
－1－ 

平成28年山武市教育委員会第４回定例会会議録 

 

日  時  平成28年４月22日（金）午前９時30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 委員長 小野﨑 一男 

議  題  議決事項 

議案第１号 平成28年度山武市奨学資金の貸付けの決定について 

議案第２号 山武市学校事務共同実施要綱の一部を改正する告示に

ついて 

議案第３号 山武市社会教育委員の委嘱について 

議案第４号 山武市文化財審議会委員の委嘱について 

議案第５号 山武市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

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（春）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 教育委員の園・学校訪問について 

協議第４号 市内幼・小・中・こども園運動会・体育祭への出席に

ついて 

報告事項 

報告第１号 平成28年度園児・児童・生徒数について 

報告第２号 平成28年度小・中学校の少人数指導講師・支援員・心

の教室相談員の配置について 

報告第３号 平成28年度東上総教育事務所の訪問について 

報告第４号 平成28年度山武市校長会の役員について 

報告第５号 平成28年度山武市青少年スリランカ派遣事業計画につ

いて 

報告第６号 山武市歴史民俗資料館での事故報告について 

報告第７号 行事の共催・後援について 

報告第８号 ５月の行事予定について 

 

出席委員  委員長      小野﨑 一男 

      委員長職務代理者 髙柳 善江 

      委員       五木田 孝義 

      委員       今関 百合 

      教育長      嘉瀬 尚男 
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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 

生涯学習課長 越川 正 

スポーツ振興課長 所田 吉泰 

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 

学校給食センター所長 松﨑 和 

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 

子育て支援課主幹 有井 實 

 

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 

○小野﨑委員長が挨拶し、午前９時30分開会を宣する。 

                                      

◎日程第１ 会議録署名人の指名 

○小野﨑委員長が議長となり、五木田委員を指名する。 

                                      

◎日程第２ 会議録の承認 

小野﨑委員長  平成28年教育委員会第３回定例会、第１回臨時会、第２回臨時

会、第３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） 

小野﨑委員長  異議が無いようなので、平成28年教育委員会第３回定例会、第

１回臨時会、第２回臨時会、第３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 

小野﨑委員長  教育長報告。教育長からお願いします。 

 

教育長  それでは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。３月18日から４月22日までの内容でございます。この資

料に沿って順に報告いたします。 

 ３月18日、大平小学校の卒業式に出席しております。 

 22日、園長会議並びに校長会の送別会がございました。 

 23日には、山武郡市広域行政組合教育委員会の第１回定例会が、

東金市の山武郡市振興センターで開催されました。 

 24日、臨時校長会議とありますが、先生方の内示でございます。 

 25日、藤本育英会さんが来庁いたしました。これは、毎年中学

校に楽器その他を寄附していただいております。その目録をいた

だきました。最初、教育長室に来ていただいたんですが、その後、

市長室に移動しまして、市長に目録を手渡していただいておりま

す。その後、しばらく懇談をいたしました。 

 同日、地方創生加速化交付金事業打ち合わせ。これは新たに加

速化交付金が交付になるということで、今後の進め方について打

ち合わせを行いました。 

 27日から30日までの間ですが、記載のとおり予定が入っており

ましたが、都合により欠席をさせていただいています。 
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 31日、教育部の卒業式、記念撮影とありますが、今回、７名の

退職者、それから３名の退任者がおりまして、教育部では卒業式

という形で行っております。その後、辞令交付が市長室でござい

まして、続いて離任式が行われています。 

 ４月１日、朝一番で校長先生方の辞令交付がございました。そ

の後、教育部関係並びに部長関係の辞令交付、そして年度初め式、

庁議という形で続いております。午後には第１回の臨時校長会議

が開催されました。 

 ３日の食虫植物群落を守る会の総会は欠席をさせていただいて

います。 

 ５日、地方創生打ち合わせ、これは先ほど報告しました加速化

交付金について、教育部の中で主に公営塾、英語教育、ダンス関

係、それから人材育成のプラットホームの事業が教育にかかわっ

ているところでございます。 

 同日、行政組合の教育委員会来庁ということで、これは年度が

変わったのでご挨拶に来ていただきました。午後には、教職員の

合同着任式、これは委員の皆様とともに出席したものでございま

す。 

 ７日は成東東中学校の入学式、８日は豊岡小学校の入学式に出

席しています。 

 ９日、みどりみ子ども教室の開級式、子ども会連絡協議会の総

会、青少年相談員連絡協議会総会・懇親会と事業が続いておりま

して、全ての時間出られたわけではないですが、少しずつ顔を出

させていただきました。 

 11日は日向幼稚園の入園式に出ております。 

 12日、第１回目の校長会議、それから市町村教育長会議という

ことで、千葉県の教育会館で県の今年度の方針等の説明を受けて

まいりました。 

 同日、小中学校校長会の歓迎会が行われ出席しております。 

 15日は都市教育長協議会ということで、県内の市の教育長の会

議、総会が千葉市で行われました。 

 16日はスポーツ推進員の総会でございます。総会では委嘱状の

交付をさせていただきました。 

 19日、午前中にグラウンドゴルフ協会の定期総会に出席し、午

後には東上総教育事務所管内教育委員会の教育長会議がございま

した。 

 20日、内閣官房、内閣府、国土交通省、ＪＩＣＡ等、市長、副
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市長、教育部長、オリ・パラ室長とともに訪問してきています。 

 21日、昨日ですが、ここにある６月補正予算の部内ヒアリング

は、特に補正がないので行われておりません。午前中には教職員

組合の山武支部の新しい書記長が挨拶に見えましたので、対応い

たしました。午後、日本クリケット協会の会長が来庁し、ご挨拶

をしております。市長、副市長と一緒に懇談をいたしました。今

年度、さんぶの森のあららぎ館の奥のグラウンドで、クリケット

の大会が行われます。年間にすると10回以上の試合が組まれてお

ります。また改めてご案内しますが、そういった関係のご挨拶と、

大会に使用するグラウンドにぜひクリケットのピッチをつくって

もらいたいというような要望が出てきておりました。 

 そして本日ですが、この定例会、午後には山武地区の教育委員

会連絡協議会の表彰者選考会・理事会、そして教育長会の総会が

予定されています。報告は以上でございます。 

                                      

小野﨑委員長  議案第１号「平成28年度山武市奨学資金の貸付けの決定につい

て」、議案第３号「山武市社会教育委員の委嘱について」、議案

第４号「山武市文化財審議会委員の委嘱について」、議案第５号

「山武市スポーツ推進審議会委員の委嘱について」、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（春）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） 

小野﨑委員長  挙手全員。よって、議案第１号、議案第３号、議案第４号、議

案第５号、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 

（議案第１号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

小野﨑委員長  議案第１号「平成28年度山武市奨学資金の貸付けの決定につい

て」を議題とします。提案理由を教育総務課長から説明願いしま

す。 
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教育総務課長  資料に基づき、新規申請者１名及び継続貸付者６名について、

説明。 

 

審査概要 

・新規申請者については、貸付条件及び選考基準に基づき、申請書類を審査。 

・継続貸付者については、成績証明等の書類を審査。 

 

※審査結果 新規申請者１名・継続貸付者６名について 貸付決定 

 

 

小野﨑委員長  ここで一旦、秘密会を解きます。 

                                      

○議案第２号 

小野﨑委員長  議案第２号「山武市学校事務共同実施要綱の一部を改正する告

示について」を議題とします。提案理由を学校教育課長から説明

願いします。 

 

学校教育課長  別添のホチキスでとめてある資料をご覧ください。議案第２号

「山武市学校事務共同実施要綱の一部を改正する告示について」

説明をさせていただきます。 

 これは、山武市学校事務共同実施要綱を次のように改正するも

のでございます。提案理由ですが、組織の代表及び共同実施運営

委員会の委員において、実務上の事業運営の組織に支障を来すた

め、改正するものでございます。 

 ２枚目の新旧対照表をご覧ください。実施要綱の第２条の第

４項に、現行では「共同実施組織の代表者は、拠点校の事務職員

とする」と書いてございます。これまで、拠点校の事務職員がそ

の代表を務めておりましたが、人事異動等により、拠点校の事務

職員が代表を務めることが厳しい状況も出てきております。また、

今後もそのようなことが考えられることから、「拠点校の校長が

指名した事務職員とする」に改正をお願いするものです。同様に、

第６項にあります共同実施運営協議会の委員についても、「指名

した事務職員」に改正をお願いするものです。以上、よろしくお

願いいたします。 
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小野﨑委員長  ただ今説明がありましたが、これについてご質問等はあります

か。 

 

五木田委員  １つよろしいでしょうか。事務共同実施というのはどういう内

容なのでしょうか。具体的に教えていただきたいと思います。 

 

学校教育課長  事務の共同実施は、複数の学校の連携による学校事務共同組織

を確立して、学校事務機能の強化と学校運営に関する支援を行う

ことを目的としています。拠点校として成東中学校にお願いして

おりますが、平成27年度末の人事異動によりまして、これまで拠

点校の代表を務めていたベテランの職員が移動となり、また、新

たに着任された事務職員が、管外からおみえになったということ

から、これまで共同実施組織の代表者は拠点校の事務職員として

おりましたが、組織全体を動かす中で、共同実施組織の代表者は、

拠点校の校長が指名した職員ということに変更し、現在成東中学

校に在籍している職員ではなく、市内全体を見渡した中で、運営

できる事務職員を拠点校の校長が指名する形をとらせていただき

たいというような変更をお願いしたいということです。 

 

五木田委員  わかりました。 

 

小野﨑委員長  その他、よろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

小野﨑委員長  それではお諮りいたします。本議案に賛成する委員の挙手をお

願いします。 

 

（全員挙手） 

小野﨑委員長  挙手全員。よって、本議案は原案のとおり可決します。 

 

 

小野﨑委員長  それでは、ここから秘密会とします。 

                                      

○議案第３号 

（議案第３号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

小野﨑委員長  議案第３号「山武市社会教育委員の委嘱について」を議題とし

ます。提案理由を生涯学習課長から説明願います。 
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生涯学習課長  資料に基づき、委嘱する11名について説明。 

 

※審議結果 原案のとおり可決。 

                                      

○議案第４号 

（議案第４号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

小野﨑委員長  議案第４号「山武市文化財審議会委員の委嘱について」を議題

とします。提案理由を生涯学習課長から説明願います。 

 

生涯学習課長  資料に基づき、委嘱する６名について説明。 

 

※審議結果 原案のとおり可決。 

                                      

○議案第５号 

（議案第５号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

小野﨑委員長  議案第５号「山武市スポーツ推進審議会委員の委嘱について」

を議題とします。提案理由をスポーツ振興課長から説明願います。 

 

スポーツ振興課長 資料に基づき、委嘱する３名について説明。 

 

※審議結果 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） 

小野﨑委員長  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。学校教育課長から説明をお願いします。 

 

学校教育課長  資料に基づき、新規申請分（10世帯13名）、継続申請分（47世

帯73名）について説明。 

 

※審査結果 新規10世帯13名及び継続申請分37世帯55名について認定。 
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   ○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） 

小野﨑委員長  協議第２号「平成28年度（春）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、表彰候補者８名について説明。 

 

※協議結果 原案のとおり推薦することを了承。 

 

 

小野﨑委員長  ここで秘密会を解きます。 

                                      

   ○協議第３号 

小野﨑委員長  協議第３号「教育委員の園・学校訪問について」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、11ページをご覧ください。教育委員による園・学校

訪問について提案をさせていただきます。 

 11ページに、ねらい、当日の日程、訪問者、当日の資料等につ

いて書かせていただいてございますので、ご覧いただきたいと思

います。 

 続いて、12ページ、今年度の訪問計画の案を記載させていただ

いてございます。12ページをご覧ください。５月18日に山武中学

校の訪問を予定させていただいておりますが、この訪問について

は、東上総教育事務所の所長訪問日と同一日となりますので、教

育事務所の日程に合わせての訪問を予定させていただいておりま

す。続いて、９月21日に松尾中学校、10月19日に山武西小学校、

11月16日になんごうこども園を予定しております。 

 現在のところ、小学校１校、中学校２校、こども園１園を予定

しているところでございますが、６月、７月の訪問についてご協

議願います。定例の開催日が毎月第３水曜日ということから、

６月については15日、県民の日となります。また、７月について

は20日となりますので、終業式の日ということで、ちょっと学校

の訪問が厳しいような状況がございます。もしこの場でご検討い

ただければ、開催日を検討していただき、学校訪問を少しでも多
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くの学校に行ければと考えております。 

 以上、提案です。よろしくお願いいたします。 

 

小野﨑委員長  ただ今説明いただきましたが、それぞれ平成28年度の予定につ

いては、これは定例会の日なので、予定を入れておいていただき

たいと思います。 

 それでは６月、７月は、いかがでしょうか。 

 

五木田委員    定例会の日程ですが、昨年同様、第３水曜日を原則としますか。

どうですか。 

 

鈴木主査補  事務局としては一応、そのつもりでおります。 

 

五木田委員  予定は組んでありますか。 

 

鈴木主査補  はい。日程としては押さえてはあるんですが、先ほど学校教育

課長からあったように、６月は県民の日、７月は終業式と重なっ

てしまうということでしたので、もし日程をずらせるのであれば

と考えております。 

 

五木田委員  定例会は第３水曜日を基準としてですね。 

 

鈴木主査補  はい。 

 

小野﨑委員長  では、６月、７月は第４週にしますか。どうでしょうか。 

 

髙柳委員  ７月の第４週にすると休みになってしまいます。 

 

今関委員  夏季休業中ですね。 

 

小野﨑委員長  それでは、６月、７月は訪問しないこととしますか。また機会

があったら、公開授業とか東上総教育事務所が来る時などがあっ

たら、その時をどこか当てはめて、一緒に見てもらうとかとすれ

ばできますよね。 

 

学校教育課長   この後の報告事項で、東上総教育事務所の訪問等もございます。

訪問日程等を提示し、参加が可能であれば一緒に訪問することで
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検討していきます。 

 

小野﨑委員長  東上総教育事務所の訪問がありますよね。ですから、そのとき

に６月、７月で皆さんの都合のいいときは行ってもらうというふ

うにして、教育委員会では６、７月の第３週の訪問はなしという

ことでどうでしょうか。よろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

小野﨑委員長  では、そのようにして進めてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。今、日程が入っているところは、

皆さん予定をしておいていただきたいと思います。こども園は、

なんごうが11月16日ということになっていますので、よろしくお

願いします。 

                                      

   ○協議第４号 

小野﨑委員長  協議第４号「市内幼・小・中こども園運動会・体育祭への出席

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、13ページをご覧ください。市内の幼、こども園、小

中学校の運動会・体育祭への出席でございます。 

 今回の協議につきましては、５月、６月に実施されます運動

会・体育祭についての参加のご確認をお願いしたいと思います。

次のページ、14ページに市長、副市長の参加を書いてございます

が、まだ決定ではございません。今現在、確認をとっているとこ

ろでございます。 

 なお、昨年から、運動会・体育祭の参加について、開会式での

ご挨拶は省略させていただいて、申しわけございませんが、紹介

のみという形でお願いしたいと思います。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

 

小野﨑委員長   日程が５月28日、大富が６月４日ということで６校ありますの

で、それぞれ分担をしていければと思いますが、よろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

※協議の結果、出席者については、次のとおりとなった。 
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 ５月28日土曜日 

 ・山武北小：嘉瀬教育長 

 ・豊岡小：五木田委員 

 ・日向小：今関委員 

 ・成東中：小野﨑委員長 

 ６月４日土曜日 

 ・大富小：髙柳委員 

 なお、５月28日の南郷小については、指導室で対応する。 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第１号 

小野﨑委員長  報告第１号「平成28年度園児・児童・生徒数について」学校教

育課長から、報告願います。 

 

学校教育課長  それでは、15ページをご覧ください。 

 初めに、訂正で申しわけございません。小学校の一覧が書いて

あります隣に「平成28年３月18日」と書いてございますが、４月

１日現在の児童生徒数でございますので、４月１日に訂正をお願

いしたいと思っております。 

 幼稚園・こども園につきましては、昨年度と比べますと53名の

減、小学校につきましては105名の減、中学校については59名の

減という状況になってございます。 

 なお、この部分に、小学校、中学校については学級数を書いて

ございますが、あくまでも標準学級数でございますので、現在、

実際は弾力的な運用等を使いながら展開しておる学校がございま

す。小学校で、このほかに６学級、中学校では４学級、増えてい

るという状況でございます。 

                                      

○報告第２号 

小野﨑委員長  報告第２号「平成28年度小・中学校の少人数指導講師・支援

員・心の教室相談員の配置について」学校教育課長から、報告願

います。 

 

学校教育課長  それでは、16ページをご覧ください。 

 少人数指導講師・心の教室相談員・支援員、それぞれ市で雇用

している職員でございます。人数は昨年度と変動はございません。

同じになっております。 
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 それぞれ、少人数指導講師については、昨年度と変わった学校

が１校ございます。10番の蓮沼小に、新たに髙橋を配置しました。

昨年度、配置しておりました大平小は、今年度、なしという状況

でございます。あと、人員異動の関係で南郷小に廣田がおります

が、これまでは、今回、松尾小に行った職員の洞口、松尾小にい

た髙橋が蓮沼小という異動になっております。学校としては、大

平小についていた職員がいなくなり、蓮沼小に異動となりました。

大平小については、県からの講師が派遣されましたので、このよ

うな対応をさせていただいております。 

 続きまして、心の教室相談員でございます。これについては、

成東中、山武中が退職された関係で、新たに伊藤、山武中は原と

いう新たな相談員を配置させていただいております。 

 支援員についてでございます。松尾中ですが、人数的には、山

木森、池田の２人が入っておりますが、雇用の関係で１週間を

２日と３日に分けて勤務していただいているような状況でござい

ますので、人数的には１名増えておりますが、雇用内容的には同

じというところでございます。 

 なお、豊岡小の酒井については、これまでこども園に勤務して

いた職員でございます。松尾小の石橋については、これまで豊岡

小に勤務していた職員です。異動ということでお願いしてござい

ます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

小野﨑委員長  何かお聞きすることはありますか。 

 

髙柳委員     １つ、関連でなんですが、カウンセラーは、今、中学校は全部、

入っているんですか。 

 

学校教育課長  入っております。配置されております。 

 

髙柳委員  中学校だけでしょうか。 

 

学校教育課長  中学校だけです。 

 

髙柳委員     毎日ではなくて、何校かにかけてやっていますか。週１回とか。 

 

学校教育課長  週１日ですね。 
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小野﨑委員長  よろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

小野﨑委員長  ありがとうございました。 

                                      

○報告第３号 

小野﨑委員長  報告第３号「平成28年度東上総教育事務所の訪問について」学

校教育課長から、報告願います。 

 

学校教育課長  それでは、東上総教育事務所の訪問について、17ページをご覧

ください。 

 上段に、学校順で所長訪問、指導室訪問を書かせてもらいまし

た。今年度は所長訪問が９校、指導室の訪問が10校となっており

ます。下段に、日にちを追っての訪問日をまとめさせていただい

ております。 

 なお、所長訪問には、教育長、課長、それぞれ小中学校の担当

主幹が訪問させていただきます。指導室の訪問は、教育部長、室

長、小中学校担当と田村指導主事が同行させていただきます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

小野﨑委員長  協議第３号の教育委員の園・学校訪問の件で、６月、７月は教

育委員の訪問を行わないことになったので、東上総教育事務所の

訪問は、事前に言っておけば一緒に訪問することは可能なんです

よね。 

 

学校教育課長  教育委員の皆様にご都合を聞いて、事前に連絡をとれば可能か

とも思いますので、それぞれの日程を確認させていただければと

思います。 

 

小野﨑委員長  可能ということであれば、実際に訪問する日程については、後

ほど確認することにしたいのですが、よろしいですか。 

 

学校教育課長  はい。その場合ですが、所長訪問に合わせていただくことでよ

ろしいでしょうか。指導室の訪問というと１日の訪問になります

ので、所長訪問であれば午前中、午後ということで分けておりま

すので、所長訪問でお願いできればと思います。 
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小野﨑委員長  それでは、それぞれ訪問があると思いますが、よろしくご指導

いただきたいと思います。 

 

 

小野﨑委員長  それでは、ここで10分の休憩をとりたいと思います。 

                                      

 

（休憩 午前９時40分から午前９時50分まで） 

 

小野﨑委員長  それでは、再開いたします。 

                                      

○報告第４号 

小野﨑委員長  報告第４号「平成28年度山武市校長会の役員について」学校教

育課長から、報告願います。 

 

学校教育課長  それでは、18ページをご覧ください。山武市校長会の役員でご

ざいます。会長に松尾小学校の南風野校長、副会長に蓮沼中学校

の植草校長と大富小の安川校長が、庶務、澤畑校長、会計、豊岡

小の谷校長となっております。ご覧になっていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

小野﨑委員長  ただ今報告がありましたが、何か質問等はありますか。 

 

教育長  補足ですが、成東東中の齊田校長先生が今回、山武郡市の副会

長になっています。 

 

五木田委員  山武郡市の副会長ですか。山武郡市の会長はどなたですか。 

 

学校教育課長  東金中の野口校長。副会長は、中学校が齊田校長と、小学校が

福岡小の石川校長、庶務に２名、緑海小の内田校長と中学校が大

網中の鈴木校長。会計が大総小の實川校長と九十九里小の佐瀬校

長です。 

 

小野﨑委員長  各校長先生も大変ですけど、ご協力を願いまして、社会教育委

員も関係するし、学校給食センターの運営委員、あるいは図書館
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協議会委員や文化会館運営協議委員にも関係しますので、各校長

先生との連携もとっ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 

小野﨑委員長  報告第５号「平成28年度山武市青少年スリランカ派遣事業計画

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19ページをご覧ください。報告第５号になります。こちら

は昨年度から始まりましたオリ・パラ事業として、今年度、平成

28年度山武市青少年スリランカ派遣事業計画についてご報告する

ものでございます。 

 去る４月６日水曜日に、市内の中学校及び松尾高校及び成東高

校へ募集要項、パンフレット等を配付いたしました。 

 ４月８日金曜日から、募集の受付を生涯学習課窓口で開始して

おります。 

 ４月22日金曜日、本日でございますが、保護者向けの事業説明

会をのぎくプラザで実施いたします。午後７時からになります。 

 ５月９日月曜日、募集の締切をいたします。 

 ５月14日、選考会を行います。面接を実施いたします。面接官

は教育部長、生涯学習課長、私になります。あと、東京オリンピ

ック・パラリンピック戦略推進室長となります。 

 ５月15日日曜日から21日土曜日、先遣隊を派遣いたします。こ

ちらは教育部長、東京オリンピック・パラリンピック推進室の職

員で向かいますが、この目的は、８月、本番に実施する前に、道

路状況等の確認と研修先の事前のご挨拶をすることになっており

ます。安全性の確認等も行ってくるのも一つの目的になります。 

 ５月23日月曜日、研修生の決定をいたします。団長、事務担当

もあわせて決定いたします。 

 ６月３日金曜日が第１回目の事前研修になりますが、結団式を

行います。 

 ６月11日土曜日は第２回目の事前研修。研修は全部で４回行い

ます。６月26日が第３回目の研修、次のページに移りまして、

７月９日土曜日が第４回目の研修、ここで渡航日の最終決定等を

行います。 

 ７月24日日曜日から８月１日までで、７月24日が出発式、帰っ

てきまして８月１日に帰国式を行い、８月19日金曜日に第１回の
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事後研修会を行います。 

 その後、４回の研修の中で、研修生とともにもう一度、報告会

をするかどうか、さらに充実させるためにはどうしたらいいかも

含めながら行っていくわけですが、昨年の例ですと２回の研修を

行ってまして、例えば生涯学習振興大会の中での報告等がありま

したので、今の段階では未定なんですが、この辺も含めて詰めて

いくというところが今の計画になります。 

 以上でございます。 

 

小野﨑委員長  ご質問等、お聞きすることはありますか。 

 

教育長  応募状況はどうなっていますか。 

 

生涯学習課長  現在までのところ、１件、行こうかなという打診、行きたいと

いう感じの意向の人は聞いておりますが、それ以降はまだ直接ご

連絡はいただいておりませんので、今日が一つのポイントになっ

てくるかなと思われます。 

 

小野﨑委員長  先遣隊は何名、行かれるんですか。 

 

教育部長  ３名です。 

 

今関委員  去年の参加はどんな状況だったのでしょうか。 

 

生涯学習課長  去年は10名定員のところ、８名でした。 

 

小野﨑委員長  では、たくさん応募があって、定員数で行かれることを期待し

ています。 

                                      

○報告第６号 

小野﨑委員長  報告第６号「山武市歴史民俗資料館での事故報告について」生

涯学習課長から、報告願います。 

 

生涯学習課長  はい。資料21ページをお開きください。報告第６号、山武市歴

史民俗資料館での事故報告について。 

 発生日時、平成28年４月３日日曜日、午前10時47分。発生現場、

歴史民俗資料館内の階段。負傷者、千葉市稲毛区在住、女性72歳。 
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 概要でございます。午前10時ごろ、童謡作家、斎藤信夫企画展

に65歳以上６名の小団体で来館され、施設２階の鑑賞を終え、

10時47分、１階に降りる際、階段中央の踊り場（地上１メートル

程度）から階段を踏み外し転落した。職員は、直ちに救急車の要

請をした。当初、負傷者は嘔吐等もあったため、体は動かさずに

救急隊員の到着を待った。11時５分、救急隊員が到着し、負傷者

は東千葉メディカルセンターに移送された。翌日の４月４日月曜

日に団体の一員であった方に様態を確認したところ、ＩＣＵで治

療中であり、頭蓋骨骨折、内出血の診断とのことであった。なお、

事故当日、団体の一員から踊り場と階段の色が同一色であること、

手すりの幅が広いことについて安全上の指摘があったことから、

再発防止のため、４月５日火曜日、足元の注意喚起の表示を３枚

設置し、設計業者と改善策についての検討を開始しました。なお、

ここには記載がありませんが、４月12日にいま一度、電話で確認

したところ、そのときＩＣＵはもう出られて、意識は戻られて、

12日からは２週間程度は様子を見ているという回答を知り合いの

方からいただきました。 

 以上でございます。 

 

小野﨑委員長  質問ですが、知り合いの方ということですが、家族の方の話は

ないんですか。 

 

生涯学習課長  お一人でお住まいということで、知り合いの方というのは、一

緒にいられた方が、間柄はわからないんですが、お名前はちょっ

と異なっておりましたので、おそらく姉妹か、そのような方と市

側はやりとりさせていただいております。ご家族の方は直接はお

りません。 

 

小野﨑委員長  あと、お聞きすることはありますか。よろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

小野﨑委員長  事故がないように気をつけていただきたいと思います。 

                                      

○報告第７号 

小野﨑委員長  報告第７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。 
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教育総務課長  それでは、22ページをご覧ください。こちらは３月に承認にな

りました行事の共催及び後援についてのご報告をさせていただき

ます。 

 記載のとおり、共催は１団体、後援が５団体ございまして、書

類等審査の結果、適正だということで、それぞれ承認してござい

ます。そのときの申請書類、行事の内容につきましては、23ペー

ジ以降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。 

                                      

○報告第８号 

小野﨑委員長  報告第８号「５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５月の行事予定について報告。 

                                      

   ○その他 

小野﨑委員長  その他に報告することはありますか。はい。松尾公民館長、お

願いします。 

 

松尾公民館長  急な話ではありますが、菅原小春さん、世界的に有名な山武市

出身のダンサーですけれども、23日、24日、この土日で熊本地震

に対するチャリティーイベント、ワークショップを行いたいとい

う要望が18日月曜日、休館日だったんですけど、私の携帯電話に

ありました。19日火曜日から動き始めまして、山武市教育委員会

と山武市も共催という形でお手伝いさせていただくことになって

おります。23日土曜日、24日日曜日、両日とも２回、行いまして、

第１回目の時間が午後１時から午後２時半まで、第２回目が午後

３時半から午後５時までという形になっております。 

 各回の申込者は、土曜日の１回目が70人、２回目も70人、日曜

日の１回目が65人、２回目も65人という形で駐車場等の混雑が考

えられますので、松尾ＩＴ保健福祉センター、空港シャトルバス

の駐車場、まつおこども園等に駐車場をお借りしたいと電話で依

頼してあるところです。 

 何分急なことでしたので口頭での報告になってしまいましたが、

どうぞよろしくお願いいたします。 
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小野﨑委員長  チャリティーとのことですが、お金は取るんですか。 

 

松尾公民館長  参加者から3,000円いただいて、その全額を、どうも熊本で被

災地支援をされている方で知り合いがいるようで、その方に送金

するという話でした。 

 

小野﨑委員長  わかりました。その他、ありますか。どうぞ。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課からご報告ということで、ブラジルからのサッ

カークラブチーム（Ｕ－13）の受け入れについてでございます。 

 昨年、12月補正予算の時点でブラジルから地域クラブチームが

来てという形で予算の補正をご説明して、一旦、設けた形でござ

います。ただ、現地ブラジルの諸事情によりまして、事業の実施

にはならなかったんですが、今回、国際スポーツ文化交流協会代

表理事、林さんが、前回、実施ができなかったということから再

度、現地に行かれて違うクラブチームを当たっていただいて、来

るチームがありますというオファーがございました。やっぱり有

名なチームでもございますので、市内の子どもたちと一緒になっ

てサッカーをやっていただくとか、さらには技術の習得に対して

すごく有意義と我々も考えておりますので、このオファーを受け

ながら実施していきたいという考えでございます。 

 予算ですが、トップアスリートスポーツ教室事業というものが

ございます。まさにトップアスリートでございますので、この中

で対応しようと現在、考えているところでございます。 

 

五木田委員  何名来られるんですか。 

 

スポーツ振興課長 選手が17名、スタッフが３名、通訳を兼ねてコーディネーター

が１名で、合計21名の予定でございます。 

 受け入れの期間は、今は予定ですけれども、７月23日から８月

２日の間で７日間を予定しています。７日間で全部、到着して帰

国となりますので、実質、こちらの山武市内でいろんなイベント

云々になりますと５日間でございます。 

 チームの詳細ですが、お手元に配布させていただいた、この資

料に書いてございます。申しわけありませんが、こちらを読んで

いただければと考えております。地図がないとなかなか難しいと

思うんですが、場所は、サンパウロのちょっと南側といいますか、
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隣の州にあるチームでございます。名前がアトレチコ・パラナエ

ンセで、セリエＡで活躍しているチームです。 

 余談ですが、練習のサッカーグラウンドを10面、持っていたり

して、かなり力を入れているという状況でございます。 

 以上になります。 

 

小野﨑委員長  その他、ありますか。どうぞ。 

 

教育総務課長  教育総務課から、山武市立小中学校の規模適正化・適正配置基

本計画（案）の説明会についてということで、１枚の資料を配ら

せていただいております。 

 こちらは、２月に中学校単位で「意見を聴く会」を開催したと

きに、133名と参加者が少なかったので、もう一度、多くの保護

者の方々に説明するということで、学校行事に合わせて説明会を

開催するという目的がございます。 

 これについては、４月12日の校長会において校長先生方に日程

の依頼をしたところです。資料の①期間は４月22日から６月30日

までをまず設定させていただきまして、小学校の行事、中学校の

行事に合わせて、こちらから出向いて説明をする。今、上がって

きているのが14校でございます。早速ですが、本日の睦岡小が午

後４時15分から５時まで、45分ですが、説明会を開催させていた

だきます。その後、あす４月23日は豊岡小、その後は６月30日ま

での予定が入っております。これについては、教育委員の皆様方

の出席をお願いしたいと思っております。 

 

小野﨑委員長  スケジュールが多忙になってまいりました。 

 

教育総務課長  はい。いろいろお忙しいところ、申しわけございません。 

 

小野﨑委員長  では、明日、私は豊岡に行きます。 

 

教育総務課長  はい。ありがとうございます。 

 

小野﨑委員長  あと、全部が行かれなくても、行かれる方で行きましょうとい

うことでよろしいですか。 

 

教育総務課長  はい。お願いします。 
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小野﨑委員長  では、今関委員、行ける日があればお願いします。 

 

今関委員  では、成東東中と緑海小は行きます。 

 

小野﨑委員長  髙柳委員、行けるところはありますか。 

 

髙柳委員  山武中だったら、夜なのでこの時間なら大丈夫です。 

 

教育長  これは強制ではないですが、１人ずつ出席というわけではなく

て、行ける人はなるべく多く来てもらいたいと思いますので、ぜ

ひお願いいたします。 

 

今関委員  行ける限り行ったほうがいいですよね。 

 

髙柳委員  あとは私たちで相談して行けばいい。はい。よろしくお願いい

たします。 

 

小野﨑委員長  行く時とは、個人的に言ってください。私は、行けるようであ

れば大体行くようにします。これは大体、ＰＴＡの総会とかの後

でしょうか。 

 

教育総務課長  そうです。大体がＰＴＡ総会だったと思います。その他には授

業参観の間とかになります。 

 

小野﨑委員長  総務部長、財政課長、企画政策課長の出席については、どうで

すか。 

 

教育総務課長  全学校の出席依頼をしてまいります。市長の出席は、前期計画

に入っているところの学校名に下線を引いてあります。蓮沼小に

ついては、中学校が合同で開催するということなので、後期と書

いてありますが、ここには市長に出席していただくことになって

います。 

 

小野﨑委員長  蓮沼小と中学校が一緒に。 

 

教育総務課長  はい。 
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小野﨑委員長  ６月16日ですね。 

 

教育総務課長  いずれの学校も１時間と大変短い時間ですけれども、説明を

30分、意見をいただく時間を30分として予定しております。当日、

市長が参加されたときには市長からご挨拶をいただくことと、教

育委員からご挨拶をいただきたいと思っております。 

 

五木田委員  開催時間が短いのであれば、教育委員からの挨拶は省略してい

いのではないかと思いますが。 

 

教育総務課長  よろしいですか。では、紹介をさせていただくということでよ

ろしいでしょうか。 

 

五木田委員  紹介もしなくていいんじゃないかと思います。 

 

教育総務課長  挨拶は省略で、紹介にかえさせていただくということで。 

 

小野﨑委員長  省略して、あとは、それこそ意見を聞くということでいいんじ

ゃないですかね。 

 

教育総務課長  わかりました。よろしくお願いいたします。 

 

小野﨑委員長  多忙になりますが、よろしくお願いします。 

その他、ありますか。どうぞ。 

 

指導室長  最後になるかもしれませんが、山武市教育委員会ジャーナル担

当ということで、本年度、よろしくお願いいたします。少しデー

タが古くなってはおりますが、Ａ４版１枚の資料です。 

 ４月５日、始業式を迎え、先ほど話があったように、中学校入

学式は７日、小学校は８日、園が11日。 

 児童生徒数の新入生についてまとめてみました。小学校の新

１年が326名、昨年度と比べて16名の減なんですが、中学校の新

１年につきましては431名で18名増になっております。 

 以下、外国語指導ということで、本市の英語教育の推進という

部分もありまして、ＡＬＴは昨年度同様に６名がいろんな学校を

めぐりながら指導している形になっています。 
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 ４月５日の合同着任式では、市内の異動も含めてですが、園、

小中学校で121名の異動、昨年度と比べると22名の増となります。 

 ３番の市内の学校情報等の中で、職員の交通事故が４月５日、

たしか始業式の日だったと思いますが、１件あったものの、昨年

度は４月にかなりの件数ありましたが、今のところ、それ以降の

報告は各学校からは上がっておりません。 

 あと、教育のニュースとして、４月５日に中高生の英語力とい

うことでの話題がありましたので、載せてあります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

小野﨑委員長  ありがとうございます。 

 この中で１つ気になったのは、こども園や幼稚園でのＡＬＴも

ありますよね。これは小中学校ですが、幼稚園やこども園もＡＬ

Ｔというか、英語の先生がありましたよね。どうですか、子育て

支援課主幹。 

 

子育て支援課主幹 はい。昨年度、地方創生事業でやりまして、今、地方創生加速

化交付金をいただく中で、本来、子育て支援課としては４月から

スタートできればよかったんですけど、今はまたプロポーザルを

実施していこうということで、その準備をしている段階です。今

のところ、早くて昨年並みの６月からスタートとなりそうです。

ただ、今年度については、一応、３年間の長期契約を結ぼうとい

う方向では動いているところでございます。 

 

学校教育課長  別件でよろしいでしょうか。先ほど教育総務課長からお話があ

った部分でございますが、１枚、別刷りで区域外就学についての

基準をお配りさせていただいてございます。 

 現在、このような理由でということでの基準を書いてございま

す。これについては、今回、学校あり方の統合の部分もございま

すが、あくまでもこの基準に照らし合わせて今後も検討していき

たいということで資料としてつけさせていただきました。よろし

くお願いいたします。 

 

小野﨑委員長  ありがとうございます。 

 

学校教育課長  もう一点、口頭でよろしいですか。先ほど熊本からの避難をし

てきているというお話をさせていただきましたが、実は４月18日
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に、祖母という方が来庁されまして、孫とお母さんが熊本から避

難している、どこか学校に通えませんかというご相談がありまし

た。学校としては、該当が成東小学校区でありますので、連絡を

とりまして、早速、校長も、少しでも気分転換になるのであれば、

すぐにでも来てくれということでありまして、今、保護者と学校

とで連絡をとって、早急に通える状況にございます。 

 そのようなことで、１件、既にあったということでご報告させ

てもらいます。よろしくお願いします。４年生の女の子です。 

 以上です。 

 

小野﨑委員長  応援できるところは助けてあげられればいいですよね。 

 以上で報告はよろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

小野﨑委員長  なければ、以上で教育委員会第４回定例会を終了いたします。

皆さん、ご苦労さまでした。 

                                      

   ◎閉会  午前11時30分 

 


