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平成28年山武市教育委員会第10回定例会会議録 

 

日  時  平成28年10月26日（水）午後2時00分 

場  所  山武市役所 本館３階 大会議室 

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 平成29年度山武市立幼稚園及びこども園（短児部）

の園児募集について 

      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28年度山武市教育委員会顕彰について 

 

報告事項 

報告第１号 「平成28年度全国学力・学習状況調査」の結果につ

いて 

報告第２号 平成28年度山武市スリランカ青少年招へい事業につ

いて 

報告第３号 松尾公民館ダンススタジオ利用状況について 

報告第４号 行事の共催・後援について 

報告第５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 
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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 

松尾公民館長 鈴木 昌子 

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 
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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10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。今関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９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  異議がないようなので、平成28年教育委員会第９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  教育長報告を行います。 

 それでは資料の１ページ目をご覧ください。９月30日から10月

26日、本日までの内容について、主だったものを説明させていた

だきます。 

 ９月30日、教育長訪問とありますが、これは校長先生との面談

でございます。成東小学校、南郷小学校に行ってまいりました。 

 10月１日、なるとうこども園他運動会とありますが、雨天のた

め、２日に延期となり、２日にそれぞれ開催されました。２日で

すが運動会の他にも、松尾公民館開館１周年の記念ダンスイベン

トがございました。ダンス発表の後、菅原小春さんのワークショ

ップなども一緒に行われました。 

 ３日、東上総教育事務所指導室訪問とありますが、成東東中学

校の訪問がございまして、午前中のみ参加をさせていただきまし

た。 

 10月４日は山武地区教育委員会連絡協議会の功労者表彰選考会

と理事会が東金文化会館で開催され、出席をいたしました。 

 10月５日、山武市小学校球技大会、成東総合運動公園でサッカ

ー、さんぶの森中央体育館でミニバスが開催され、私はミニバス

に出席をいたしました。 

 10月６日、公の施設指定管理者選定委員会、第５会議室で開催
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され、指定管理申請者のプレゼン並びに審査が行われました。 

 10月７日、県教育研究会音楽研修部会長ほか来庁とございます

が、29年度、山武地区大会が開催されるということで、その依頼

がございました。 

 10月８日、むつみのおか幼稚園、しらはたこども園の運動会、

この日もあいにく雨が降りまして、プログラムの変更をしながら

開催され、終了いたしました。 

 10月９日、市民体育祭、こちらも雨天のため途中中止というこ

とで、後ほど報告があるかと思います。 

 10月11日、東金税務署長就任挨拶。例年もっと早い時期におい

でになりますが、今回、租税教室の案内、税の作文依頼で、課長

とお二人でお見えになりました。その日、第３回の社会教育委員

会議が開催されました。 

 10月12日は校長会議が開催されました。 

 10月13、14日、平成28年度教育行政トップリーダーセミナーが

軽井沢のホテルで開催されまして、今年度第２回目、理念と浸透

という内容でのセミナーでございました。このトップリーダーセ

ミナーはプログラムが４回に分かれておりまして、トータルで

４回目ということで、一通りのコースが終了いたしました。 

 10月17日はスリランカ青少年招へい事業歓迎セレモニー。スリ

ランカから学生２名、随行の先生１名ということで、３名の方が

おいでになり、その歓迎セレモニーでございます。 

 10月18日、県立学校改革推進プランに係る意見等の聴取という

ことで、県の教育庁から県立学校改革推進課の方がお見えになり

ました。２名の方がおいでになり、部長と対応いたしました。県

立学校ということで、今、成東高校と松尾高校があるわけですけ

れども、今後について意見を求められたものです。 

 10月19日、全国ＩＣＴ教育首長協議会総会が東京の機械振興会

館で開催され、市長に同行して行ってまいりました。全国のＩＣ

Ｔ教育が進んでいる自治体の首長や、これから積極的に進めよう

という自治体がお集まりになっておりまして、ＩＣＴ機器の導入

には多額の予算がかかるということから、教育委員会と首長がと

もに進めていく必要があるとのことでございます。 

 10月20日、新規採用職員研修会ということで、教育長講和があ

りまして、30分間のお話をさせていただきました。教育委員会か

らは、山本君、江口君、石田さんの３名がここに出席しておりま

す。 
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 同じく第10回の定例会の事前打ち合わせが行われました。本日

の議案の確認でございます。 

 10月21日、教育長訪問。これは先ほどの校長との面談の続きで

ございます。松尾中学校、蓮沼小学校に行ってまいりました。午

後からは定例幼稚園長・こども園長・副園長会議ということで出

席をいたしました。 

 10月23日、スリランカ国スポーツ大臣が来市いたしまして、そ

の歓迎セレモニー並びに懇親会に出席をいたしました。 

 10月24日、スリランカ青少年招へい事業お別れセレモニーでご

ざいます。３名の方がこの日、帰られるということで、朝７時

45分から公室でお別れのセレモニーが行われました。 

 その日は、教育長・教育委員研修ということで、教育委員の皆

様にも千葉の総合教育センターに一緒に行っていただいたのです

が、分科会の事例発表で織本室長に発表していただきました。大

変すばらしい発表をしていただいたと思っております。 

 10月25日、保育参観ということで、日向幼稚園に訪問いたしま

した。これは指導案をもとにした保育ということで、学校教育課

の主事とともに出席をさせていただきました。 

 そして10月26日、本日でございますが、午前中の山武西小学校

の学校訪問、そしてこの定例会でございます。この後、教育委員

と校長会の懇談会をする予定になっております。 

 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。 

 

小野﨑委員  10月６日の指定管理者の選定ですが、対象施設というのはどこ

になりますか。 

 

嘉瀬教育長  学童クラブ、松尾小学校、大平小学校になります。 

         そのほかには保健福祉部の高齢者福祉関係の施設が幾つかござ

いました。 

 

小野﨑委員  ありがとうございます。 

 

嘉瀬教育長  ほかよろしいでしょうか。 

                                      

嘉瀬教育長  それでは、議事に入ります。 

 本日の議題ですが、 
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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 

協議第２号「平成 28年度山武市教育委員会顕彰について」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） 

嘉瀬教育長  よって、協議第１号、協議第２号は秘密会とします。 

                                      

   ◎日程第４ 議決事項 

○議案第１号  

嘉瀬教育長  議案第１号「平成29年度山武市立幼稚園及びこども園（短児

部）の園児募集について」を議題とします。 

 提案理由を子育て支援課長から説明をお願いします。 

 

子育て支援課長  議案第１号でございます。平成29年度山武市立幼稚園及びこど

も園（短児部）の園児募集について、幼稚園管理規則第20条の規

定により定めようとするものでございます。 

 入園資格でございますが、山武市内に住所を有し、市から保育

の必要性の認定を受けた次の年齢に該当する幼児、括弧書きの中

に生年月日が書いておりますが、年齢的に言いますと３歳児、

４歳児、５歳児となります。ただし、３歳児につきましては、む

つみのおか幼稚園、なんごうこども園、まつおこども園では受け

付けておりません。 

 続いて、申し込み方法でございますが、募集案内・入園書類の

配布でございますが、来月11月１日火曜日から市内の各幼稚園・

こども園、または子育て支援課、幼保こども園の窓口にて配布い

たします。 

 入園書類の受付でございますが、受付期間を12月１日木曜日か

ら12月15日木曜日までの２週間を設けさせていただくことになり

ます。ただし土日は除きます。時間でございますが、９時から

16時まで、受付場所になりますが、入園を希望する園及び山武市

役所の第２会議室に子育て支援課職員で受付窓口を設けさせてい

ただきます。 

 募集人員でございますが、定員から10月31日現在の在園人数を
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除いた人数といたします。募集人員が定員を超えた場合には抽せ

んの上、入園予定者を決定することとなります。 

 園児募集を行う園でございますが、市内の７園で日向幼稚園、

むつみのおか幼稚園、なるとうこども園、なんごうこども園、し

らはたこども園、まつおこども園、おおひらこども園になります。

蓮沼幼稚園については、現在休園中ということで募集はいたしま

せん。 

 簡単ではございますが、募集についての説明とさせていただき

ます。 

 以上でございます。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございました。今、子育て支援課長から説明がござ

いましたが、この件について、何かご意見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  お諮りいたします。本議案に賛成する委員の挙手をお願いしま

す。 

 

（全員挙手） 

嘉瀬教育長  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。 

 それでは、これより秘密会といたします。 

                                      

◎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（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。 

                                      

   ○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） 

嘉瀬教育長  協議第２号「平成28年度山武市教育委員会顕彰について」を議
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題とします。提案理由を教育総務課長から説明をお願いします。 

 

教育総務課長  資料に基づき、教育委員会顕彰について説明。 

 

※顕彰対象者なし 

 

 

嘉瀬教育長  ここで秘密会を解きます。 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第１号 

嘉瀬教育長  報告第１号「平成28年度全国学力・学習状況調査の結果につい

て」、指導室長からお願いします。 

 

指導室長  それでは、平成28年度全国学力・学習状況調査における山武市

の概要についてご報告いたします。 

 ４月19日に実施しました本年度の全国学力・学習状況調査の結

果について、９月29日に文部科学省より発表がありました。これ

は例年より１カ月以上遅れた状況であります。 

 今回の調査に、山武市は小学校13校の６年生390名、中学校

６校の３年生413名が参加いたしました。現在、指導室でも結果

の分析を行っているところですが、今回の結果について、市の概

要という全体の様子を報告させていただきます。 

 なお、21日、先週の金曜日に市内の小中学校の保護者には概要

として配布済みであります。 

 まず、教科別の部分、昨年度は理科も入っていましたが、今年

度は国語と算数・数学の２教科で調査が実施されました。括弧に

つきましては、27年度データを記載してあります。 

 まず、全体的な状況でありますが、山武市の全体の正答率は、

小中学校とも全国の平均を上回ることはできませんでした。昨年

度との比較ということで見てみますと、小学校は若干改善が見ら

れ、中学校については差が広がったという状況です。 

 小学校は、国語Ａ、国語Ｂ。ＡとＢの分け方ですが、Ａは主に

知識を問う問題になります。Ｂにつきましては主に活用、知識を

使ってどのように課題を解決するかという活用の部分の問題とい

う分け方です。小学校は国語のＡ以外は昨年度に比べると全国と

の差が少しずつ縮まっている状況にあります。 
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 逆に中学校につきましては、残念ながらどの教科につきまして

も差が広がり、特に数学につきまして、昨年度より差が広がって

いるという状況であります。 

 グラフを付けさせていただいておりますが、一番下のところ、

青いところが山武市、赤が千葉県、黄緑が全国ということで比較

できるようになっております。上が小学校、下が中学校の状況に

なります。それが正答率というところで見たものとなります。 

 続いて、資料の９ページに移ります。児童生徒質問紙につきま

しての状況であります。まず、朝食を毎日食べているかというこ

とで、残念ながら全国より低い傾向。 

 それから次に、（２）家庭での学習時間ということで、１時間

以上やっている、これと関連して（５）テレビ・ビデオの試聴、

その下の二重丸となっている部分で表にもなっておりますが、メ

ールやネットの時間が関連してくるかと思いますが、家庭学習の

時間は全国よりも短い、その逆にテレビ・ビデオの試聴、それか

らメールやネット等の使用時間については全国に比べると長いと

いう、当然といえば当然の部分があるかと思うんですが、そうい

う状況にある、これが質問紙からまず見えているところです。 

 （３）で、自分には良いところがある、自己肯定感の部分です

が、残念ながら小学校につきまして、昨年度よりも少し低くなっ

ており、中学校も全国よりは低い傾向は続いておりますが、昨年

に比べるとその差は改善が少し見られます。 

 （４）いじめはどんな理由があってもいけないという部分につ

きましては、小学校については全国を若干下回っております。中

学生は76％ということで、全国の73％を上回ることができました。

どちらかといえばいけないまで含めますと、市内小中学生の約

95％の児童生徒がいけないと答えているという状況です。 

 続いて３番となりますが、学校の質問の部分であります。 

 １つ目として、コンピューター、ＩＣＴ機器の関係について、

それを活用しての学習指導を行ったかということで調査がありま

した。市内の小学校は100％、全国の状況は68.4％、中学校にお

いては66.6％、３分の２ということで、全国の56.8％、いずれも

上回ることができたということで、全国に比べれば活用が少し進

んでいるという状況が見えておりますが、後は実際の授業での効

果的な活用という部分が課題になってくると考えております。 

 （２）として、この結果を分析して課題を共有したかという部

分でありますが、小学校、中学校とも100％という状況ですが、
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先日の研修会でもありましたが、ほんとうにそれぞれ全部の教職

員までそういう意識が広がっているかどうかということが、これ

だけではわからない。そしてそこは課題となっていると感じてお

ります。全国よりはよい状況でありますが、これが実際に形とし

てあらわれてくるように、やはり市としてこの結果をどう次の取

り組みに生かしていくのかということが今求められている部分と

感じております。 

 全体の状況は以上でありますが、学校ごとの結果も集計してあ

りまして、家庭にはそれぞれの小中学校ごとの結果を公表しない

ということで進めておりますので、補足として、小学校でＡ、Ｂ、

国語と算数で４つになるわけですが、全ての部分で上回った小学

校は、残念ながら１校しかございませんでした。それから、中学

校におきましては、残念ながら４つとも、県、全国とも正答率を

上回った学校は１つもないというのが、残念でございます。 

 簡単ではありますが、概要の報告とさせていただきます。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございました。ただいま報告いただいた内容につい

てご質問等ありますでしょうか。 

 ３番のコンピューターの情報通信技術、電子黒板の活用の部分

で、市内小学校が100％に対して、中学校が66.6％と低くなって

おります。この件について、補足で説明していただけますか。 

 

指導室長  小学校は、担任がほぼ全部の教科を担当するということで、や

はり使う頻度が上がる、そういう機会も増えていくわけですが、

中学校の教科担任制という部分では、やはりまだこの教科でどう

活用したらいいかという、使い方も含めてですが、校内で、個人

に任されている部分があるかなと思いますので、この教科では使

えないなと自分で決めてしまっているとか、そういう部分があっ

て、学校としてはまだ全体として「よく行った・行った」までに

たどり着いていないということが考えられると思います。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございます。そういった理由があって、この数値に

開きが出てきているということでございます。この結果につきま

しては、今報告があったように、４科目とも全国平均を下回って

いるということです。前回の議会でも学力向上についてはご指摘

をいただいたところですので、今後、学力向上策について、また

教育委員会の中で協議をしながら、対策等について考える場を設
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けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 家庭学習をやらないで、そのかわりにテレビを見たり、ネット

やメールをやっているというのがはっきりここに出ているので、

家庭学習の時間をいかに高めていくかということが大きな課題で

あろうと思っているところでございますが、そういったことも含

めて進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

                                      

○報告第２号 

嘉瀬教育長  報告第２号「平成28年度山武市スリランカ青少年招へい事業に

ついて」、生涯学習課長から報告をお願いいたします。 

 

生涯学習課長  10ページになります。報告第２号、平成28年度山武市スリラン

カ青少年招へい事業について報告させていただきます。 

 まず、この事業の経緯でございますが、今から２年前、平成

26年12月15日にスリランカ国スポーツ大臣と山武市長との間で書

簡交換が行われました。その中で山武市とスリランカは青少年相

互交流事業を2015年から開始されたところでございます。 

 これによりまして、昨年からスリランカ青少年招へい事業が開

始され、本年度は２年目となります。 

 では、この事業の目的でございます。読み上げさせていただき

ます。 

 スリランカ民主社会主義共和国の青少年を招へいし、日本の自

然、社会、文化、スポーツ等に触れる機会及び山武市の青少年と

の交流する機会を創出することにより、山武市及び日本に対する

理解及び関心を深めるとともに、両国の青少年の友好を促進し、

併せて国際感覚を身に付けた青少年を育成することを目的とする

ということでこの事業を実施しております。 

 主催でございますが、山武市スリランカ青少年招へい実行委員

会ということで、こちらは実行委員長として学校体験の先にあり

ます山武市南中学校の佐々木校長先生をはじめ、委員としまして

２軒のホストファミリー、あと塩づくりの体験等の講師と事務局

を加えた総勢９名で構成された実行委員会になります。 

 招へい期間でございますが、冒頭、教育長からもお話がありま

したが、28年10月17日の月曜日から今週月曜日、10月24日の月曜

日まで８日間招へいを行いました。 

 招へい者でございますが、本日配付させていただきました写真
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の資料をごらんください。３名の写真が入っておりますが、呼び

名で説明させてもらいます。 

 まず一番上、パドミニさん。こちらはスリランカ国の教育省で

アシスタントディレクター。これは部長に当たるそうでございま

す。この方が引率で連れてきていただきました。 

 そして生徒でございますが、２番目、ディラーン君。男の子で

14歳、身長175センチ。400メートルの全スリランカ学生選手権の

優勝者で、スリランカ記録保持者でございます。もう一人がイマ

ルシャーさん。こちらも14歳でございます。身長155センチで、

こちらはウエイトリフティング63キロ級で2015年全スリランカ選

手権優勝をされております。 

 そして事業内容でございますが、こちらも写真で説明させてい

ただきます。恐れ入りますが１枚めくっていただきますと、まず

17日、歓迎セレモニーを教育委員会の会議室で行いました。空港

で迎えたときの緊張も、このときになりますと招へい者の顔も少

し緩んできた感がございます。 

 そして18日、塩づくり体験をしていただきました。同日、津波

避難タワー、そして箸づくりを行いました。その日は弓道も体験

していただきまして、翌日はスリランカ大使館、そしてスリラン

カ航空を訪問いたしました。 

 次のページに移りまして、20日、先ほどお話ししましたが、山

武南中学校で学校体験、合唱等の披露もありまして、皆が大変喜

んでおり、中でもパネルディスカッションは非常に興味深いもの

でございました。 

 10月21日、茶道・着物の着付け体験を行いました。着物を着て

の体験には非常に心を躍らせているようでございまして、非常に

喜んでいたのが印象的でした。 

 10月23日、スポーツ大臣との交流ということで、急遽、スポー

ツ大臣がお見えになりまして、招へい者とホストファミリーと平

成28年度の研修生に集まっていただきまして、交流を実施したと

ころでございます。 

 私からは以上です。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございます。スリランカ青少年招へい事業について

何かお聞きになりたいこと等ありますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

 来日された３名だけでなく、こちらで交流した山武市の方々に
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とっても大変有意義な事業となったと思います。ありがとうござ

いました。 

                                      

○報告第３号 

嘉瀬教育長  続いて報告第３号「松尾公民館ダンススタジオ利用状況につ

いて」、事務局からの報告をお願いいたします。 

 

公民館長  資料の12ページをごらんください。 

 それでは、資料に基づいて説明させていただきます。 

 まず、９月分、ダンスの種類別に報告します。ヒップホップ

がトータルで710名、フラダンスが92名、ジャズダンスは今月は

ありませんでした。あとＫ－ＰＯＰが84名、13ページに行きま

して、その他の種類のダンスが44名、合計で930名のダンスのご

利用がありました。 

 公民館のスタジオのトータル利用者数は1,162名で、ダンスの

割合が80％となっております。 

 ダンスの内訳といたしましては、ヒップホップが76.3％、フ

ラダンスが99％、Ｋ－ＰＯＰが９％、その他4.7％となっており

ます。 

 ９月の利用人数が少なかったことにつきましては、開館日が

少なく、このような状況となっております。 

 ４月から９月までの半年間の合計では、ダンスの利用者合計

が5,421名、トータルの利用者数が6,858名、こちらは割合のほと

んどは毎月のものと変わりません。79％、概ね８割を維持して

おります。 

 半年間のダンスの利用の割合ですけれども、ヒップホップが

77.9％、フラダンスが11.6％、ジャズダンスが0.6％、Ｋ－ＰＯ

Ｐが6.8％、その他のダンスが3.1％となっております。 

 資料には記載しておりませんが、10月から火曜日の夜にもう

一つジャズダンスの子供たちのサークルが立ち上がりまして、

あと土曜日か日曜日どちらかになりますけれども、ヒップホッ

プのサークルのお母さんたちのダンス講座をやってみたいとい

うことで、まだ日程は確定していませんが、土曜日か日曜日の

どちらかでやってみたいということでお話が上がっておりまし

て、これで火曜日から金曜日まで平日の夕方は全てキッズのダ

ンスサークルで埋まっております。 

 以上です。 
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嘉瀬教育長  ありがとうございました。ただいまの報告について、何かご

質問等ありますでしょうか。よろしいですか。 

 ありがとうございます。ダンスの利用率が約８割ということ

で、順調に進んでいるものと思います。 

 

                                      

○報告第４号 

嘉瀬教育長  続いて報告第４号「行事の共催・後援について」、事務局か

らの報告をお願いいたします。 

 

教育総務課長  それでは報告第４号です。行事の共催・後援について、９月

１日から９月30日までの分です。 

 ９月分については、行事の共催はありませんでした。 

 後援については、４件承認してございます。いずれも基準ど

おりということで承認をいたしております。 

 申請書については、15ページから19ページまでに添付してご

ざいますので、ご確認を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  資料がそれぞれ付いておりますので、ごらんいただいて、ご

質問等があればお願いします。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

                                      

○報告第５号 

嘉瀬教育長  続きまして、報告第５号「11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  11月１日、山武地区教育委員会連絡協議会、功労者表彰・研

修会が東金市役所会議室で３時から行われます。 

 あと11月16日です。教育委員会第11回定例会、こちらの教育

委員会の会議室で１時半から行われます。 

 以上です。 

 

嘉瀬教育長  続いてお願いします。 

 

学校教育課長  11月１日、市の小中学校音楽発表会がさんぶの森中央体育館



－15－ 

で行われます。 

 ８日、火曜日、市の小中学校校長会議を第６会議室で行いま

す。 

 16日、教育委員の園訪問ということで、なんごうこども園を

訪問したいと思います。 

 21日、東上総教育事務所の指導室訪問（成東小）、29日、同

じく東上総の教育事務所の指導室訪問（南郷小）、なお、この

南郷小の訪問をもちまして、今年度の訪問は全て終了となりま

す。 

 なお、ダンス、異文化交流ということでそれぞれ入っており

ますので、ごらんになっていただきたいと思います。 

 

生涯学習課長  17日、木曜日、県の事業でございますけれども、学校支援コ

ーディネーター研修講座が14時から日向小学校で「山武市放課

後子ども教室について」等が開催されます。 

 続きまして、23日、水曜日、第51回青少年つどい山武地区大

会が大網白里市役所で９時から開催されます。 

 もう一件、第58回全国社会教育研究大会千葉大会が10時30分

から、27日と28日で開催されます。 

 以上でございます。 

 

スポーツ振興課長  11月は２つ予定してございます。 

 まずは11月６日、日曜日、ボールゲームフェスタ2016ｉｎ山

武市です。こちらは８時半からさんぶの森中央体育館、さんぶ

の森ふれあい公園多目的広場で開催です。 

 それから11月27日、第11回さんむロードレース大会です。こ

ちらは蓮沼海浜公園で８時20分から受付でございます。 

 以上です。 

 

子育て支援課長  11月１日、保育参観、おおひらこども園で９時半より予定し

ています。 

 続きまして、11月９日、これも保育参観ですが、なるとうこ

ども園になります。 

 11日も保育参観で、むつみのおか幼稚園になります。 

 11月17日が園長・副園長会議になります。 

 以上でございます。 
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嘉瀬教育長  ありがとうございます。 

 その他、何かありますか。 

 

小野﨑委員  ダンスレッスン、ニュアンスは各小学校どうですか。受け入

れのニュアンス、雰囲気というか。 

 

学校教育課長  子供たちも大分上達が早いようで、こちらの思っていた以上

に、よく頑張ってくれています。 

 訪問等に行くと、体育の授業を使って、実際にインストラク

ターが来てやってくれている様子なども見させていただいてお

ります。 

 各学校２回ぐらいずつそれぞれレッスンを組んでいるんです

けれども、おかげさまでＤＶＤもでき上がり、画像もあり、子

供たちの飲み込みは意外と早く、発表というまでは行かないん

ですけれども、定着しつつはあるところです。 

 今回、13日に成東小学校で発表をしてくれると。こども園も

むつみのおか幼稚園も来てくれるということであります。 

 

嘉瀬教育長  よろしいでしょうか。 

 

小野﨑委員  はい。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございました。 

 それでは、報告５号まで終わりましたが、その他、報告すべ

き事項があればお願いします。 

 スポーツ振興課長、お願いします。 

 

スポーツ振興課長  ２つほど報告をさせていただければと思います。 

 まず１つですが、先日行われました山武市の市民体育祭の結

果というか、皆さん雨の中おいでいただきまして、ありがとう

ございました。 

 かなりの雨だったんですが、プログラム30あるうちの４つを

行いまして、残念ながら中止という形になりました。来年小学

生の70メートルと100メートルを行ったという形です。 

 その時点での得点なんですが、松尾は１位になっています。

12点。それから鳴浜小と山武西小が11点で同率２位という形な

んですが、今ちょっと問題になっているところが、この時点ま
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でで順位を付けてしまうか、しまわないかということです。 

 事務局、我々の課だけの案ですが、今回は順位を付けないと

いう方向で考えております。せっかくこの得点が出ていますの

で、来年度にこの得点を例えばプラス加算とか、何かそういう

ふうにできれば、今年やったものが、せっかく松尾が１位にな

っていますので、何らかの形で反映できればと事務局は考えて

います。 

 明日、体協の常任理事会というものがございますので、そこ

の中で問題提起を出し、その時点で決定をさせていただければ

と思っております。 

 それから、お手元に資料で別に配らせていただいております。

第11回さんむロードレース大会申込者数です。こちらの受付は

９月23日で締め切ってございます。ちょっと報告が遅れてしま

ったのは、例えば小学生、こちらは市内の小学生ですが、無料

ですけれども、直接受付をしている都合、出入りがありまして、

集計が遅れてしまったという形になっております。 

 結果は、第11回の最終の申込者数が1,811人。昨年度の第10回

は2,133人で、対前年比がマイナス322人という形になっており

ます。 

 内訳ですが、10キロ、５キロ、3.5キロ、２キロとなぎさＲＵ

Ｎ（ペア）で２キロとございますが、10キロは今年が808人、昨

年第10回が1,035人で、対前年比でマイナス227人。５キロは、

今年が257名、昨年度が303名、対前年比でマイナス46名。3.5キ

ロ、これは中学生ですが、今年が199名、昨年度は248名、対前

年比でマイナス49名。２キロ、こちらは小学生になります。今

年が515名、昨年度が499名で、対前年比で16名のプラス。なぎ

さＲＵＮは今年が32組、昨年度は48組、マイナス16組になって

います。トータルでやっぱり300名程度マイナスという形になっ

てございます。 

 この結果をもとに、来月21日ですが、事務局側で盛大な大会

になるように今、準備をしている状況でございます。 

 以上です。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございます。よろしいですか。 

 

嘉瀬教育長  では、次をお願いします。 
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指導室長  私からも２つご報告をさせていただきます。 

 １点目が、先ほどちょっと話題にもなりましたが、山武市の

中学校球技大会、表裏に印刷してあるものがあります。 

 10月２日ということで、サッカーは成東運動公園で行われ、

２つのブロックに分かれ、松尾小学校、大富小学校がそれぞれ

のブロックの優勝。 

 裏面がミニバスですが、会場はさんぶの森中央体育館で、片

方のブロックが緑海小学校、もう一つが蓮沼小学校で、この

４チームにつきまして、今週の土曜日でありますが、山武市の

小学校球技大会が東金アリーナで行われるので、山武市ブロッ

クの代表として出場する予定であります。 

 もう一つの報告で、教育委員会ジャーナルをごらんいただけ

ればと思います。 

 写真は10月７日の第２回英語検定の様子を写したものであり

ます。今回、市内で638名の生徒が２級から４級まで、４つの級

に分かれてそれぞれ力試しを行っております。各学校が会場と

なりました。 

 結果は、今日この時間に間に合わなくて申しわけありません

でしたが、次回報告できると思っております。 

 ２点目が来年度の入学児童を対象とした就学時健診が13日か

ら山武西小から始まり、11月10日に豊岡小学校。人数でありま

すが、一番多いのは成東小の46名、一番少ないのは豊岡小の

４名。現在のところ、新一年で２クラスの編成が可能な学校は、

成東小と南郷小の２校ということであります。 

 もう一点、次の学校情報等で説明をしたいと思いますが、児

童生徒のけがのところでスズメバチに刺されたことが一点。も

う一点、カミソリで手を切ったというのは、自傷行為のことで

なく、むだ毛を処理するための安全のカミソリをかばんに入れ

てあったのをついうっかり手をかばんに入れ指を切ってしまっ

たということだそうです。 

 危機管理の３件につきましては、深夜に校庭、これは山武北

小の校庭です。３日に入って補導されました。これは小中学生

ではなく、もっと年齢が上だったようです。 

 それから、３件の懲戒処分というのは、19日に県の教育委員

会で懲戒処分３件ということで、それぞれの学校でのモラール

アップ委員会をきちんと行うようにという指示が来ている状況

であります。 
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 あとはごらんいただければと思います。 

 私からは以上です。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございました。ただいまの報告については、何か

ご質問等ありますか。よろしいですか。 

 ほかに報告はよろしいでしょうか。 

 それでは、全ての報告が終わりました。以上で教育委員会の

第10回定例会を終了させていただきます。大変お疲れさまでし

た。 

                                      

   ◎閉会  午後３時01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。 
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