぎくプラザホールで開催され、出席

しました。 

 11月12日、第16回みどりみふれあいまつり、緑海小学校での

イベントです。午前中に児童発表、午後から体験活動という内

容で開催されました。 

 11月13日、市制施行10周年記念式典がのぎくプラザホールで

開催されまして、アトラクションとして、山武市のオリジナル

ダンス、山武南中学校のマーチングバンドの披露がございまし

た。南中のマーチングバンドにつきましては、全国大会に出場

ということで、大変すばらしいものを見させていただきました。 

 11月14日が庁議、午前中がなんごうこども園の保育参観、そ

して、この定例会ということでございます。 

 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、議案第１号「市議会定例会提出議案（平

成28年度山武市一般会計補正予算（第５号））に同意すること

について」は、議会提出前であり、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恐れ

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） 
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嘉瀬教育長  よって、議案第１号、協議第１号は秘密会とします。 

                                      

   ◎日程第４ 議決事項 

○議案第１号 

（議案第１号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

嘉瀬教育長  議案第１号「市議会定例会提出議案（平成28年度山武市一般

会計補正予算（第５号））に同意することについて」を議題と

します。提案理由を各課長から説明をお願いします。 

 

※資料に基づき、補正予算要求部署（教育総務課、スポーツ振興課、図書館、子育

て支援課）から、補正予算の要求内容について説明。 

 

※審議結果 原案のとおり同意。 

                                      

◎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） 

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します。 

 

指導室長  資料に基づき、新規申請分（５世帯７名）について説明。 

 

※審査結果 新規５世帯７名について認定。 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第１号 

嘉瀬教育長  報告第１号「校務支援システムの運用状況について」、学校

教育課長からお願いいたします。 

 

学校教育課長  実際に教員が使用しているものと同様のシステム画面を表示

しながら、資料に沿って校務支援システムの各機能（各共有フ

ォルダ、児童生徒転出入、出欠、成績、保健、体力、日程、教

育計画、教職員）の概要とその利点、また現状の課題について

説明。 

 

嘉瀬教育長  説明があった中で何か聞いておきたいことはありますか。 
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五木田委員  教師の多忙化につながりませんか。 

 

学校教育課長  多忙化にはつながっていないです。特に校務システムでは月末

に丸を数える作業がない。それから、朝出席をとればすぐ反映さ

れるので、若干慣れはありますが、これを進めたことで多忙化に

はつながっていないと捉えています。 

 

小野﨑委員  入力したものを修正する場合には、先生本人で修正ができるの

かどうか。例えば教頭や校長の許可の上で修正するのかどうか。 

 成績も含め、出席・欠席を間違えたものは修正が誰でもできる

のかというのが１つです。 

 ２つ目は、学校ではバックアップしていないはずなので、バッ

クアップデータがどうなっているのか教えてほしい。 

 

学校教育課主幹  修正は、入力と同じようにその先生がします。例えば、通知表

が３、３、３、４だったものを、３、３、３ときてそのまま３と

入れてしまったら、それを４に直せば普通に直ります。 

 バックアップについては、例えば機械のサーバーが各学校に

１台置いてあるわけではなく、ＮＴＴのクラウド上に入っていま

す。そこでバックアップをとっています。学校の中に物理的なも

のはないです。 

 

学校教育課主任主事 ＮＴＴのクラウドのセンター自体も、関東と関西の１カ所ず

つあって、両方でバックアップをとっています。なので、大きな

災害があったときでも、どちらかは何とか生き残るだろうという

ことで、一応、分割してバックアップをとるようにしていて、

２台以上のサーバーが常にバックアップをとっているという体制

ではあります。 

 

嘉瀬教育長  先生方が逆に忙しくなってはいけないので、目的は先生方の事

務の軽減というところにありますから、そういった面で、入力と

か集計とかそういう作業は軽減されていると。ただ、最初に覚え

るまでが大変かもしれませんが、運用が始まれば皆さん楽になれ

ると。 

 使い始めて１年半、大分落ち着き、今回内容の説明をしていた

だいているところですが、まだまだ修正等については要望がある

ので、ソフトウエアの開発業者との協議はまだ続いているところ
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です。 

 

学校教育課長  先ほどの五木田委員の多忙感という部分は、３月に先生方に、

子供たちも含めてアンケートをとらせていただいております。毎

年アンケートをとっていきたいと思っていますが、その中では多

忙感というよりも、大変スムーズになったとか、もう少し何か加

えてほしいというご意見をいただいております。 

 

嘉瀬教育長  これを使うに当たって、待ち時間が長い、遅いといろいろ言わ

れているところがあります。例えば、成績処理で負荷がたくさん

かかるようなときは、現実的に少し遅くなっているようです。 

 それと、さっき画面を見てもらった中で、処理中画面で待たさ

れましたね。その後に「wait」と出ましたよね。どうもその

「wait」は端末で処理をしている時間らしいです。要するに、ク

ラウド上のデータを引っ張ってきたものをエクセルの表に展開し

ている部分だと思うんですが、端末で行っている処理が結構ある。

それが、先生方のパソコンの仕様が古いと、どうしても時間がか

かるらしいです。ですので、来年度に校務支援のパソコンの更新

が300台近くありますが、今すごく遅いところについてはその更

新によって多少緩和されるだろうと思っています。先生方がより

作業をしやすくなるためには、校務支援パソコンもある程度のス

ペックのものを入れていかないと、十分効果が発揮できないとい

うことになります。 

 また、パソコンは、一人一台、みんな持っています。トータル

的な無線ＬＡＮに関する部分についても当然調べてもらい、古い

設備もあるので、それはもう更新していかないと、技術がどんど

ん進歩していくので、追いついていかないところがあります。 

 

小野﨑委員  パソコンの相場もいろいろあり、ノートパソコンは２万円台か

ら上は十何万円台まであり、容量が違うと値段が違う。安ければ

良いとは言えない。 

 

嘉瀬教育長  そうですね。できるだけ先生方の使い勝手をよくしようという

ことで、来年度導入するパソコンについては、タブレット型とい

うか、ツーインワン型、ノートパソコンみたいにも使えるし、外

していけば教室でも使えるものにしたいと思っているんですが、

予算オーバーだと言われることがあります。ただ、今言っている
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ように安い機種もあると。どこまで使えるのかを検討してもらい

たい。 

 例えば、国内の有名メーカーのパソコンと世界市場に出回って

いるパソコンとではどうしたって、同スペックでも価格が違う。

今までの考え方は、どうしてもメンテナンスの面とかいろいろな

ことがあるので高い国産を永く使っていますが、もうそんな必要

はないと。安定性とか信頼性の面では特別劣っているということ

はないと思っているので、そこを今検討してもらっています。で

きるだけ使い勝手のいいものに変えていきたいと考えています。 

 

                                      

○報告第２号 

嘉瀬教育長  報告第２号「山武郡市小学校球技大会結果について」、報告を

お願いいたします。 

 

指導室長  それでは、資料７ページ、８ページをご覧ください。 

 10月29日の土曜日に行われました。場所は東金アリーナでサッ

カー、ミニバスケットボール。サッカーにつきましては近くにあ

る家徳グラウンドも一緒に使っております。 

 結果につきまして、優勝はミニバスケットボール、サッカーと

も東金市の東小学校でありました。 

 本市からは、サッカーに大富小、松尾小、ミニバスケットボー

ルに蓮沼小と緑海小が参加しました。蓮沼小のみが１回戦を勝ち

残り、準決勝を戦いましたが、城西小に惜敗し３位となりました。

県大会の結果は以上であります。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございます。蓮沼小学校は、ミニバスで１勝してい

る。３位に入ったということですね。 

 よろしいでしょうか。 

                                      

○報告第３号 

嘉瀬教育長  では、続いて報告第３号「行事の共催・後援について」、教育

総務課長からご報告をお願いいたします。 

 

教育総務課長  それでは、９ページをご覧ください。こちらは10月分の行事の

共催・後援についてです。行事の共催については、ございません

でした。 
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 後援については７件、９ページに書かれているとおりでござい

ます。いずれも基準どおりということで承認してございます。申

請については10ページから22ページまで添付してございますので、

確認をお願いいたします。 

 以上です。お願いします。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございます。 

 それでは、資料でご確認いただきたいと思います。 

 何か質問等はありますか。よろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

嘉瀬教育長  ないようですので、次に移ります。 

                                      

○報告第４号 

嘉瀬教育長  報告第４号「12月の行事予定について」、各所属長からの報告

をお願いいたします。 

 

教育総務課長  教育総務課からです。 

 12月21日、水曜日です。教育委員会第12回定例会が２時から行

われます。場所についてはこちらの会議室を予定しております。 

 以上、１点でございます。よろしくお願いします。 

 

嘉瀬教育長  続いてお願いします。 

 

学校教育課長  学校教育課でございます。何点かありますが、主なものを報告

させていただきます。 

 ８日、第１回目の教育長面接ということで、東上総教育事務所

の所長との面接が行われます。 

 ９日、市内小中学校の校長会を予定しております。先ほどから

話題になっておりました、今学期、22日が小中学校の終業式でご

ざいます。なお、今年度は９日まで休みということで、１月10日

が始業式の予定でございます。 

 以上です。 

 

生涯学習課長  生涯学習課は１点ございます。 

 12月３日、土曜日でございますが、山武地方社会教育委員連絡

協議会研修視察がございます。江戸東京たてもの園及び国立ハン



－11－ 

セン病資料館を視察する予定でございます。 

 以上です。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課ですが、12月は行事予定がございません。 

 

子育て支援課長  子育て支援課です。16日の金曜日になります。園長・副園長会

議を３時から始めていただく予定になります。よろしくお願いい

たします。 

 

嘉瀬教育長  それでは、12月の行事予定につきましては以上でございます。 

 その他の報告すべき事項等があればお願いしたいと思いますが、

何かございますでしょうか。 

 では指導室長、お願いします。 

 

指導室長  教育委員会ジャーナルについてであります。別紙をご覧いただ

ければと思います。 

 球技大会につきましては、先ほどの報告のとおりであります。 

 ２番、音楽発表会につきまして、さんぶの森中央体育館で11月

１日に行われまして、児童・生徒846名が今回参加をいたしまし

た。教育委員の皆さんには早朝より参加いただき、ありがとうご

ざいました。 

 ４番、学校情報についてですが、特に大きな事故やけが等の連

絡はありませんでしたが、10日、山武南中の２年生が、母親に怒

られたということで書き置きをして、家出ですかね、それで親か

ら連絡が来たということで、居合わせた職員が見回ったわけです

が、見つからず、警察に捜索願を出し、その後９時半過ぎに学校

の近くにいるところを警察が発見し、無事保護されました。 

 ５番目、教育関連情報ということで、11月２日に八街市で小学

校の登校時の交通事故が大きく取り上げられましたので、その記

事を載せました。最近、全国で登下校時の事故が、今日の新聞に

も載っていたかと思いますが、関連記事をそこに幾つか載せてあ

ります。県警本部からの発表では10月27日現在、死亡者は147人

で、前年比で13人増えて、今のところ全国ワースト２位。ワース

ト１位は愛知。千葉の次が北海道ですが、北海道はこの後、雪の

ためあまりこれ以上増えないということで、ワースト２位が決ま

ってしまったという状況であります。 

 裏面、教育委員会ジャーナルⅡということで、今月からですが、
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小川部長からのアドバイスで、ＩＣＴの活用について載せたらど

うだろうかということで、活用した授業テーマに特化して、記事

をこれから何回か載せていきたいと考えております。 

 今回は、先ほど教育長からも報告がありましたブロックの体育

公開研究会、成東中学校で剣道の授業が行われて、活用している

場面ということで、グループで練習する際に、２人が組んで、そ

の打ち合いで、自分の目当てで練習するというところを４人グル

ープのうちの１人が撮影して、それを撮影後集まり、ほかの生徒

もアドバイスをする、そういう共同的なグループ学習が展開され

ました。こういう活動がまず一つ、体育での授業を何回も、私も

ほかでも見せていただきますが、体育での授業、中学校ですとそ

の辺が、技術科はもちろんそうですが、まず最初に取り組める内

容と考えております。小学校は、やはりまず教科ということで、

担任がやれる部分が多いので、また次回も違う学校での活動を報

告していきたいと考えております。 

 私からは以上です。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございます。 

 

教育総務課長  それでは、10月26日ですが、教育委員と校長会の教育懇談会の

概要をお配りしてありますので、後で読んでいただければと思い

ます。 

 それと、もう一点です。10月28日、こちらは蓮沼地区の区長会

の皆様に集まっていただきまして、蓮沼スポーツプラザを会場に

午後７時から８時半まで説明会を行いました。こちら、規模適正

化、適正配置の基本計画ということで説明に行ってまいりました。

蓮沼地区の区長は全員で22名ですが、そのうちの14名の方に出席

していただきました。説明員としては、教育長、教育部長、学校

教育課長、指導室長、私と鈴木主査補でまいりました。 

 私からは、基本計画の案が成案になったこと、その一部を修正

した部分について概要版を用いて説明をいたしました。学校教育

課長からは、小中学校の説明会のときの資料に基づきまして、小

中学校の現状と課題、部活動の状況、教職員の配置等について説

明をした後、蓮沼中学校の現状ということで説明をいたしました。

そのときの概要については皆様にお配りしてあるとおりですので、

後で確認をお願いいたします。 

 以上２点です。 
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嘉瀬教育長  ありがとうございます。 

 今の蓮沼地区ですが、区長会、区長の皆さんに説明をしました

ので、今後蓮沼地区の各区、小さい単位でさらに説明会を実施し

ていきたいと考えているところです。より多くの方に説明を申し

上げ、理解を得ていくことで考えております。各区単位の説明会

におきまして、また委員さんの出席もぜひお願いしたいところも

ありますので、よろしくお願いします。 

 

教育総務課長  それでは、もう１点です。11月８日ですが、山武市民の会の方

がおいでになりました。この日は部長が不在でしたので、教育長

と私が対応いたしました。約１時間、教育長室でお話をしました。 

 大きく２つ要望がございました。１つ目は、教育委員会の傍聴

規則の中で、傍聴できるのは30分前から10分前までの受け付け時

間になっておりますが、山武市議会の中では時間の制限がありま

せんので、そのように傍聴規則を改正していただいて、いつでも

傍聴できるようにしてもらえないかということで、１点要望があ

りました。 

 それと、山武市民の会が、集まる機会に、統廃合の説明を行っ

ていただきたいという２点の要望をいただいております。 

 以上でございます。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございます。 

 これについても補足させていただきますが、傍聴規則について、

この規則はあらかじめ定められたものに沿って教育委員会として

は対応してきたところですが、今回こういった要望が上がったと

いうことがございますので、今後協議会等で一度皆さんのご意見

を伺いながら対応について話し合いを進めていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、市民の会での統廃合の説明に関してでございますが、

さきに説明があったように蓮沼地区への説明、区長への説明会の

後、区単位の説明を今後進めていくということで、今、計画して

いるところであります。そちらをなるべく早く進め、優先させて

もらいたいというお話をしてございます。ですので、すぐにとい

うことではありませんが、この市民の会の皆さんへの説明という

ことも今後計画していきたいと思いますので、その際にはご出席

をお願いします。以上です。 
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学校教育課長  報告させていただきます。 

 11月５日、６日に中学校、県の柔道新人戦が行われました。団

体戦で山武中学校が優勝と報告がございました。なお、小中体連

主催では、新人戦でありますので県大会が一番上の大会でござい

ますが、それぞれの県で優勝した者が全国大会にということで、

今年度、12月26日に福岡でその大会が行われ、参加させていただ

きたいとのことで、校長から話しがございました。旅費等も含め

て予備費の中から対応していきたいと考えております。 

 なお、山武中学校は２年生が４名、１年生が５名おり、２年生

４人と１年生１名で戦ってきたということで、決勝戦は桂中学校

と４対０だったということです。 

 これまで、個人で全国に行くのは結構ありましたが、団体で行

けたということなので、この後、市長への表敬訪問等も計画させ

ていただければと思います。 

 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。 

 今報告があったように、山武中学校が優勝したということで、

この全国大会、福岡でその大会があり、これに参加をしたいとい

うことで、予備費対応という形で、できるだけ子供たちには経験

をしてもらいたいと考えているところでございますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 それでは、報告は以上のようでございます。これで第11回の定

例会は終了とさせていただきます。お疲れさまでした。 

 

                                      

   ◎閉会  午後３時20分 
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