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平成28年 山武市教育委員会第７回定例会 会議録 

 

日  時  平成28年７月20日（水）午前10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 平成29年度教科用図書の採択について 

       

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 山武市立学校職員の人事評価に係る苦情の申出及び 

取扱いに関する要網について 

報告事項 

 報告第１号 情報漏えい（メールマガジン登録者の個人アドレス流 

出）について 

報告第２号 市内小中学校運動会・体育祭の出席について 

報告第３号 第11回さんむロードレース大会について 

報告第４号 平成28年度山武市青少年スリランカ派遣事業参加者に 

      ついて 

報告第５号 平成28年度山武市少年海外派遣事業参加者について 

報告第６号 松尾公民館ダンス振興事業について 

報告第７号 松尾公営塾について 

報告第８号 行事の共催・後援について 

報告第９号 ８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 
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学校教育課指導室長 織本 富生 

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 

 

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 

○嘉瀬教育長が挨拶し、午前10時開会を宣する。 

                                      

◎日程第１ 会議録署名人の指名 

○嘉瀬教育長が議長となり、五木田委員を指名する。 

                                      

◎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６回定例会及び第５回臨時会の会議録に

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  異議がないようなので、平成28年教育委員会第６回定例会及

び第５回臨時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  それでは教育長報告を行います。 

 １ページをお開きください。６月16日から本日、７月20日まで

の内容になっています。 

 まず、６月16日、千葉県ラグビー協会理事長が来庁ということ

で、これは、2019年にラグビーのワールドカップが日本で開催さ

れますが、その事前キャンプの候補地として検討してはもらえな

いかというお話をいただきました。ラグビーのキャンプの要件は

非常に厳しくて、本キャンプのほうはとても山武市では受けられ

る状況ではないのですが、その前の事前キャンプだったら何とか

なるのではないかというお話をいただいております。その後、規

模適正化・適正配置基本計画（案）に関する説明会が蓮沼小学校

で行われました。さらにその後のきらきら広場開級式は、放課後

子ども教室として山武西小で行われているものでございまして、

開級式に出席いたしました。 

 17日、山武教育会館のほうから来庁されましたのは、役員の改

選がございまして、それに関するサインをいただきたいというこ

とで来ていただきました。同日は、規模適正化・適正配置基本計

画（案）に関する説明会が、山武西小学校で授業参観の後に行わ

れました。その後、第１回教科書図書山武採択地区協議会という

ことで、第１回目の協議会が九十九里町立中央公民館で開催され

ました。本日、教科書採択についてのご審議をいただくことにな

っております。本年度は、特別支援学級での教科書の採択がござ
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います。 

 18日、規模適正化・適正配置基本計画（案）に関する説明会を

成東東中学校で開催しています。その後、山武市青少年育成市民

会議の総会がございました。 

 20日は庁議がございました。 

 21日、山武市議会第２回定例会が閉会日を迎えまして、全ての

議案が通りました。また、全員協議会も開催されています。議会

との意見交換会ということで、議員さん方と意見交換会も行われ

ました。 

 22日、社会を明るくする運動、山武市推進委員会がのぎくプラ

ザで開催され、出席しております。その後、第１回文化財審議会

が開催されました。 

 23日、東上総教育事務所の所長訪問ということで、成東中学校、

大富小学校を訪問しています。 

 24日、辞令交付ということで、私が23日で任期が切れまして、

24日から新制度に移行するということで、新たに辞令をいただい

たところでございます。 

 同日、教育委員会の第５回の臨時会が開催されました。これは、

新制度に移ったことによりまして、教育長の職務代理を指名する

ということで、臨時会を開催しています。人事評価期首面談は、

教育部長の市長との面談でございます。私も同席しております。

教育長訪問は、大平小学校、山武西小学校へ校長との面談に伺っ

ています。 

 25日、規模適正化・適正配置基本計画（案）に関する説明会で

ございますが、おおひらこども園、それから、大富小学校で開催

いたしました。大富小学校の説明会には、一般の方たちも何名か

入ってきていたところです。 

 27日、教育長訪問で成東東中学校、成東中学校に訪問していま

す。また、ＮＴＴの茂原支店長が来庁されました。このときに、

山武市に導入しているＩＣＴ機器の状況についてご説明し、速度

の改善等々の依頼をしたところでございます。それから、人材活

用教育支援プラットフォーム調査員の辞令交付がありました。こ

れは、ＧＡＡで地方創生の加速化交付金で始まった事業です。そ

れに対する調査員を４名の方にお願いしておりまして、その方た

ちの辞令を交付いたしました。 

 28日が所属長会議です。 

 29日、行政組合教育委員会の臨時会がございました。これは、
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事務の点検評価ということで、山武郡市振興センターで行われま

した。 

 30日、中野副市長退任式が第５会議室で行われました。その後、

規模適正化・適正配置基本計画（案）に関する説明会を鳴浜小学

校、そして南郷小学校で開催しています。鳴浜小学校の説明会の

後、校長面談をしてきています。 

 ７月１日、東上総教育事務所の所長訪問が山武北小学校、日向

小学校の２校でございました。また、平成28年度千葉県都市教育

長協議会の全体会ということで、ホテルポートプラザちばで開催

がありました。全体会のほか分科会、それから、県教育庁の幹部

との意見交換会が行われています。 

 ２日、規模適正化・適正配置基本計画（案）に関する説明会が

蓮沼保育園で行われました。同日、夕方に郡市民体育大会の激励

会ということで、第６会議室におきまして、各参加者に対しての

激励会が開催されています。 

 ５日、平成28年度第１回山武市図書館協議会が開催されました。 

 ６日、庁議、また、学校給食センター運営委員会、それから、

ニュージーランド派遣団の結団式が行われました。ニュージーラ

ンドにつきましては、18名の団員を予定しております。 

 ７日、教育長訪問で緑海小学校、蓮沼中学校に行ってきており

ます。教育委員会の事務の点検・評価、この日は有識者による知

見の活用ということでございます。３名の学識経験者の方に意見

をいただいておりますが、３名のうち１名は当日欠席で、後から

書面でいただいているところです。 

 ８日、部内政策会議、そして、郷土芸能保存団体連絡協議会の

総会がございました。 

 11日、12日の２日間ですが、教育行政トップリーダーセミナー

がございました。組織、チーム、個人についての研修でございま

す。関東会場ということでありましたが、今回はちょっと少なく

て９名の参加でございました。 

 13日、教育委員会定例会事前打ち合わせということで、今日の

議案について、確認をしております。学校のあり方検討委員会、

これは皆さんにも出席いただいていますが、現在、進めておりま

す基本計画（案）について、各会場での説明会の意見等をお示し

をし、意見をいただいたところです。 

 14日、教育長訪問、睦岡小学校、山武北小学校の２校です。規

模適正化・適正配置基本計画（案）に関する説明につきましては、



－6－ 

日向保育園で実施いたしました。 

 15日、県教育長挨拶ということで、内藤教育長のところにご挨

拶に行ってまいりました。これは、市長に同行したものでござい

ます。午後、第２回教科書採択地区協議会ということで、九十九

里公民館で行いました。この日に、特別支援に関する書籍の一括

採択をしてきております。 

 19日、規模適正化・適正配置基本計画（案）に関する説明会が

しらはたこども園で行われました。 

 20日、本日、第７回の定例会と、午後には協議会が予定されて

います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

                                      

嘉瀬教育長  それでは、議事に入る前に、事前に配布されました議事日程の

議決事項に１案件が追加されました。追加後の議事日程につき

ましては、本日、配布されておりますので、ご確認いただきた

いと思います。 

 追加の議案は、議案第１号「平成29年度教科用図書の採択に

ついて」でございます。よろしいでしょうか。 

 

（「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

「平成29年度教科用図書の採択について」は、教科用図書山武

採択地区協議会が７月15日に開催されまして、本市教育委員会

を代表しまして、私が出席してきています。 

 構成市町は山武採択地区協議会の決定に基づきまして、８月

にかけて各市町の教育委員会の議決を受け、報告することとな

っております。議決の時期に差がありますことと、構成市町で

の審議中であることから、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。 

 また、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」、それから、報告第１号「情報漏えい（メールマガジン

登録者の個人アドレス流出）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、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。 
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（全員挙手） 

嘉瀬教育長  挙手全員。よって議案第１号、協議第１号、報告第１号は秘密

会といたします。 

                                     

   ◎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「平成29年度教科用図書の採択について」を議題

とします。学校教育課長から説明願いします。 

 

学校教育課長  資料に基づき、平成29年度教科用図書の採択について説明。 

 

※審査結果 原案のとおり可決 

                                     

   ◎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」

を議題といたします。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（３世帯３名）について説明。 

 

※審査結果 新規３世帯３名について認定。 

 

 

嘉瀬教育長   それでは、ここで秘密会を一旦閉じます。 

                                      

○協議第２号 

嘉瀬教育長  協議第２号「山武市立学校職員の人事評価に係る苦情の申出及

び取扱いに関する要網について」を議題とします。学校教育課長

から説明をお願いします。 

 

学校教育課長  それでは、要綱の３ページをご覧ください。協議第２号、山

武市立学校職員の人事評価に係る苦情の申出及び取扱いに関す

る要綱の制定についてです。 
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 提案理由ですが、千葉県市町村学校職員の人事評価に関する

規則の改正に伴い、この規則の取り扱い等について規定を整備

するため、人事評価に係る苦情の申出及び取り扱いに関する要

綱を定めたものでございます。なお、ここにございます千葉県

市町村学校職員の人事評価に関する規則につきましては、別刷

りホチキスでとめてある資料を配付させていただきましたので、

そちらをご確認ください。 

 ４ページをご覧ください。第１条、目的でございます。この

要綱は市町村学校に勤務する管理職を対象とした人事評価の実

施要綱及び市町村学校に勤務する職員を対象とした人事評価実

施要綱に基づき、山武市立学校に勤務する職員を対象として行

う人事評価について、苦情の申出及び取り扱いに関する手続き

等を定め、もって評価の公正・公平の確保に資することを目的

とするものでございます。 

 第２条、対象となる苦情については、公立学校職員の人事評

価の開示要領に基づき、職員が開示を受けた自分の目標申告シ

ート、業績総合評価または職務能力発揮シートの能力総合評価

もしくは総合評価とするということで、ただし、当該年度の評

価に限るということです。 

 苦情の申出までの手続き等については、第３条に書いてあり

ます。職員は開示された評価について、第二次評価者から説明

を受ける。職員は評価に疑問がある場合は、第二次評価者に再

説明を申し出る。３点目として、職員が再説明を申し出た場合、

第二次評価者は再説明を行う。 

 大きな２点目として、評価について納得できない職員は苦情

の申出をすることができることになっております。 

 申出の期間については、第４条に書いてあります。校長、副

校長及び教頭については、当該年度の３月31日までに、校長、

副校長及び教頭以外の職員については、３月20日までに提出し

なければならないというとしてあります。 

 申出をする者の服務等でございますが、本人については、職

務に専念する義務の免除を受けることができる。また、申出に

ついては、他の職員を同席させることもできるということから、

同席した職員の扱いは年次休暇とするということで、２点目に

書いてあります。 

 ５ページをご覧ください。申出内容の処理ということでござ

います。申出については、申出の記載内容等について、申出者、
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第二次評価者から事情を聴取し、助言するなど、必要な措置を

講ずるということで書いてあります。 

 第７条に苦情の審査委員会を設けるということになっており

ます。本市につきましては、４番目に書いてございますが、委

員長は教育部長、副委員長として学校教育課長、委員として指

導室長をもって充てるということにしたいと思います。 

 また、第８条に調査員を置くことになっております。この調

査員については、２名をもって充てるというような取り扱いに

したいと思います。 

 なお、第９条に委員会の審査会、それから第10条に秘密の保

持等について書いてあります。 

 ６ページをご覧ください。対応結果の通知と、その他という

ことで第16条まで載せてあります。 

 なお補足になりますが、先ほど別にお配りさせていただきま

した千葉県市町村立学校職員の人事評価に関する規則の一部改

正の主なものについて、別に綴じました６ページに参考資料と

いうことで、主な改正点ということで載せてありますので、あ

わせてご覧になっていただければと思います。 

 私のほうからは以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

嘉瀬教育長  ただ今、説明がありましたが、この件に関して何かご質問等

ございますか。 

 

五木田委員  手当が影響するものですから、この要綱の目的の１にありま

すように、どうか慎重に、公平に公正に、また客観的に取り扱

っていただきたいと思います。苦情が出ないような職場環境に

学校長は努めなきゃならないだろうと思いますけれども、いわ

ゆる職員が働きやすい環境づくりですね。そうすれば、こうい

う苦情なんていうのは出るはずがないし、評価も適切な評価。 

 この評価の内容については、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、５段階ですね。

この対象になるのは、ここでいうと、自分はＢだと思っている

のに、いわゆるＤをつけられたというような苦情だろうと思う

んです、具体的には。だけど、苦情を言う側にとっては、内容

を示していただかないと苦情は出ないわけだよね。具体的な内

容は示すんですか。その辺はちょっと私が聞きたいところなん

ですけど。 
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学校教育課長  ありがとうございます。先ほど、今、ご質問ありました評価

については、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階となります。標準は、

Ｂが標準というところでございます。 

 具体的な内容について、今、委員から示されますか、という

ところでございますが、まずは、第１段階の目標申告シートの

提出の際に本人が申告するわけですので、記載された内容が本

人にとってもこれは重要課題と捉えているか、また、それに対

して管理職は、このくらいは重要ではないのではないかという

ような話し合いを十分行い、目標を定めるに当たっての基準を

職員と管理職が十分意思疎通を図り、それをもとにスタートさ

せていただきます。具体的な評価については、やはりこれもま

た十分な面談を行いながら、目標申告のスタートした時と比べ

てどうかということを確認し、具体的な話をしながら進めてい

くというような形で対応していきたいというふうに思います。 

 なお、校長は、全職員との面接を実施するようなことになっ

ております。既に、補足ですが、本市においては提出、それか

ら面接等も19校全て終了したというようなことで聞いておりま

す。 

 

五木田委員  わかりました。結構です。 

 

嘉瀬教育長  今の件については、申出について第３条の中に（１）から

（３）の手続きを経た後に行うということで、二次評価者から

の説明とか再説明を求めるとかいうことが載っておりますので、

そういった手続きをした上でということだと思います。 

 今あったように、公平、公正な評価ということなんですけど、

評価者側の基準というのかな、評価基準というのがやっぱり一

定に保たれていないと、それぞれの評価者によってばらつきが

出ちゃうということはあると思うんですけど、そういう評価者

の研修みたいなものというのはあるんですか。 

 

学校教育課長  これまで、私たちももちろんなんですが、校長を対象とした

評価研修が二度、人事評価については行われました。なお、昨

日電話がありまして、夏休みに教育委員会の課長を対象とした

人事評価の研修会を実施したいという連絡がありました。県に

おいても初めての試みでありますので、その辺は大分慎重に取
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り組んでいるというようなところです。これまで校長について

は二度ほど人事評価研修が全体で行われております。私たちに

ついては８月の予定を含め、三度目になります。教頭について

も一度、実施しております。 

 

嘉瀬教育長  その他にご質問等はございますか。それでは、今回のこの案

件についてはよろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

嘉瀬教育長  それでは、本案件につきましては、原案のとおり了承いたし

ます。 

 

 

嘉瀬教育長  ここから秘密会としますが、報告第１号はプライバシーに関

することになりますので、担当職員以外の方はご退席ください。 

 

～担当以外の職員退席～ 

                                      

   ◎日程第６ 報告事項 

   ○報告第１号 

（報告第１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１号「情報漏えい（メールマガジン登録者の個人アド

レス流出）について」教育部長から、報告願います。 

 

教育部長  資料に基づき、情報漏えい（メールマガジン登録者の個人ア

ドレス流出）の内容を報告。 

 

 

嘉瀬教育長    それでは、ここで秘密会を解き、担当職員以外の入室を認め、

再開したいと思います。 

 

～担当以外の職員入室～ 

                                      

   ○報告第２号 

嘉瀬教育長  それでは再開します。報告第２号「市内小中学校運動会・体

育祭の出席について」学校教育課長から、報告願います。 
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学校教育課長  それでは、11ページをご覧ください。この９月、10月に行わ

れます運動会・体育祭の教育委員の皆様の出席について、ご確

認をお願いしたいということでございます。よろしくお願いい

たします。 

 

※話し合いの結果、出席者については、次のとおりとなった。 

 ９月10日土曜日 

 ・松尾中：小野﨑委員  ・蓮沼中：五木田委員  ・成東東中：今関委員 

 ・山武中：嘉瀬教育長  ・山武南中：髙柳委員 

 ９月17日土曜日 

 ・睦岡小：嘉瀬教育長  ・蓮沼小：五木田委員  ・山武西小：事務局対応 

 ・松尾小：今関委員   ・大平小：小野﨑委員 

 ９月24日土曜日 

 ・成東小：髙柳委員   ・鳴浜小：嘉瀬教育長 

 10月１日土曜日 

 ・緑海小：今関委員   ・日向幼稚園：髙柳委員 

 ・なるとうこども園：嘉瀬教育長  ・なんごうこども園：事務局対応 

 ・まつおこども園：小野﨑委員   ・おおひらこども園：五木田委員 

 10月８日土曜日 

 ・むつみのおか幼稚園：嘉瀬教育長 ・しらはたこども園：今関委員  

                                      

   ○報告第３号 

嘉瀬教育長  報告第３号「第11回さんむロードレース大会について」スポ

ーツ振興課長から、報告願います。 

 

スポーツ振興課長 それでは、報告第３号です。第11回さんむロードレース大会、

資料のほうですが、13ページから16ページまでとなります。 

 ロードレース大会ですが、こちらの参加の募集のほうを７月

１日、今月からですね、行っているところでございます。開催

日です。ことしの11月27日、日曜日です。雨天決行です。会場

ですが、蓮沼海浜公園、九十九里蓮沼ビーチパークという形で

ございます。開催場所につきましては昨年と同様という形でご

ざいます。 

 ゲストランナーをお招きしております。ことしにつきまして

はエリック・ワイナイナさん、こちらをお呼びする予定でござ

います。昨年度につきましては新谷仁美さん、こちらをお呼び

しているという形です。エリックさんにつきましては今回で
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３回目という形でございます。 

 詳細につきましては、このパンフレット、そのまま資料とい

う形で上げてございます。きのう現在までの申込者数です。き

のうまでで418名の申し込みが現在あるという形です。 

 こちら、山武市内の方が８名という、もともと市内よりも市

外の方のほうが圧倒的に多い事業でございます。説明は以上で

す。 

 

嘉瀬教育長  ただいまの報告については何かご質問等ありますか。 

 

五木田委員  確認ですけれども、市内の小中学生は無料ですよね。 

 

スポーツ振興課長 はい。 

                                      

   ○報告第４号 

嘉瀬教育長  報告第４号「平成28年度山武市青少年スリランカ派遣事業参

加者について」生涯学習課長から、報告願います。 

 

生涯学習課長  資料17ページをご覧ください。報告第４号、平成28年度山武

市青少年スリランカ派遣事業参加者についてということで、こ

ちらは平成28年７月24日日曜日から８月１日月曜日まで７泊

８日、スリランカのほうに派遣する参加者の報告するものでご

ざいます。 

 こちらの募集期間でございますが、４月８日金曜日から５月

９日までが募集期間でございました。募集対象でございますが、

山武市内に住所を有する中学生、高校生または山武市内の中学

校、高等学校に通う生徒10名ということで募集をいたしました。 

 応募総数でございますが、11名でございました。内訳といた

しまして、市内が７名、市外が４名でございました。こちらを

受けまして、面接及び選考会を５月14日土曜日、団長になりま

す小川教育部長、あとオリ・パラ戦略推進室長、そして生涯学

習課長、私のほうで面接と選考会を行ったところでございます。 

 決定した参加者は総数が10名でございました。男性４名、女

性６名でございます。内訳といたしまして、中学生５名、高校

生５名となりました。市内、市外の別でございますが、市内が

７名、市外が３名、市外の内訳でございますが、横芝光が２名、

大網白里市が１名でございました。 
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 学校別の区分でございますが、成東高校が３名でございまし

た。男性１名、女性２名、学年別でいきますと１学年が１名で

２学年が２名。千葉敬愛高校１名で、こちらは女性が１名で学

年は３年生でございました。あと、成田国際高校が１名で、女

性１名、こちらは学年は２年生でございました。中学校でござ

いますが、山武中学校が３名でございました。男性１名、女性

２名、学年別でいきますと１年生が２名に２年生が１名。続い

て山武南中学校が１名、こちら男性１名で、２年生でございま

した。あと成東中学校が１名、男性１名で１年生でございまし

た。 

 こちらの選考いたしました研修生に対して全４回の計画した

事前研修会を行ってまいりました。７月９日土曜日で第４回目

を終了したところでございますが、なお、この７月９日の最後

の研修会では、さる７月１日金曜日、バングラディシュの首都

ダッカ市内のレストランで発生した武装グループによる日本人

７名を含む約20名の事件を受けまして、スリランカにおける最

新情報について、教育長参加のもと、急遽、保護者にもお集ま

りいただいて説明会を開催いたしました。 

 今回、バングラディシュ事件を受けて、教育委員会といたし

ましては、週を明けた７月４日月曜日から、最新の情報をホー

ムページ等々、収集と対策の検討を開始いたしまして、具体的

にはオリンピック・パラリンピック戦略推進室と連携をとりな

がら、在スリランカ日本大使館、現地のＪＩＣＡ事務所の隊員、

外務省、あと旅行会社、こちら等からの情報を努めたところで

ございます。 

 総じて言えたことは、現地の現在の状況として、スリランカ

の治安状況に変化はないということで、また、スリランカでＩ

Ｓ等の活動が活発化している情報もないということであり、テ

ロ事件が発生する可能性は低いと思われるということでござい

ました。 

 一方、いつ、どこで何が起こるかわからない、こういう時代

であり時世であることから、スリランカに来られる際には日程

や連絡先等を家族と共有するとともに、外務省が推奨を依頼し

ております海外旅行登録、これ、「たびレジ」について登録す

るように推奨されたところでございます。 

 この「たびレジ」というものは、携帯電話、スマートフォン

にスリランカの宿泊先などを入力することによって、安否確認
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や現地大使館から発する最新詳細な情報を得ることができるシ

ステムでございます。こちらの登録方法についても当日、ご家

族含めて説明をさせていただきました。以上の説明を終了した

結果、全員参加の意向が確認されたところでございます。 

 以上がこちらの報告になります。 

 

嘉瀬教育長  スリランカの派遣事業について何かご質問等ございますか。

団長（教育部長）、何かありますか。大丈夫ですか。 

 

教育部長  安全に行ってきます。 

 

嘉瀬教育長  今、テロのお話がありましたけれども、現地で蚊、デング熱

と、それからまたスズメバチが発生している場所もあるという

ことで、テロ以外にもほかにもちょっと注意しなきゃいけない

点が幾つかあるということですけれども、何かあれば、そこは

避けて、安全を第一に進めていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

                                      

   ○報告第５号 

嘉瀬教育長  報告第５号「平成28年度山武市少年海外派遣事業参加者につ

いて」生涯学習課長から、報告願います。 

 

生涯学習課長  資料18ページをご覧ください。報告第５号、平成28年度山武

市少年海外派遣事業参加者についてということで、こちらはニ

ュージーランドの派遣についてでございます。 

 こちらにつきましては、５月２日月曜日から５月31日までを

募集期間といたしました。募集の対象は山武市内に住所を有す

る中学２年生・３年生及び高校生18名でございました。応募総

数は22名でした。内訳といたしまして、中学生が18名、高校生

が４名でございました。面接と選考会でございますが、６月

11日土曜日に織本室長でございますね、あと私と、あとこちら

は団長の金親教頭で面接を行ったところでございます。 

 学校別の内容でございますが、成東中学校が、２学年が６名

でございました。成東東中が２学年２名、３学年３名。山武南

中が１名。蓮沼が２学年が３名。松尾が２学年が１名。中学生

の計が２学年が13名、３学年が３名で16名。高校でございます

が、１学年が１名、２学年が１名ということで、２名になりま
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した。高校でございますが、こちらは２名ということでよろし

ゅうございましたね。 

 報告は以上でございます。 

 

嘉瀬教育長  こちらのほうはニュージーランドの派遣になりますが、これ

について何かご質問等ございますか。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

嘉瀬教育長  今回、高校生が入ったということで、ここ最近は中学校２年

生が主で、３年生の数は少なかったんですけど、ちょっと上の

子たちが入っていただいたということで、また少し様子が変わ

るかなと思います。 

                                      

   ○報告第６号 

嘉瀬教育長  報告第６号「松尾公民館ダンス振興事業について」松尾公民

館長から、報告願います。 

 

松尾公民館長  それでは、報告第６号として、松尾公民館ダンス振興事業に

ついてご説明申し上げます。 

 こちらの目的ですが、平成27年10月１日に開館した松尾公民

館はダンスに特化した施設であり、にぎわい創出を目的とした

ダンスによるまちづくりを実現するため、公民館主催による各

種ダンス講座やダンスイベントを開催しますということになっ

ております。 

 状況としましては、平成27年度に関しましては、こちら建設

を担当しました企画政策課が予算を計上していたので、そのま

ま執行していただき、平成28年度から松尾公民館ダンス振興事

業として講座とイベントを開催しているところであります。 

 ダンスの講座につきましては、４月からヒップホップの子ど

も向けキッズ講座を開講して、６月24日に全10回が終了してお

ります。４時クラスと５時クラス、小学校低学年対象で、それ

ぞれサークルが設立されました。６時から未就学児対象で行っ

ておりましたけれども、こちら少人数のためサークルは設立で

きませんでした。 

 サークル設立ですけれども、公民館は社会教育施設のため私

塾ができず、ずっと公民館がダンスの講座を同じ先生で行うこ

とができませんので、今回、鶴岡先生という女性の先生ですけ
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れども、この先生はサークルが立ち上がったということで、お

しまいになります。今後もいろんなダンスをやっていきますけ

れども、ずっと同じ先生ということにはいきませんので、一度

ダンス講座を行いまして、サークル設立を目的として行ってい

きます。 

 ５月、フラダンス講座がありました。この間７月15日で終わ

りましたけれども、今回２名しか参加がありませんでしたので、

サークル設立が市民５名以上という決まりがありますので、こ

ちらは成立いたしませんでした。 

 ６月に大人のヒップホップダンス初心者講座、こちら７月

12日に終わりました。夜間全６回開催いたしましたけれども、

皆さん働いている方が多くて忙しく、サークルの設立は未定で

す。 

 ８月は現在、区長回覧で回しておりますけれども、ゆったり

健康ダンス講座、こちらのほう毎週水曜日５回開催いたします。

現在、ご夫妻で申し込んだりして、８名ほど申込者がおります。 

 あと８月24日、ヒップホップダンスワークショップ、こちら

はサークルさんの先生からのご紹介で、ピノさんという男性の

ヒップホップダンサーの方をお呼びして、ワークショップを行

います。これはまだ詳細決まっておりませんので、決まり次第

インターネットを中心に募集をしていく予定です。 

 あと、今後は高校生対象のヒップホップ講座や学童クラブの

お子さんを対象としたヒップホップダンス講座、こちら夏休み

中に行う予定です。あと、平日の昼間、大人のヒップホップ初

心者講座、あと高齢者のゆったり健康ダンスもありますけれど

も、そのほかも高齢者対象のダンス講座、バレトン講座を予定

しております。特に平日の昼間、土日スタジオが空いている状

況なので、その時間帯に講座を開催していく予定です。 

 キッズに関しましては、４団体の利用と２団体新設で平日の

夕方が水木金と飽和状態のため、講座は行わない予定です。 

 続きまして、ダンスイベントに関しては、開館１周年記念イ

ベントを10月１日、２日予定しておりまして、資料を出したと

きに小春さんの日程が決まっていなかったのですけれども、こ

の後決まりまして、１日の土曜日にワークショップと、握手会

や写真撮影したりという交流会、こちらワークショップ２時間、

交流会１時間でという形で、時間が午前か午後か、そこまでま

だ詰めていないんですけれども、１日に行います。２日につき
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ましては、ダンス公民館のサークル利用者の方々と、松尾高校、

成東高校ダンス部の皆さんの発表会を行う予定です。 

 参考までに現行のキッズサークル、こちら記入してあります。

ＲＥＮＫＩさん、Ｇ→ｕｐ、ＰＡＳＳＩＯＮ、ＧＯＬＤ ＲＵ

ＳＨ、どちらも未就学児から入っておりまして、前回、昨年度

開館するときに、市内小中高生は無料で減免措置ということで

使用していただいておりますけれども、今後、未就学児のサー

クルが設立された場合でも市内小中高生と同様、全額免除で対

応する予定です。こちらは山武市教育委員会が管理する公民館

等施設の管理に関する規則第９条第１項第３号を適用して、減

免します。 

 １枚めくっていただきまして、ちょっと細かいんですけれど、

集計をとっております。公民館の使用状況です。最初、前年度

までのとり方で未就学児をとっていませんでした。４月、５月

は未就学児、一般に入っておりました。ちょっとそこを拾い切

れなかったんですけれども、６月から未就学児を拾い上げると

いうことでとってあります。 

 やはりヒップホップが多いんですけれども、詳細はちょっと

後で見ていただいてもらって、トータル利用者数が、スタジオ

が現在３カ月合計で3,171名です。うちダンスの利用者が

2,499名で、割合が78.8％となっております。ダンスの種類の割

合ですけれども、トータル３カ月でヒップホップが77％、フラ

ダンスが12.2％、ジャズダンス0.5、Ｋ－ＰＯＰ7.2、その他が

3.2％となっております。これ積み上げると100％になりません

けれども、四捨五入しておりますので、このような状況となっ

ております。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

 

嘉瀬教育長  松尾公民館のダンス振興事業について報告がありましたが、

何かご質問等ございますか。 

 

小野﨑委員  頑張っていますね。 

 

松尾公民館長  ありがとうございます。 

 

今関委員  小さい子のダンスはかわいいですね。 
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松尾公民館長  はい。小さい子の要望が結構ありまして、未就学児が入った

場合どうなるかという質問があって、こども園さんとか、あと

学童の先生のほうから、学童へ迎えに行って、このサークルに

来ている子が何人かいるらしいんですけど、いいなというふう

に見ているお子さんがいるということで、夏休みちょっとやっ

てみようかという話が今あります。ただ、昼間来れる先生を今、

探している最中なので、ただ、子どもたちは毎日来ております

ので、不定期でもいいかなということで、計画しております。 

 

今関委員  未就学児の地域というのは松尾の子たちなんですか。 

 

松尾公民館長  ばらばらです。鳴浜、南郷小の子が去年の企画政策課のイベ

ントに応募してきた子が多くて、その方たち中心なので、松尾

が中心というわけでもないです。 

 

今関委員  ありがとうございます。 

 

髙柳委員  年齢の一番下というのは何歳ぐらいですか。 

 

松尾公民館長  今、年中さんから公民館の講座をやったので、そんな感じ。

ただ、ご兄弟の子を連れてきて、一緒にやったりしているのを

見ますと、３つぐらいからでもやれるんじゃないでしょうか。

将来は有名ダンサーが出ることを祈って、頑張っております。 

 

髙柳委員  ご苦労さまです。 

 

嘉瀬教育長  よろしいですか。10月の小春さんは決定ですね。 

 

松尾公民館長  １日には来ますということで、はい、お願いしますと返事も

してきました。 

                                      

   ○報告第７号 

嘉瀬教育長  報告第７号「松尾公営塾について」松尾公民館長から、報告

願います。 

 

松尾公民館長  はい。報告第７号、松尾公営塾、仮称洗心塾についてご報告

します。何度もお話ししていますけれども、改めまして紹介さ
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せていただきます。 

 こちらの経緯ですけれども、平成27年７月、当初、松尾高校

生を対象とした公営塾の設置については、総務部市民自治支援

課が所管しておりましたけれども、その会場が交流センター洗

心館、当初は情報ステーションを予定しておりましたけれども、

一般の人が来るところでは支障がないでしょうということで、

農村環境改善センターのシルバー人材センター事務所がありま

して、生活研修室が妥当でしょうということで、こちらの松尾

公民館が引き受けることになりました。 

 松尾公民館はダンスのほうでも松尾高校ともつき合いがあり

ましたので、距離も近いし、こちらが調整することがいいので

はないかということで、去年の夏から公営塾の担当は松尾公民

館ということになっております。 

 当初の考え方ですけれども、公民館条例第３条に規定される

地域コミュニティの育成及び地域のにぎわい創出に関する事業

として位置づけました。松尾高校と連携して、松尾地域のにぎ

わい創出を目的として計画を開始いたしました。この背景と構

築方法につきましては、前回ご説明しておりますので割愛しま

す。 

 運営につきましては、先ほども言いましたけれども、生活研

修室としまして、机、パソコン等はＩＴ保健福祉センターで活

用されていた備品を使用し、講師への報償費などは必要最低限

度の計上を計画していましたが、地方創生の加速化交付金のほ

う、採択されましたので、続きまして、めくっていただいて、

加速化交付金のほうで、山武市として受けたグローバル人材育

成プラットフォーム事業における展開事業として公営塾事業経

費を頂戴しております。 

 こちらの経費としては、計画書にあります成田空港必要人材

の育成プログラム作成実行にかかわる経費、こちらは現在は

５人、成田空港関連企業へ就職し、通勤する人数が現行５人で

すけれども、平成32年までに25人まで増やすということを計画

しています。 

 また、高校生課題解決グローカルキャリア人材育成にかかわ

る経費、こちらはＳＧＨを受けた松尾高校生を中心に、国際的

な介護予防問題の解決ができる能力の養成、成田空港等への就

職へのキャリア教育を計画、実施する。こちらはキャリア形成

プログラムへの参加者数50名を目指すというふうに書かれてお
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ります。 

 以上から、グローバル化、国際社会への貢献から絶対的に必

要とされる英語、特に活用できる英会話が必須となる。ＳＧＨ

認定された松尾高校のテーマであるグローバルな介護予防問題

の解決方法、対策を学ぶ機会（講座等）が必要となる。松尾公

民館における公営塾では、この２つのカリキュラム実現により、

地方創生にかかわる公営塾の充実を図っていきます。 

 現在の状況です。これ、資料を提出した時点で７月６日でし

たけれども、６月10日に開講しました。金曜日は講座や自習指

導を松尾高校の前の校長の齋藤先生に入っていただいて、行っ

ております。金曜日以外は自習室として開放しております。

７月５日までの利用の合計トータルで54人、１日にしますと

2.4人となっております。今朝、調べてきたんですけれども、も

うちょっと増えておりまして、６月は平均2.3人でしたけれども、

７月に関しては１日平均2.8人となっております。 

 ちょっと男子生徒が多いんですけれども、先週15日の金曜日、

新たな女子、大学進学を目指す女の子２人も入りまして、最初

ちょっと嫌々そうだったんですけれども、講師のマエガワ先生

のロジカルシンキングの話をして、最初すぐ「帰る」とか「眠

てえ」とか言っていたんですけれども、私もずっといたんじゃ

なくて、何回か行ったり来たりしたんですけれども、最後のほ

うになったら前のめりになって聞いて、どの科目を勉強したら

いいのかとか、そういうふうに男子の子よりも女子のほうが積

極的に先生のほうに質問している状態で、これが少しずつ増え

ていくと、いい結果が出るんじゃないかなと思っております。 

 あと、予算のほうですけれども、イング総合計画株式会社へ

調査と運営業務を委託しております。今後、運営の委託のほう

ではカリキュラムに特化した教える人材を発掘、登用して講座

を開催してもらう予定です。調査に関しましては、塾の運営に

関する調査や地域や企業への調査を行い、講座運営にフィード

バックさせる形となっております。 

 予算が606万4,000円でしたが、執行は623万160円です。 

 コイン式のコピー機、これはかねてから高校生のほうからも

要望ありましたけれども、こちら設置いたしました。予算70万

2,000円、執行が64万6,000円。フルカラーコピーが50円、白黒、

あと２色カラー、１色カラー、こちらが１枚10円、用紙の大き

さ問わずやっております。一般の利用者の方はお年寄りが多い
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ので、まだ浸透していないんですけれども、高校生の子たちに

は好評です。 

 あと、職員の対応ですけれども、平日の自習室開放19時まで

開放します。今、夏休みに入りますので５時までですけれども、

学校をやっているときは19時まで開放します。施設管理の対応

が必要となってきますけれども、当初、シルバー人材センター

に委託を想定して予算を計上しましたが、毎日のことであり、

また利用者が高校生であり、不測の事態に備え、職員が対応す

ることとしました。時間外勤務手当も予算あまり計上していな

かったので、時間外勤務手当の削減と、あと職員のワークライ

フバランスを保つため、勤務時間の変更で対応します。子ども

たちが７時までいる平日につきましては、10時30分出勤、７時

15分退勤という形になります。 

 生徒が来る来ないにつきましては、予定表をお部屋に掲示し

てありまして、希望をとっております。あと、もし万が一予定

していなかった日に来た場合は時間外対応という形で考えてい

ます。 

 以上です。 

 

嘉瀬教育長  松尾公営塾に関して説明をいただきましたが、何かご質問等

ございますか。 

 

今関委員  高校生は何年生が多いんですか。 

 

松尾公民館長  今、来ている子は３年生しか来ていません。ただ、その子た

ちも受験とか就職試験とか、受験が終わっちゃうと、いなくな

っちゃう可能性があるので、あと今、３年生がメーンで来てし

まっているので、２年生、１年生が来れないんじゃないかとい

うのと、あと、２年生の部活の加入率が98％ぐらいと先生に聞

いているんですけど、なかなか高校生の皆さんアルバイトなん

かもあって忙しくて、それでもやっぱり勉強したいという、け

ど、塾にも行けないという子たちの受け皿になれればと思って

おります。３年生がいなくなれば２年生が来るかもしれない。

そういう状況です。 

 

髙柳委員  浸透していけば、多分大丈夫ですよね。 
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松尾公民館長  そうですね。はい。 

 

髙柳委員  やりたい子はいると思いますよ。いろいろ工夫されて、努力

されて、とてもいいと思います。 

 

松尾公民館長  ありがとうございます。 

 

嘉瀬教育長  金曜日の講座があるときと、ただ自習室だけのときとで何か

変わりますか。 

 

松尾公民館長  この間は新人の女の子が２人来ました。自習は同じメンバー

です。大体、定まっているメンバーは５人です。その子たちが

入れかわり立ちかわり来るという感じですね。 

 

嘉瀬教育長  コイン式のコピー機というのは、塾の部屋の中ですか。 

 

松尾公民館長  部屋の中じゃなくてロビーです。一般の方も使えるようにな

っています。 

 

嘉瀬教育長  わかりました。 

 

松尾公民館長  これも宣伝していって、近くにコンビニがないので、一般の

公民館を利用しない方でも使ってもらっていいかなというふう

に、にぎわい創出が条例で決まっていますので、コピー機でに

ぎわい創出。 

 

嘉瀬教育長  ほか、どうでしょう。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                     

   ○報告第８号 

嘉瀬教育長  報告第８号「行事の共催・後援について」教育総務課長から

報告願います。 

 

教育総務課長  それでは、資料の25ページをご覧ください。６月１日から

６月30日までの行事の共催及び後援についてでございます。行

事の共催については２件でした。後援については７件、合計
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９件でございました。 

 申請書については26ページから35ページまでに添付してござ

います。いずれも書類で審査いたしました結果、適正であると

いうことで承認をいたしております。 

 報告は以上です。よろしくお願いします。 

                                      

   ○報告第９号 

嘉瀬教育長  報告第９号「８月の行事予定について」各所属長から、報告

願います。 

 

※出席した各所属長から８月の行事予定について報告。 

                                      

   ○その他 

嘉瀬教育長  その他、報告すべき事項があればお願いします。 

 

指導室長     それでは、教育委員会ジャーナルのほうですが、まず１番目、

本日が１学期の終業式ということで、各学校のほう、１年生を

除いて登校日が71ということになるかと思います。 

 それから、抜かしまして４番目に、７月９日より中学校の郡

市総合体育大会ということで、３年生にとっては最後の大会が

今週末まで続くということで、この郡の大会に残ったチームが

その後、来週になりまして、県大会のほうに出場するというふ

うになります。 

 それから、会議・情報等の５番目の中の２つ目、南会津町の

小学生の農山漁村交流ということで、６月23と７月６日、２回

に分かれて、向こうから125名の５年生がこちらを山武市のほう

を訪問いたしました。本市のほうでは南郷小それから成東小、

蓮沼小の同じ５年生が交流を２日目の日に図りました。 

 残念ながら、予定していた地引き網のほうなんですが、最初

の分は雨、残念ながら２回目も天候不良、天候というか、波が

高いということで地引き網は中止になりまして、それ以外、砂

遊びをしたり、ドッジボール、それからバーベキュー、それを

通して交流を深めました。 

 以上です。 

 

嘉瀬教育長  他にございますか。他に報告すべき事項が特になければ、定

例会のほうはこれで終わりにしたいと思いますが、よろしいで
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すか。 

 

 （「はい」の声あり） 

嘉瀬教育長  それでは、以上をもちまして、教育委員会第７回の定例会を終

了といたします。お疲れさまでした。 

                                      

   ◎閉会  午前11時48分 

 


