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平成28年山武市教育委員会第９回定例会会議録 

 

日  時  平成28年９月29日（木）午後2時00分 

場  所  山武市役所 新館３階 第４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 山武市立小中学校の規模適正化・適正配置基本計画に

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（秋）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 平成29年度山武市奨学資金の貸付けについて 

      報告事項 

       報告第１号 山武市議会第３回定例会の報告について 

報告第２号 ICT（校務・学校支援）システムの運用状況について 

報告第３号 山武市小中学校音楽発表会について 

報告第４号 世界記録可視化事業（スポーツを科学する展）につい 

て 

報告第５号 第67回山武郡市民体育大会の結果について 

報告第６号 松尾公民館開館１周年記念ダンスイベントについて 

報告第７号 行事の共催・後援について 

報告第８号 10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 
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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 

生涯学習課主査補 渡辺 幹夫 

スポーツ振興課長 所田 吉泰 

松尾公民館長 鈴木 昌子 

事務局 

教育総務課副主幹       小関 正徳 

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９回定例会を開会いたし

ます。 

 なお、本日の定例会に傍聴したい旨、９名の方から申し出がご

ざいました。傍聴人の方にお願いいたします。傍聴人は山武市教

育委員会会議傍聴規則の各条項を十分に遵守して傍聴をしてくだ

さい。遵守されない場合は退場を命ずる場合がございます。第

９条で傍聴席において写真などを撮影し、または録音等をしては

ならないという規定がされております。本日の定例会につきまし

ても、写真撮影及び録音は許可をしておりません。 

 また、皆様にお配りしてあります会議資料のうち、お持ち帰り

ができるものは議事日程、教育長報告、教育委員会、事務局報告、

及び10月の行事予定のみでございます。その他の資料につきまし

ては回収をさせていただきますのでご了承願います。 

 それでは、始めたいと思います。 

                                      

◎日程第１ 会議録署名人の指名 

嘉瀬教育長  日程第１、会議録署名人の指名を行います。今回は五木田委員

をご指名しますので、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  日程第２、会議録の承認でございますが、平成28年教育委員会

第８回定例会・第６回臨時会の会議録につきましては、事前に皆

様に配付してありますが、いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

嘉瀬教育長  異議がないようなので、第８回定例会・第６回臨時会の会議録

は承認をいたします。 

                                      

   ◎日程第３ 教育長報告 

嘉瀬教育長  日程第３、教育長報告。 

資料の１ページ目をお開きください。８月19日から９月29日、

本日までの内容となります。表に沿って、主だったものを説明さ

せていただきます。 

まず、８月19日、最初の山武地区スポーツ・レクリエーション

大会は、手をつなぐ親の会並びに作業所等、障害を持った方たち

のレクリエーション大会でございます。東金アリーナで開催をさ
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れました。各地区の首長さん方等、多数の来賓のもとで開催をさ

れました。 

 その日、家庭教育学級でございますが、成東東中学校区の研修

も兼ねたものでのぎくプラザで開催されました。当日同日、こど

も園、幼稚園の園長・副園長会議、その後、表敬訪問がございま

した。睦岡小学校６年生の伊澤直乙斗さんで、柔道で活躍をされ、

マルちゃん杯、関東大会等に出場されました。 

 ８月21日は郡体の開会式がございました。東金アリーナで開催

され、開会式後は、各種目の会場を激励をして回りました。 

 ８月23日は、ニュージーランドの派遣の帰国式がございました。

18名の団員並びに随行者全員が無事に帰ってまいりました。大変

有意義な研修であったという感想をいただいています。 

 ８月24日、第４回学校のあり方検討委員会が開催されています。

その後、山武市管理職志願者面接でございます。これは29日もあ

りますが、２回にわたりまして、今年度、校長、教頭の試験を希

望されている方の面接談です。 

 ８月25日、平成28年度山武教職員組合の教育研究集会が成東文

化会館で開催され、挨拶をいたしました。 

 ８月26日、第１回山武市総合教育会議が開かれました。これは

委員の皆さんにも出席していただいております。 

 ８月29日、先ほどの管理職志願者面接の２回目でございます。 

 ８月30日、この日に皆さんとともに行く予定だった教育長・教

育委員研修会でしたが、台風10号の影響で中止となりまして、そ

の後10月24日に延期という形で行う予定になっておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 ８月31日、城西国際大学の秋季卒業式に出席してまいりました。 

 ９月５日、山武市議会の平成28年第３回定例会が開会となりま

した。 

 ９月６日は庁議と校長会議がございました。 

 ９月７日ですが、教育委員会第５回の協議会、これは委員の皆

さんにもご出席をいただいたものです。反対署名並びに要望書等

が出てきたことについてご協議をいただいたものでございます。 

 ９月８日、石井一夫氏の叙位伝達で、正六位ということでござ

いまして伝達をいたしました。 

 ９月９日、市議会の一般質問でございます。この日は代表質問

で公明党、本山議員、市川議員等から、教育委員会に対する質問

がございました。一般質問の内容につきましては、後ほど部長か
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ら報告があると思います。 

 ９月10日、山武中学校体育祭でございます。この日は山武中以

外にも４校の中学校の体育祭が開催され、出席をしております。 

 ９月12日、山武市議会の一般質問。この日は平成会の今関議員、

和田議員、それから、八角議員、並木議員、さんむ21の小野﨑議

員から教育に関する質問が出てきたところでございます。 

 ９月13日は議会で議案質疑、委員会付託、特別委員会設置等に

ついてがございました。 

 ９月14日、文教厚生常任委員会が開催されております。また、

常任委員会の終了後、教育懇談会ということで、教育委員の皆さ

んとの懇談会がございました。 

 ９月15日、山武郡市社会教育委員会連合会会議でございますが、

郡市の皆さんが集まる会議で、今回、山武市が幹事市ということ

で、会場が、山武市教育委員会で行われましたので、その場でご

挨拶をしたものでございます。 

 ９月16日、幼稚園・こども園の園長・副園長会議、成東東中学

校校長ほか来庁とありますが、これは今年度、東中学校のグラウ

ンド整備並びにエアコン工事等が夏休み中に終わりました。それ

に関して、生徒の代表の方、校長等がお礼を述べに来てくれたと

いうものでございます。 

 ９月17日土曜日、睦岡小学校運動会。この日、ほかにも４校の

運動会が開催されています。 

 ９月18日は、ＳＮＥＣＣが来市ということで、歓迎会・対面式

とありますが、チャンダシリ高僧並びにＳＮＥＣＣの５人のダン

サーが来ております。その歓迎会と、ダンサー５人がホームステ

イをするということで、そのホームステイ先の家族の方々に来て

いただいた対面式でございました。 

 翌19日にＳＮＥＣＣの方たちと市長との懇談会がございまして

同席をいたしました。 

 ９月23日、議会の最終日でございます。議会終了後、全員協議

会が開催されまして、今回の学校規模の適正化・適正配置につい

ての報告をさせていただいたところでございます。 

 ９月24日、歩け歩け大会出発式。朝６時45分に皆さん出発とい

うことで、挨拶をさせていただきました。 

 その後ですが、山武北地区敬老レクリエーション大会・敬老演

芸大会というものが山武北小学区でございました。それに参加を

させていただきました。この会には、私のほかにも市長、県議、
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その他代議士の方もお見えになっています。その後の鳴浜小運動

会ですが、雨天のため翌日の９月25日に変更になっております。

同日、開催予定だった成東小学校も翌日の９月25日に開催してお

ります。 

 ニュージーランド研修生歓迎会、こちらは、ニュージーランド

から隔年で派遣生の受け入れをしております。それが今年受け入

れの年でございまして、10名の学生、それから随行の先生３名と

いうことで、13名の方がおいでになりました。その歓迎式典です。

あと、表にはありませんが、27日に山武中学校、山武南中学校の

訪問をして、校長との面談をしております。 

 ９月28日、行政組合教育委員会定例会議、定例の教育委員会会

議でございます。この中で、九十九里町の古川教育長が今月末で

任期を迎えるということで、辞任をされるという話がございまし

た。 

 ９月29日、本日でございますが、午前中の松尾中学校の学校訪

問、そして、この定例会ということでございます。 

 以上です。何か質問等ございますでしょうか。 

 

小野﨑職務代理  特にありません。 

 

嘉瀬教育長  よろしいですか。 

 それでは、教育長報告は以上で終わりにします。 

                                      

嘉瀬教育長  それでは、議事に入ります。 

 本日の議題でございますが、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、協議第２号「平成28年度

（秋）山武地区教育委員会連絡協議会表彰について」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

シーを侵害するおそれがあるため、また、協議第３号「平成

29年度山武市奨学資金の貸付けについて」は、協議を経て周知

する案件ですので、まだ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いたしたいの

ですがよろしいでしょうか。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  挙手全員です。よって協議第１号、協議第２号、協議第３号
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は秘密会といたします。 

 なお、本日傍聴人の方がいらっしゃっておりますので、先に

公開案件を審議した後、秘密会とした非公開案件の審議に移り

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

嘉瀬教育長  異議なしということでございますので、公開案件を先に審議す

ることとし、その後、秘密会として非公開案件を審議いたします。 

                                      

◎日程第４ 議決事項 

○議案第１号  

嘉瀬教育長  それでは、公開案件であります日程の第４、議決事項、議案

第１号「山武市立小中学校の規模適正化・適正配置基本計画に

ついて」を議題といたします。 

 それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

 

教育総務課長  それでは、資料の３ページをご覧ください。 

 議案第１号「山武市立小中学校の規模適正化・適正配置基本

計画について」、議決をお願いするものです。 

 一番下にあります提案理由でございます。平成 28 年１月に策

定した「山武市立小中学校の規模適正化・適正配置基本計画

（案）」について、保護者及び地域市民との意見交換等を行っ

てきた。その結果を踏まえ、市長部局との協議も行い、教育委

員会協議会で再度協議した結果、案の内容を一部修正し、成案

とするため議案提出するものでございます。 

 それでは、説明に入らせていただきます。 

 「山武市立小中学校の規模適正化・適正配置基本計画につい

て」は、８月 17 日に実施された教育委員会第８回定例会におい

て、学校のあり方検討委員会の意見も聞いて検討する必要があ

るということと、蓮沼中と松尾中、成東中と成東東中について、

修正を検討することを確認して継続協議となっておりました。 

 ８月 24 日に開催された学校のあり方検討委員会では、松尾小

と豊岡小、日向小と山武西小、山武中と山武南中の統合につい

てはそのまま計画を進め、蓮沼中と松尾中、成東中と成東東中

については修正を行う方向でのご意見をいただきました。 

 また、８月 26 日に開催された総合教育会議では、市長と教育

委員会が適正配置基本計画の修正方法について協議、調整を行
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いました。協議、調整を行った修正部分について、別添の修正

箇所対照表を作成いたしましたので、この資料によりご説明を

させていただきます。 

 資料は、こちらのＡ４の対照表、そのほかＡ３の基本計画概

要版１枚と、修正箇所を溶け込ませてあります基本計画（案）

冊子でございます。 

 それでは、Ａ４、対照表の２ページをご覧ください。本冊の

ほうは 10ページになります。 

 こちらは蓮沼中と松尾中の統合です。（１）の新校の開校と

いうことですが、今までは平成 32 年４月１日に新設校を開校し

ますとなっておりました。それを前期計画期間中の開校に向け

検討する。また、（４）施設整備については、仮設校舎を設置

しますとなっておりましたが、仮移転や仮設校舎の設置につい

て検討します。また、（６）スケジュールについては、年度の

表記ができませんので開校何年前という表記に調整をされまし

た。 

 続いて、対照表の３ページをご覧ください。本冊は 12 ページ

になります。 

 こちらは成東中と成東東中の統合についてです。この統合に

ついては開校まで若干余裕があることから、（１）の新校の開

校については、平成 35 年４月の開校を目指し検討します。また、

（２）学校位置については、現成東東中学校を学校位置としま

すとなっておりましたが、それを学校位置として検討しますと

調整が行われました。 

 対照表の１ページについては、ただいま修正部分についてお

話ししましたけど、それについて関連している部分ですので、

同じような調整をさせていただきました。 

 また、全体的な修正として、生徒数、学級数の修正を、児童

生徒数の推移がわかるような表に改めることで調整を行ってお

ります。 

 その後、９月７日に実施された教育委員会第５回協議会で修

正内容を確認し、最終案を９月 14 日に行われた文教厚生常任委

員会との懇談会、９月 23 日に行われた議会全員協議会において

報告をさせていただきました。 

 なお、９月 14 日に行われた文教厚生常任委員と教育委員の懇

談会では、次のような意見がありました。 

 １つ目です。成東中より蓮沼中のほうを急いだほうがいいの
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ではないかというようなご質問がございました。これについて

は、今後も説明を続けていき、なるべく早く判断したいという

ような回答をいたしております。 

 ２つ目です。37 年度というのが、特例債が使える時期です。

37 年度までに整備できるものは整備したほうがいい、大平小が

後期計画になっているが、松尾小に入ることはできないのかと

いうご質問でした。これについては、小学校は地域の核となっ

ているので、複式になっているか、または複式が見込まれる学

校をまず優先しますということで回答いたしました。 

 ３つ目です。蓮沼地区でも賛成している人もいるというご意

見でした。 

 ４つ目。小学校、中学校の統廃合は総合的に考え、長い期間

を見据えた計画を考えてほしい。これについては、今後も検討

を進めていくという回答をいたしております。 

 ５つ目。中日本航空を誘致したほうがいいと思うので、早期

に計画を進めてほしいというご意見でした。これについては、

今後も地域との協議を重ねていくというようなご意見をいただ

きながら懇談会を行いました。 

 ９月 23 日に行われた議会全員協議会でも最終案についてご報

告をいたしました。その中で、議員の皆様からまたご質問がご

ざいました。 

 １つ目です。松尾小の老朽化の状況と建てかえた場合の費用

を教えてほしいということでした。費用については約 21 億円で

すという回答をいたしました。 

 ２つ目です。この案にスケジュールを再度入れたものにする

ことができる見通しはあるのか、努力しないと難しいのではな

いかというご質問でした。今後とも丁寧な説明に努め、理解を

求めていき、前期の範囲の中で計画を進めることができるよう

に努めてまいりますと回答いたしました。 

 ３つ目、学校評議員に事前に説明はしたのかというご質問で

した。学校評議員に限っての説明は行っておりません。実施計

画を作成する中でご意見をいただきたいと考えておりますと回

答いたしました。 

 ４つ目です。大平小の評議員の中には、松尾小と統合したい

という意見もございました。後期計画も踏まえた検討をお願い

したいというようなご意見をいただいております。 

 質問、ご意見、また、回答については今ご説明をさせていた
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だいたとおりでございます。第８回定例会での協議、学校のあ

り方検討委員会、総合教育会議、教育委員会協議会等での結果

を踏まえ、計画案の内容を一部修正し、成案とするため、議決

を求めるものです。審議のほうをよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

嘉瀬教育長  ただいま説明をしていただきました。説明の中にありました

議員の方からご意見があった大平小を松尾小に統合するという

考えについて、委員の皆様からご意見があれば伺いたいと思い

ますけれども、その辺はいかがでしょうか。 

 小野﨑委員。 

 

小野﨑職務代理  私は大平小学校の運動会に参加をしました。その中で、議員

の方の発言があったように、学校評議員の方が何人かいらっし

ゃいまして、大平小、松尾小にという統合も、そういう考えも

ありますよという話が結構出されておりました。しかし、その

場で学校評議員の方にもお話をしたのですが、マーチングバン

ドに太鼓を取り入れたり、キッズダンスに親が入ったり、非常

にほかの、今まで私が見てきた松尾小学校の運動会とはちょっ

と違う、地域性が非常に強い運動会だったなと私は思っていま

して、今回の豊岡と松尾の適正配置の話の中で、同時にそれを

進めることは、大平の地域性が非常に弱くなってしまうのかな

という話をしてあります。 

 この問題については、次の後期計画に入る前に再度その案も、

そういう考え方もあるということを踏まえて協議をしていった

らどうかなと。ですから、今回の豊岡と松尾の案には大平を入

れるかどうかという論議はしないほうがいいと思っております。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございます。この件について、何かほかの委員さ

んのご意見ございますか。 

 髙柳委員。 

 

髙柳委員  大平小にしても蓮沼小にしても、老朽化が同じような時期に

なってくるのではないかと思うのです。それぞれ単独で建てか

えるというのはもっと難しくなるかと思いますので、枠組みは

残しておいたほうがいいのかなと。大平はそのまま残しておい

たほうがいいのではないかと思います。 
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嘉瀬教育長  五木田委員。 

 

五木田委員  それと社会増が考え得るか、社会の動向によってはまた違っ

てくるだろうと思いますので、後期計画が始まる前に、再度検

討するということも必要ではないかなと思いますので、その辺

は慎重にやっていけたらいいと思いますけども、いかがでしょ

うか。 

 

嘉瀬教育長    ありがとうございます。今、幾つか意見をいただきましたがや

はり通学距離の問題とか、老朽化に対する施設整備などの課題

が出てくるということでございますよね。そうしますと、今い

ただいた意見の中では、そういった課題があることから、この

計画の中では今のままの枠組みを残していって、新たに後期計

画に入る前に児童生徒数の推移等を見ながら確認をして、検討

をしていくということだと思いますが、そのような形でよろし

いでしょうか。 

 

五木田委員  はい。 

 

嘉瀬教育長    それでは、大平の問題については現状のままいくと。また後期

の前に検討を加えるという形でいきたいと思います。 

 それでは、次に、今回の計画の修正を行った部分について、

委員の皆さんのご意見を伺いたいと思います。いかがでしょう

か。 

 修正した部分は、蓮沼と松尾、成東と成東東の２点になるの

ですけれども、これについてはどうですか。 

 

五木田委員  蓮沼中と松尾中の件ですけれども、これについて、あり方検

討委員会、あるいは総合教育会議でも私個人として申し上げま

したが、中学校は義務教育ですので誰しも母校があります。く

しくも私も私の妻も蓮沼中の卒業生であります。私は昭和 36 年

に卒業しました。３クラス 55 名のクラスで、160 名近くの卒業

生がいました。全校で、一番生徒数が多い 450 名近くの生徒が

いました。今、八十何名ですか、大変少なくなってきて、自分

の母校が統廃合、適正規模という問題を抱えているということ

は大変びっくりもしていますし、驚いてもいますし、残念に思
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うこともありますし、また、子どもの、児童生徒の立つ位置、

立場に立って考えますと、サッカーはできない、ソフトボール

もできない、いわゆるチームゲームができないということは、

児童生徒の教育の面からいくと適正規模等で非常に問題がある

のではないかということで、今、蓮沼地区でもいろいろ議論を

しながら、ようやく啓発活動といいますか、そういったあり方

について検討をしておりますので、前期の計画の中でも、ここ

で皆さん、総合教育会議あるいはあり方検討委員会でも何度も

申し上げていますとおり、この問題について、時間を丁寧にか

けながら、なるべく早くまとめていったほうがよいと私は考え

ております。 

 ですから、立つ位置によって学校の統廃合の件は違ってくる

と。私たち教育委員会は、あくまでも子どもの学習環境を整え

てやるのが大人、あるいは教育委員会の責任ではないかなと私

は考えております。以上です。 

 

嘉瀬教育長    ありがとうございます。今ありましたように、生徒数が今後さ

らに減少していくということが見込まれている中でございます

ので、その中で、学校運営上の課題もどんどん大きくなってき

ているというところがあります。とりあえず前期計画というこ

とにはなっておりますが、その中でも、これはやはり、なるべ

く早く進めていくということが、市内の中学校の全体の中のバ

ランスの上でも必要になってくるんではないかなと私も考えて

いるところでございます。 

 これらについて、ほかにございますでしょうか。 

 今関委員。 

 

今関委員  今、五木田委員もおっしゃられたように、先日行われた総合

教育会議でも市長部局との調整結果も今の案が反映されている

と思います。子どもの教育環境を適正規模ということを考えて

整えるとすると、教育委員会としては、やはり今、既に複式学

級となっている小学校とか複式学級が見込まれている小学校、

単学級となっている中学校については統合を急いだほうがいい

かなと思います。 

 

嘉瀬教育長    ありがとうございます。同じような意見だと思いますけども、

これについては、生徒数の推移とか、施設の状況を注視しなが
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ら、今後も統合についての理解を得るための方策もぜひとって

いくことが必要ではないかなと考えております。その方法でご

ざいますが、市の所管する団体等、集まり、会合等に伺いなが

ら、今後も丁寧な説明をしていきながら、積極的に進めていく

という形でなるべく早い結論に結びつけられたらなと思ってい

るところですけれども、そのような感じでよろしいでしょうか。 

 ほかにご意見があればお願いしたいと思います。今の案をこ

のまま成案にしていくというような形についてどうでしょう。 

 

小野﨑職務代理  地域からいろんな課題が投げられておりますし、要望書も出

されてきましたので、特に蓮沼の関係は、開校年次は具体的に

決めないで進めていくと。その間に地元との話し合いはもう少

し進めるということで、ぜひお願いしたいと思っています。 

 

嘉瀬教育長  今までのご意見等からすると、基本的には今回修正をした計

画で進めていくという形になると思いますが、この形での計画

を成案にしていくというようなことでいいかと考えているとこ

ろですけれども、これを議決した後の今後のスケジュール等に

ついても確認しておきたいと思いますが、その辺について課長

から説明をお願いできますか。 

 

教育総務課長  それでは、議決後のスケジュールということでお話をさせて

いただきたいと思います。 

 まず、平成 31 年度に統合する豊岡小と松尾小、山武中と山武

南中については、今年度、28 年度中に実施計画というものを作

成することになります。 

 内容については、対象校だったり、計画期間、通学区域、ま

た統合準備専門部会というものを来年度から立ち上げますので、

その調整事項、そして、学校規模適正化・適正配置に向けたス

ケジュール、４つ目に学校規模適正化・適正配置に当たって配

慮すべき事項などについて実施計画をつくっていくことになり

ます。 

 そして、来年度は先ほど言いました統合準備専門部会（仮

称）を立ち上げて、具体的な調整事項を詰めていき、31 年度に

新校を開校するというような運びになっております。 

 日向小と山武西小については、平成 33 年度、松尾中と豊岡小

より２年遅く開校いたしますので、２年間おくらせた実施計画、



－14－ 

つまり平成 30 年度に実施計画を策定し、同様のスケジュールで

進んでいくことになります。 

 また、蓮沼中と松尾中については、先ほどお話がありました

とおり、いろいろな形で統合についての理解を得るための方策

をとることが必要であると考えております。成東中と成東東中

については、時間的な余裕が少しありますので、同様に理解を

得るための方策をとりながら進めてまいりたいと思います。議

決後はホームページや区長回覧などを利用して、成案の周知に

努めていきたいと考えております。以上です。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございます。今、今後の流れについて説明があり

ましたけども、先日、山武中、山武南中学校を訪問した際にも、

校長先生方と面談をしたときに、保護者の方からは特に統廃合

についての意見、いい悪いの意見は出ていないと。それよりも、

統合した後どうなるのだという具体的なところのほうがより気

になるというようなお話でした。 

 それと、今の山武中、山武南中、それから豊岡小、松尾小は

31 年という計画になっています。山武地区の中学校に関しては、

31 年統合ということになると、来年１年生に上がる生徒たちが

３年生で統廃合に当たってくるということがあるので、来年入

学する１年生の入学説明会が早い時期にあるわけですが、その

ときには、ある程度この計画について保護者の皆さんに説明を

したいという話を聞いてきたところです。31 年度の統合につい

ては、なるべく早く実施計画等の作成を進めなければいけない

のかなと思っているところです。 

 今、この計画等にも説明をいただきましたが、この件に関し

て何かほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、この件について、お諮りをしたいと思います。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。 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第１号 

嘉瀬教育長  日程第６、報告事項になります。報告の第１号「山武市議会第
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３回定例会の報告について」、これは部長からお願いいたします。 

 

教育部長  それでは、まず資料の14ページをお開きいただきたいと思いま

す。９月議会ですので、一般質問は代表質問の形式をとっており

ます。３月、９月と市長選後の初議会は代表質問という経過がご

ざいます。教育委員会関連の一般質問としましては、14ページの

下にありますように、９月９日が公明党、９月12日が平成会並び

に八角公二議員、並木幹男議員、小野﨑正喜議員の個人質問が行

われたところでございます。 

 質疑の内容でございますが、16ページをお開きください。16ペ

ージが本山議員からの質問になります。質問項目、大項目の１、

防災についての３、非構造部材の耐震化の状況について質問がご

ざいました。質問の趣旨としましては、市の施設において、耐震

化未実施の有無についてでございます。 

 答弁としましては、成東文化会館ののぎくプラザホールとエン

トランス、さんぶの森文化ホール、農村環境改善センターの多目

的ホールの３カ所が耐震化がされておりません。これに対して、

山武市地域防災計画において、社会教育施設等についても耐震化

を検討し、実施するとされることから、今後この３館の利用状況

を踏まえ、計画的に実施していきたいと回答しているところです。 

 その下段です。福祉施策についてということで、これは市川議

員から発達障害児の関連質問がございました。こちらの質問の要

旨としましては、特別支援学級に在籍する児童生徒の個別指導計

画と協力支援計画が作成されているかどうかという質問です。 

 回答としましては、特別支援学級に在籍する児童生徒について

は、個別指導計画とあわせ、卒業後の進路等にも役立てる継続性

を持った教育支援計画というものを作成しています。 

 また、通常学級に在籍する児童生徒についても、特別な教育的

支援が必要と思われる場合については、指導計画、教育支援計画

を作成するよう市では進めております。 

 さらに、小中学校合わせて、現在29名の支援員を派遣し、充実

した学校生活がおくれるよう取り組んでいると回答しております。 

 続いて、17ページをお開きください。平成会の今関議員からは

ＡＥＤの周知促進について、続いて、４のオリ・パラに関連する

近隣市町の施設の整備状況について、５の社会体育施設の使用申

し込みについての質問がございました。 

 回答でございますが、まずＡＥＤについては、小中学校全てに
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１台ずつ設置しております。また、学校開放の際等は校舎等の設

置場所から持ち出して対応するよう関係者会議等で周知しており

ます。夜間については、玄関を破ってでも入って持ち出してくだ

さいというお話をしてあります。 

 続いて、近隣市町の陸上競技場の状況ですが、横芝光町の坂田

池公園の陸上競技場でございますが、こちらは当初第３種で公認

を取得しておりましたが、経年劣化等によって現在公認がとれる

ような状況にはございません。また、東金市においては、第３種

公認の競技場として現在ございます。それを踏まえて、今後山武

市において、成東総合運動公園のトラックを整備するに当たって

はどうするのかというご質問なのですが、市としましては、３種

と同レベルの整備はしますが、公認の申請を改めてとる考えはな

いと回答してございます。 

 また、社会体育施設の使用申し込みについては、和田議員から

の関連質問でした。こちらの要旨としましては、宿泊業者が社会

体育施設を使用する予定もないのに予約し、結果的に多くのキャ

ンセルが生じており、この点、改善すべきじゃないかという質問

でございます。 

 答弁としましては、観光協会などを通じ宿泊業者の方々に協力

依頼を行うこととしたいと回答してございます。これについては

後ほどスポーツ振興課長から補足説明させていただきます。 

 また、スリランカ少年派遣団の成果についても質問等がござい

ました。 

 続いて、18ページ、八角公二議員です。八角議員からは、小中

学校の統廃合計画、ＩＣＴ教育についての質問です。こちらの要

旨としましては、学校統廃合の進捗状況、あり方検討委員会、総

合教育会議での具体的な意見、それらを踏まえた教育委員会とし

ての考え方、また、基本方針と基本計画（案）についての質問で

ございました。 

 答弁としましては、基本計画（案）については今後成案として

いくが、５つあった計画のうち３つについてはほぼ了解が得られ

ています。残り２つについては継続協議するような形で進めてい

きたいと回答しました。 

 また、ＩＣＴ教育については、ＩＣＴ支援員を導入して教員に

研修しているが、教員の２割が４月の人事異動で市外に転出して

しまうことから、研修する意味があるのかという内容でした。市

の一般財源ではなく、国の補助金等を活用すべきではないかとい
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う質問です。 

 答弁としましては、当時補助金を検討したが採択されなかった

こと、また、支援員のコストについても、導入したシステムを十

分活用するために必要なコストだと考えていると答弁してござい

ます。 

 続いて19ページです。並木幹男議員からは、小中学校の統廃合

計画についてと子どもの貧困対策についての質問でした。要旨と

しましては、前期計画の進め方、日向小と山武西小の統合後の学

校位置を山武南中としているが、日向小学校を残すべきではない

かという質問でした。 

 答弁としては、山武南中は日向小、山武西小の学区のほぼ中央

にあり、通学距離や通学時間の偏りもなくなります。スクールバ

スを運行した場合も、乗降場所を確保しやすいことから山武南中

を統合後の学校位置としたという回答しました。 

 また、子どもの貧困対策としては、塾に通えない児童生徒への

支援はできないかという質問です。市では、就学援助費の支給を

行っているが塾の費用まで補助することはできない旨、回答して

あります。 

 また、あわせて、就学援助の内容等をご説明させていただきま

した。 

 最後20ページです。小野﨑正喜議員です。小野﨑議員からは、

現在の学力の状況について、学力向上支援策についての質問でし

た。質問要旨としましては、全国学力学習状況調査の状況と結果

に対する取り組み、学力向上策に関連したＧＡＡの授業内容等に

ついての質問です。 

 答弁でございます。27年度の結果においては、市全体の平均で、

小学校では理科の正答率が0.3ポイント上回った以外は国語のＢ、

算数のＡとＢで全国を５ポイント以上下回っています。また、中

学校では数学のＡとＢで全国を５ポイント以上下回っています。

この結果を受け、市では市全体の計画を捉え、指導のポイント集

の作成や、教務主任会と連携した研修等を実施しているところで

す。 

 また、学力向上、学力向上支援策について、ＧＡＡの授業内容、

現状の進捗状況、事業主体、予算規模等の質問があり、最後に学

力向上の要素を取り入れたＧＡＡの早期立ち上げの要望がござい

ました。 

 私からは以上です。 
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嘉瀬教育長  ありがとうございます。ただいま議会についての報告がござい

ましたが、何かご質問はございますか。よろしいですか。 

                                      

○報告第２号 

嘉瀬教育長  それでは、報告第２号「ＩＣＴ（校務・学校支援）システムの

運用状況について」、説明をお願いいたします。 

 

学校教育課長  それでは、23ページをご覧ください。報告の第２号でございま

す。この内容につきましては、校長会議で、各学校に周知した主

な内容でございます。ＮＴＴ、それから内田洋行の定例会の報告

ということで、次の24ページをご覧になってください。今年の

１月から７月までの状況ということで、それぞれ相談のあった件

数をグラフにさせていただいておるところでございます。 

 なお、校務支援システムの７月の状況につきまして、26ページ

から29ページに、ちょっと印刷が十分でなくて、見づらいところ

があるのですが、各学校からの質問、それに対する回答、取り組

み状況ということで載せてあります。１月の相談があった部分に

ついては完了となっております。また細かくご覧になっていただ

ければと思います。 

 続きまして、イのほうでございます。幾つかあります。まず①

番でございますが、共有フォルダーが各学校で使用率が大変高く

なっておって、ファイル・フォルダーの整理をお願いしたい。 

 それから、②番として、今、ウイルスが入っている攻撃メール

というのが委員会にも届くのですが、それの対応を十分行ってほ

しいというようなこと。 

 ３番としては、松尾の特に豊岡地区のアクセスに時間がかかる

というところで、これについては、回線の試験を業者によって行

わせていただいております。 

 あと、４番、５番、６番については、スカイプと書いてあるの

ですが、これについては、テレビ電話の分でございます。南郷小

学校に入っておりまして、夏、交流を行っている小学校があるの

ですが、そことテレビ電話でのやりとり行っているところですが、

これは情報漏えいのリスクがあるということで、今は別回線で使

っているという状況の報告でございました。 

 ２番目でございます。山武市の学校情報推進会議の報告という

ことで、導入して既に２年目に入りますので、今年度は校務支援
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システムのワーキング、それから授業支援システムのワーキング

ということで、それぞれの学校の代表１名に来ていただいて、

２つの班に分かれて、そこに書いてあります内容で今年度検討を

しております。今年度、計画的に進んでおりますので、昨年に比

べると学校での使い勝手も大変有効活用されているというところ

でございます。 

 ３番目をご覧ください。先行地域の視察ということで、実は印

西市が山武市と同じような校務支援システムを活用しております。

相談会の内容ということで、（２）の四角に書いてある部分が山

武市としての質問をさせていただいた主な内容でございます。保

健関係のもの、校務支援、成績処理、個人情報の管理というとこ

ろで、その中で四角の下に点で書いてある部分が印西市はこのよ

うにしているという回答でございました。 

 その回答を受け、32ページの（４）に今後の山武市のＩＣＴの

活用というところで入ってくるわけでございますが、ちょっと前

後してしまいますが、印西市は支援員を派遣していないというよ

うな状況がございました。それについて、それぞれの学校で職員

同士で研修を深めたり、そのような取り組みをしているという報

告があったのですが、本市の場合はまだ、導入したばかりですの

で、先ほど部長からも報告がありましたが、支援をできるだけ有

効活用しながら、それぞれのＩＣＴの周知を図っていきたいと思

っているところでございます。 

 続きまして、その他の２になりますが、デジタル職員室の利用

というところで、すいません、前後します。23ページをご覧くだ

さい。先ほどもいろいろな攻撃メール等の状況もありましたので、

せっかくデジタル職員室が入っておりますので、それを有効活用

しながら、各学校との文書のやりとりはそちらのほうから進めて

いくということで、これから対応していくということで今後進め

ていきたいと思っております。緊急時の対応、それから、委員会

からのお知らせ等、そちらで有効活用していきたいと思っており

ます。 

 ③の学校情報化診断システムの活用につきましては、昨年度、

実際に各学校に診断システムを導入させていただいております。

優良校が少しでも多くというところで、それぞれの学校で評価し

ていただきながら進んでいる状況です。 

 なお、38ページに昨年度の状況が載っておりますが、２以上が

優良校となっております。少しでも多くの学校に登録できるよう



－20－ 

声をかけているところでございます。 

 私のほうから以上です。よろしくお願いします。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございました。ＩＣＴ関連についての報告がありま

したが、何かご質問等ございますか。特によろしいですか。 

 ありがとうございます。このＩＣＴも１年半たってきています。

一度教育委員会のメンバーでもどういうふうな活用がされている

か視察をしていきたいなと思っていますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 

小野﨑職務代理  環境を整えるのに相当お金がかかっていますからね。 

 

嘉瀬教育長  きちんと動いているところを見に行きたいと思います。 

 

                                      

○報告第３号 

嘉瀬教育長  それでは、続いて報告第３号「山武市小中学校音楽発表会につ

いて」、指導室長、お願いします。 

 

指導室長  報告第３号、山武市音楽発表会ということで資料40ページにな

ります。11月１日の火曜日、場所はさんぶの森中央体育館となり

ます。当日８時から受け付け、８時25分開会行事で、８時40分演

奏開始です。終了が11時50分、閉会行事で、おおよその見通しと

しては12時に終了と考えております。 

 今回、小学校13校、中学校４校の、計17校、昨年度より２校増

えております。本日、先ほど教育委員会に案内状を用意させてい

ただきました。 

 あと市長、副市長、それから議員には議会の最終日に案内を差

し上げてあります。 

 私からは以上です。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございます。音楽発表会について、資料等、先ほど

配られているようですけども、何か聞いておきたいことはござい

ますか。よろしいですか。 

                                      

○報告第４号 

嘉瀬教育長  続いて、報告第４号「世界記録可視化事業（スポーツを科学す
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る展）について」、お願いいたします。 

 

教育総務課長  それでは、資料は41ページです。報告第４号、「世界記録可視

化事業（スポーツを科学する展）について」です。この事業なの

ですけれども、これはオリ・パラ事業として位置づけをされてお

ります。 

 昨年度は市役所の玄関ホールや小中学校に走り幅跳びの世界記

録というものでシールを張らせてもらっております。今年度は参

加体験型展示ということで、41ページの下のほうにあります写真

のように参加をしていただきます。ボルダリングに挑戦してもら

うとか、バスケットボールのシュートをしてもらうとか、100メ

ートル走の記録に挑戦してみるとか、100メートルはないのです

けども、短い距離を走った中で挑戦してもらうとか、そういうこ

とで体験をしてもらって、世界記録を実感してもらおうというよ

うなことで始めます。 

 開催日時は、10月22日土曜日、９時から５時まで、23日日曜日、

９時から５時までです。23日は日曜日なのですが、体験型音楽祭

ということで「山のおんぶ」がさんぶの森公園の会場にて開催さ

れます。このときにはたくさんの方が参加されますので、ぜひ世

界記録可視化事業へも誘導して、たくさんの方に見ていただきた

いなと、体験してもらいたいなと思っております。また委員の皆

様もご都合がつきましたら、土日、ぜひ参加していただきたいと

思います。 

 報告は以上です。 

 

嘉瀬教育長  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

ますか。 

                                      

○報告第５号 

嘉瀬教育長  報告第５号「第67回山武郡市民体育大会の結果について」、ス

ポーツ振興課長からお願いします。 

 

スポーツ振興課長 42ページをご覧ください。去る８月21日ですが、第67回山武郡

市市民体育大会についての結果報告になります。 

 総合順位ですが、42ページの一番下のところが順位となってご

ざいます。３位という結果でございました。ちなみに昨年は４位

でございました。 
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 優勝は大網白里市80点、準優勝が東金市76点、３位が山武市

64.5点、４位、横芝光町64.5点。点数は64.5と同点なのですが、

山武市のそれぞれの競技種目を見ていただくとわかるのですが、

１位をとった数が多いほうが上順位ということになりますので、

山武市が３位ということでございます。 

 ５位が九十九里町51.5点、６位が芝山町43.5点という形でござ

います。 

 結果報告については以上でございます。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございました。 

 ただいまの結果報告についてはよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

                                      

○報告第６号 

嘉瀬教育長  報告第６号「松尾公民館開館１周年記念ダンスイベントについ

て」、よろしくお願いします。 

 

松尾公民館長  では、松尾公民館から報告第６号について報告させていただき

ます。 

 こちらは、地方創生の加速化交付金の事業となっております。

ダンス振興事業のうちの一つでございます。昨年の10月１日に開

館いたしました松尾公民館の１周年記念イベントを開催すること

により、ダンスによるまちづくりの成果を広く内外にアピールす

ることを目的として、今回開催いたします。 

 日時は、10月２日の日曜日、午前９時30分から午後９時30分ま

でとなっております。 

 場所は、松尾交流センター洗心館敷地内にあります農村環境改

善センター多目的ホールで行います。 

 内容については、松尾公民館で日ごろ練習しているダンスサー

クル13組のうち、出場していただきます９組によるダンスの発表

会、山武市出身のダンサーでコレオグラファーであります菅原小

春さんによるダンスワークショップ及び交流会でございます。 

 発表会の出演者は、先ほど申し上げましたけれども、公民館の

利用サークルに限らせていただきます。ワークショップの参加者

に制限を設けておりません。 

 ワークショップの参加者ですけれども、一般の申し込みを９月
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13日午前９時から開始したところ、約２時間で50名ほどのお申し

込みがありまして、加えて、ダンス発表会に参加される皆さん、

約120名おりますけれども、その方たちが受講するということで、

現在173名の申し込みがあります。 

 会場ですけれども、見学者はなしにして、多目的ホールの机を

片づけ、広くして、できればキャンセル待ちに来た方全員入れて

あげたいという形で、200名程度は入れるかなと今考えていると

ころです。教育委員の皆様も、日曜日でお忙しいところ大変恐縮

でございますが、ダンスの練習している皆さんをぜひ励ましてい

ただきたいと思いますので、どうぞお越しください。よろしくお

願いします。 

 以上でございます。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございました。 

 ダンスイベントについて、ご質問等ありますか。 

 

教育部長  隣接しています、松尾にぎわい処のほうですが、経営状況があ

まりよくなくて、指定管理をかけていたんですが、そこの組合の

ほうから撤退するという申し出がありまして、現在閉まっている

ような状況です。 

 

松尾公民館長  レストランは、まだ今月いっぱいはやっています。販売は中止

になっておりまして、全ての事業は今月いっぱいで撤退というこ

とになります。 

         ２日の日にドーナツとか軽食、最後ににぎやかしで提供したい

ということでお話がありましたので。実は撤退が決まる前にお願

いはしていたのですけれども、撤退してしまうということだった

のですが、話をしてもらって、２日の日はぜひ参加させてほしい

というお話がありましたので、どうぞということでお話ししてあ

ります。 

 

嘉瀬教育長  ２日にあけてくれるのは、例えばここに参加者が入れるような。 

 

松尾公民館長  店をあけるのではなくて、テントを設置する予定です。 

 

嘉瀬教育長  販売を行うのですね。 
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松尾公民館長  そうです。テントを持ってきてやりたいという話です。 

 

嘉瀬教育長  参加者向けに。 

 

松尾公民館長  そうです。 

 

嘉瀬教育長  お昼を食べたりとか、そのようなものを用意してもらえる。 

 

松尾公民館長  はい。軽食とかお弁当とか、たこ焼きとかカレーライス、あと

ドーナツですかね、出してくれるということで。 

 

五木田委員  今後、どうするのかという……。 

 

教育部長  改めて検討するということになっています。 

 

松尾公民館長  それが今、ダンスのイベントの準備等、急に決まったその話で、

質問がたくさん公民館のほうに来てしまって、あたふたしている

状態です。 

 

嘉瀬教育長  では、よろしいでしょうか。 

 

松尾公民館長  よろしくお願いいたします。 

                                      

○報告第７号 

嘉瀬教育長  続いて、報告第７号「行事の共催・後援について」、事務局、

よろしくお願いします。 

 

教育総務課長  資料は44ページです。行事の共催・後援についてです。８月

１日から８月31日までの行事の共催・後援の状況です。 

 共催については、８月中はありませんでした。 

 後援については５件ございました。申請書が45ページから49ペ

ージまでに添付してございます。いずれも規定のとおり適正であ

ると判断して承認をしています。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

嘉瀬教育長  資料をご覧になっていただいて、何かあればお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 



－25－ 

 

（「はい」の声あり） 

嘉瀬教育長  ありがとうございます。 

                                      

○報告第８号 

嘉瀬教育長  それでは、報告第８号「10月の行事予定について」、各所属長

から報告をお願いいたします。 

 

教育総務課長  それでは、教育総務課です。10月４日の火曜日、山武地区教育

長協議会・山武地区教育委員会連絡協議会合同研修会ということ

で、４時から東金文化会館で開催されます。 

 あと、10月19日、教育委員会第10回定例会、こちらは１時半と

なっております。これは変更になる可能性がございますので、ま

た決まり次第連絡をさせていただきます。 

 以上２点でございます。 

 

嘉瀬教育長  補足いいですか。４日の連絡協議会の合同研修会なのですが、

これはおそらく教育長会のほうでやる内容なのですけれども、研

修会の内容が、東金に、世界で準優勝したマジシャンがいるので

すね。その方に講演をいただくと。その中でマジックも見せてい

ただけるそうですが、マジックショーをやるわけではなくて、世

界で通用するようになるまでに至った経緯とか、そういったお話

の中で、世界トップクラスのマジックも見れるということでござ

いますので、ぜひ参加をお願いしたいと思います。 

 以上です。次お願いします。 

 

学校教育課長  学校教育課でございます。１日の土曜日が市内小中学校の最後

の運動会、緑海小で実施予定でございます。あと、英語力アップ

講座、異文化講座等々がそれぞれ入っておりますのでご覧になっ

てください。 

 ３日の日でございます。東上総教育事務所の指導室訪問、成東

東中、５日には同じく山武中、それから19日、睦岡小、24日、山

武西小ということで、東上総の訪問が１日かけて行われます。な

お、５日に市の小学校の球技大会が成東総合運動公園とさんぶの

森中央体育館でサッカー、ミニバスを予定しております。 

 ６日の日、教育支援委員会、以前は就学指導委員会といいまし

て、特別支援学級に在籍するようなお子さんについての会議が行
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われます。 

 ７日、教務主任研修会が行われます。 

 12日に小中学校の校長会議を予定してございます。 

 なお、先ほど申し上げましたように、英語力アップ、それから

異文化ということで、英語に力を入れるということで、ここに書

いていないのですが、７日に市内６中学校で第２回目の英語検定

が行われます。受験者は６中学校で639名です。４級から２級まで、

英検があるということでよろしくお願いします。 

 以上です。 

 

嘉瀬教育長  よかったです。たくさん受けてくれて。 

 

学校教育課長  先ほどすいません、５日の日は、山武中ではなくて山武南中で

した。申しわけございません。 

 

嘉瀬教育長  以上でいいですか。 

 

学校教育課長  はい、以上です。 

 

嘉瀬教育長  次、お願いします。 

 

生涯学習課主査補 生涯学習課です。17日、スリランカ青少年招へい事業歓迎セレ

モニーを９時30分から教育委員会会議室で行います。 

 20日、スリランカ青少年招へい事業、学校体験ということで、

山武南中学校にお伺いいたします。 

 24日、スリランカ青少年お別れセレモニー、７時45分から教育

委員会会議室で行います。 

 以上でございます。 

 

五木田委員  スリランカの招へいは全員で何名ですか。 

 

教育総務課長  生徒が２人と先生が１人です。男の子と女の子で女性の先生で

す。 

 

嘉瀬教育長  去年は内閣府から見学に来ましたが、今年はその予定は？ 

 

生涯学習課主査補 今年はありません。 
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嘉瀬教育長  わかりました。 

 

教育総務課長  山武南中に授業参観に行きます。 

 

嘉瀬教育長  次、お願いします。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。10月９日日曜日です。第10回山武市民体

育祭です。こちらは松尾運動公園で８時半からという形になりま

す。 

それから、10月16日日曜日です。こちらですが、第11回山武市

健康福祉祭り、こちらが松尾交流センターで開催されます。それ

に合わせて、スポーツ推進委員によります体力測定、こちらは例

年やっていることなのですが、体力測定を、１つブースを出して

やるという予定でございます。 

 それから、10月23日日曜日です。スポ・レク山武2016です。蓮

沼スポーツプラザで行います。種目ですが、午前の部を室内ペタ

ンクとユニカール、午後の部がボッチャを行う予定でございます。 

 スポーツ振興課からは以上になります。 

 

嘉瀬教育長  ほかにありますか。 

 

五木田委員  これ、体育祭は、雨だったら中止ですね。 

 

スポーツ振興課長 雨であれば中止になります。体協の役員は状況の判断のため、

集まります。 

 

五木田委員  去年は中止でしたね。延期ではなく。 

 

嘉瀬教育長  態度決定は６時ですか。 

 

スポーツ振興課長 はい。６時です。その時点で判断をさせていただいて、市長、

教育長それぞれに連絡させていただきます。 

 

松尾公民館長  松尾公民館です。10月２日は、先ほど申し上げました開館１周

年記念ダンスイベントがありますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 
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嘉瀬教育長  ほかよろしいですね。 

 以上で、本定例会の公開案件は全て終了いたしました。ここか

らは非公開案件のため、秘密会とさせていただきます。 

  それでは、ここで休憩をとりたいと思います。 

                                      

  休憩  午後３時10分から午後３時20分 

                                      

 

嘉瀬教育長  それではここから秘密会として会議を再開いたします。 

 

                                      

◎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。学校教育課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（４世帯６名）について説明。 

 

                                     

○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（秋）山武地区教育委員会連絡協議会

表彰について」を議題とします。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、９名の候補者について説明。 

 

※協議結果 ９名の候補者について了承。 

                                  

○協議第３号  

嘉瀬教育長  協議第３号「平成29年度山武市奨学資金の貸付けについて」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、募集案内について説明。 
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※協議結果 原案のとおり了承。 

                                       

○その他 

嘉瀬教育長  それでは、その他でございますが、何かありますか。 

お願いいたします。 

 

教育総務課長  それでは、その他ということで、台風９号被害に係る予算執行

状況をお配りさせてもらっています。 

 上の補正の部分については、昨日の９月14日の臨時会で同意を

いただきまして、山武市議会第３回定例会において議決をいただ

いております。 

 真ん中から下の予備費について説明をさせていただきます。予

備費については、補正する暇がなく、緊急を要するものとして対

応していただきました。 

 施設整備係として、小学校及び中学校の倒木、修繕ということ

で、緊急を要しましたので、予備費を充てていただきました。 

 まず、小学校の災害復旧事業です。こちらの執行予定額、予備

費を充てていただいたのが合計で310万9,212円です。国庫補助金、

また共済保険、こちらは見込みでございますが、合計で61万

5,960円ですので、一般財源として249万3,252円となります。 

 続いて、中学校の災害復旧事業です。中学校も樹木の伐採、修

繕料ということで、合計488万5,272円です。国庫補助金と共済保

険で320万7,600円を充てていただきまして、一般財源は167万

7,672円です。中学校の金額が大きいところ、410万4,108円、こち

らは松尾中学校の屋根が破損をしていて、このような大きな修繕

をいたすことになりました。 

 小学校と中学校合わせて799万4,484円となります。一般財源は

そのうち417万924円を充てていただきまして、こちらはほとんど

修繕は終わっております。 

 以上でございます。 

 

スポーツ振興課長 続きまして、スポーツ振興課です。 

 予備費で下の段になります。蓮沼スポーツプラザになります。

こちらですが、合計で219万240円、予備費を充当させていただき

たいと思っております。 

 内訳ですが、まず正面玄関の自動ドアが故障してしまいました。

こちらの修繕という形で24万6,240円です。こちらは共済の保険が
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見込まれております。うち12万5,000円を共済の保険から、一般財

源としまして12万1,240円という形です。 

 それから、もう一つが194万4,000円です。こちらは自動ドアの

風除室の雨漏り、それからアリーナの雨漏り、２つ雨漏りがござ

いました。そちらの修繕という形です。こちらは保険、それから

国庫補助金ございませんので、194万4,000円全部が一般財源とい

う形でございます。 

 以上です。 

 

松尾公民館長  松尾公民館です。 

 松尾公民館は、改善センターの建物がかなり傷んでおりまして、

台風で事務室の雨漏りがございました。当初、改善センターの予

算を使いますということで、金額を出させていただいたのですけ

れども、予備費を使えるという話になりまして、事務室の雨漏り

が20万、駐車場に置いてありますセーフティーコーンがかなり飛

ばされまして破損してしまいました。こちらが10本、合わせて

21万5,000円です。 

 建物が古いので、その後の雨でもいろいろあったのですけれど

も、よく見て直していきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 以上です。 

 

嘉瀬教育長  ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

嘉瀬教育長  他に何かございますか。 

 

教育総務課長  今お手元に配らせていただきました。これは平成28年４月22日

から28年７月29日までに行われた基本計画案の説明会の資料でご

ざいます。 

 情報公開請求がございましたので９月27日に開示をさせていた

だきました。これについては、教育委員会組織規則第６条によっ

て教育委員の皆様に報告するものですので、今回コピーさせてい

ただきましたものを開示させていただいております。 

 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。 
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（「はい」の声あり） 

 

嘉瀬教育長  他に何かございますか。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課からですが、先ほど冒頭に部長から、第３回山

武市議会の一般質問で、運動施設の予約方法という形で質問がな

されました。それについて、具体的な内容ですが、体育施設、こ

ちらは成東総合運動公園とか、松尾運動公園とか、蓮沼スポーツ

プラザ、さんぶの森の野球場ですとか陸上競技場、多目的広場と

か講堂とか、そういうところを一般の方が予約して使っていただ

くという形とっております。それはウエブ上というかシステムの

ほうで、いついつがあいていますからということで、それに予約

を入れていくという形なのですが、その中で、ある業者が予約す

る際に、使用する予定もないのに予約をしているということがあ

りました。というのは、自分のところはたくさんとりたいからと

いうことで、空予約をとってしまうという形なのです。その空予

約を入れているのは、宿泊業者が自分のところにお客を呼んで、

合宿とかで使用させるために予約を先に入れてしまいます。宿泊

しなかった場合についてはキャンセルをしてしまうということの

ようなのです。その件数が、大変多いと。市も予約をしてキャン

セルする場合に、当然、予約をした時点で１週間以内にお金を納

入していただくのですが、それで正規の予約という形になります。

キャンセルをしますと、原則１カ月前ですと、使用料をお返しし

ているところです。お返しするに当たって、手間も大変だという

のが議員からの質問という形です。 

 それについて、答弁をさせていただいたのですが、内容をその

まま読み上げますと、「社会体育施設については、一般市民の利

用を優先しています」。まずは市内に住んでいる在勤者を優先に

予約してもらいましょう。その次に宿泊業者の方の予約をしてく

ださいよという形をとっています。 

 この宿泊業者につきましては、地域振興とかスポーツツーリズ

ム、要するに野球をやったりとか合宿をしたり、遠くから来て、

山武市内にお金を落としていっていただける、そういう観点から

利用申し込み受付をする時期を、先ほど言いました市内在住、在

勤の方の次に優先的に施設の予約を受け付けさせていただいてい

ます。 
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 それから、「施設を使用する予定もないのに予約をすることが

ないよう、観光協会などを通じて、宿泊業者の方々にはご協力い

ただけるようお願いさせていただきます」という形の答弁をいた

しました。 

 文書で観光協会の会長宛てに、社会体育施設については、一般

市民の利用を優先しており、極力、施設予約にキャンセルが発生

しませんようお願いをしたいという旨の通知文、お願い文書を出

したいと考えております。会長だけではなく、協会の会員にも周

知をお願いしたいという旨の言葉を入れまして、教育長名で観光

協会の会長宛てに文書を出したいと考えております。 

 平成27年度の状況ですが、さんぶの森、成東総合運動公園、松

尾、蓮沼スポーツプラザ、全部入れまして6,458件の予約がござい

ました。そのうちの、キャンセルなのですが、47件でございます。 

 

五木田委員  少ないことは少ないですね。 

 

スポーツ振興課長 雨とかになりますと、当然、使用できませんので、それはキャ

ンセル扱いということで全額お返しするという形にしております。 

 雨とかを除いて、実質的に宿泊者が空予約して使わなかったら

キャンセルしてしまおうというものですが、こちらが全体で39件

です。全体の0.6％ぐらいという状況です。 

 その39件は、ある特定の業者１者が年間39件出しているという

ことですので、全体からすると、6,500のうち約40件ですので、い

や、少ないよねとなるんですが、ある１者がそのうちの大半を占

めてしまいますと、ちょっと多いんじゃないかということがあり

ますので、そういうことがないように、協会のほうにお願いをし

たいと。 

 一般の方が予約をするのにとりづらくなってしまっているとい

う観点から、そういう問題が起きたということでございますので、

文書はそういう形で周知をしたいと考えております。 

 各施設に無駄な予約がないような形で予約をしてくださいとい

う旨の張り紙はさせていただいております。 

 以上でございます。 

 

五木田委員   その文書については、今回初めてではないですよね。前も、

五、六年前か、もっと前に出したと思います。今回が初めてでは

ないですよね。 
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スポーツ振興課長 五、六年前について、私もちょっと把握してございませんが。 

 

五木田委員  料金と予約についての議論をしたことがあったと思います。 

 

スポーツ振興課長 今のシステムになったのが平成24年からになります。料金の統

一化とか、施設の予約については統一方法で、システムを導入し

てやっているのがここ３年ぐらいのところなのですが、導入して

からこういう不具合が出ているというお話でしたので、何らかの

手を打たなければということで、お願いになってしまうんですが、

文書で観光協会のほうにお願いするという形をとらせていただき

たいと思っております。 

 

五木田委員  わかりました。 

 

嘉瀬教育長  よろしいでしょうか。他に何かございますか。 

         

指導室長  教育委員会ジャーナルについて説明いたします。まずは、１の

２学期のところでありますが、先ほど体育祭、運動会についてお

話が出ましたので、それに関連して、８日の日に台風13号という

ことで、その日は市内の全小中学校は臨時休校ということで決定

してあります。中学校は準備等、大変な部分がありました。 

 それから、２の学校情報のところでお伝えしたいのですが、前

回だったと思いますが、小野﨑委員より、２学期の始業式につい

て注意喚起をしたらどうだろうということで、教育委員会も注意

喚起をしてあったわけですが、２行目のところになります、生徒

指導で１件ということで、９月１日始業式の日に、報告がありま

した。担任が朝の出席を確認した後、まだ登校してきていない家

庭に連絡をとったら、朝いつもどおり出かけたと保護者から返事

があったものですので、通学路及び学校周辺を捜索しましたが、

その時点では見つかりませんでした。保護者も学校に来て、保護

者の希望で警察に捜索願を出しました。 

 その後、手分けをして探しているところ、松尾ＩＴセンターに

いて、無事に保護されたということで、特別大きな理由があった

かどうかは確認中ですが、夏休みの宿題が終わっていないからと

いうようなことを答えたということです。 

 それからもう１点、その下にありますが、14日に報道発表があ
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りまして、東金市の小学校教員が知人女性への強要未遂で逮捕さ

れたことで懲戒処分が出ました。戒告ということでありましたが、

その対応について15日に臨時の担当課長、校長会議が行われ、井

上課長が出席して、その後、各学校への指導を行っております。 

 

嘉瀬教育長  この件ですが、逮捕された後に被害届が取り下げられたという

ことで、処分が戒告になったということでございました。不祥事

根絶については、いろいろ指導があって、学校でも取り組みはし

ているところなのですが、どちらかというと体罰とかセクハラと

か、ほとんどが職務上のことになります。この場合は完全にプラ

イベートなことですので、そこまでの指導とかそういうことはあ

まりされてなかった中で起こってしまったことでございます。 

 

 以上で全ての報告が終わりました。教育委員会第９回定例会を

終了します。どうもお疲れさまでした。 

 

                                      

   ◎閉会  午後４時５分 


