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平成27年 山武市教育委員会第10回定例会 会議録 

 

日  時  平成27年10月21日（水）午後１時30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 委員長 小野﨑 一男 

議  題  議決事項 

議案第１号 山武市婦人会補助金交付要綱の一部を改正する告示に

ついて 

議案第２号 山武市教育委員会が管理する公民館等施設の管理に関

する規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第３号 平成28年度山武市立公園及びこども園（短児部）の園

児募集について 

議案第４号 山武市教育委員会委員の辞職の同意について 

 

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27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 山武市教育委員会顕彰について 

 

報告事項 

報告第１号 山武郡市医師会（学校医）との協議について 

報告第２号 校務支援システムの運用状況について 

報告第３号 第９回山武市民体育祭について 

報告第４号 成東総合運動公園陸上競技場・散策路改修の概要につ

いて 

報告第５号 行事の共催・後援について 

報告第６号 11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 

 

欠席委員  委員       小川 一成 
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出席した職員の職及び氏名 

教育部長 渡邊 聰 

教育総務課長 小川 宏治 

学校教育課長 齊田 謙一 

生涯学習課長 小野 稔 

スポーツ振興課長 髙橋 宏和 

成東中央公民館長 石橋 清士 

子育て支援課幼保こども園室長 鈴木 敏一 

 

事務局 

教育総務課総務企画係長 秋葉 一徳 

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  ただいまから、平成27年教育委員会第10回定例会を開会いたし

ます。よろしくお願いします。 

 なお、小川委員につきましては、山武教育委員会の会議規則第

６条の規定により、欠席の届け出がありましたことを報告いたし

ます。 

 なお、本日の本定例会に傍聴したい旨３名より申し出がござい

ました。 

 傍聴人の方に申し上げます。 

 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遵守し

て傍聴してください。 

                                      

◎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27年教育委員会第９回定例会会議録について、事前に配布

しておりますがいかがでしょうか。意義ありませんか。 

 

 （「はい」の声あり） 

小野﨑委員長   異議がないようなので、第９回定例会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、資料の１ページをご覧ください。９月17日から10月

21日までの内容となっています。資料に沿って報告いたします。 

 ９月17日、第９回市民体育祭代表者会議ということで、今回、

雨天のため中止になってしまいましたが、第６会議室にて代表者

会議が行われました。これは主に、応援席やリレー競技などの抽

選が行われたところでございます。 

 18日、園長会議並びに行政組合教育委員会の打ち合わせがござ

いました。この行政組合教育委員会の打ち合わせにつきましては、

９月28日に開催の定例会の内容についてでございます。 

 19日、小学校運動会。この日は山武西小学校、松尾小学校で行

われました。 

 24日、表敬訪問ということで、成東中学校の山森君と野呂君の
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２名が参りました。山森君が陸上競技、野呂君が水泳競技の代表

ということで来ております。 

 25日、第３回の議会定例会が最終日を迎え、全ての議案が可決

されました。同日夕方、意見交換会ということで、議員の方々等

との交流会がございました。 

 26日、小学校運動会。この日は、成東小学校、鳴浜小学校、大

平小学校の３校の予定でしたが、雨天のため、成東小学校、大平

小学校は延期されました。 

 27日、歩け歩け大会、クリケット大会の視察でございますが、

歩け歩け大会は、出発式に出てご挨拶だけさせていただきました。

早朝７時前に皆さん集まって出発いたしましたが、残念ながら、

天気があまりよくなくて、雨に打たれて歩いた時間もあったよう

でございます。 

 クリケット大会の視察につきましては、市長、副市長、それか

ら、教育部長と佐野市に行ってまいりまして、英国代表、香港代

表、日本代表の試合がございました。クリケットはあまりなじみ

がないので、ルール等もよくわからなかったわけですけれども、

試合を見ているうちに、だんだんと、どんな競技かというのが、

やっとわかってきたというところでございます。今後、国際交流

ということで、山武市においても、クリケットをどんどんやって

いくという話もありますが、やっぱり実際に見てもらうのが一番

だなと思いますので、機会があったら、ぜひ見ていただきたいと

思います。 

 28日、行政組合教育委員会定例会、東金市の山武郡市振興セン

ターでございました。議案は教育委員会の委員長並びに職務代理

者の選任です。今回、行政組合教育委員会の委員長は、山武市か

らになり私が半年間ですが就任いたしました。委員長職務代理者

につきましては、大網白里市の小髙教育長が就任しました。 

 29日、平成28年度事務事業計画の協議ということで、平成28年

度の計画についての説明が第４会議室で行われました。 

 30日、松尾洗心館のオープニングセレモニー事前打ち合わせが

あり、市長室で翌日の落成式の流れ等についての説明がございま

した。 

 10月１日、松尾洗心館オープニングセレモニーということで、

ふれあい館のほうで落成式が行われました。委員の皆さんにも、

何名か参加していただいているところです。 

 また、同日、睦岡小学校のほうに、スリランカのＳＮＥＣＣ、
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スリランカ・日本文化交流センターから、男性２人、女性２人、

４人のダンサーが来て、睦岡小学校で披露していただき、交流会

が行われそこに見学に行ってまいりました。 

 ２日、東金市教育長、再任挨拶、それから、山武地区教育委員

会連絡協議会表彰者選考会・理事会ということでありますが、東

金市の教育長の任期が９月で満了し、飯田教育長が再任されたと

いうことで、この会議の前に寄っていただいて、ご挨拶を受けた

ところでございます。 

 山武地区教育委員会連絡協議会表彰者選考会・理事会につきま

しては、各市町の推薦者の説明等がございました。 

 それから、第６回職員研修ということで、チャンダシリ氏の講

演会とございますが、先ほどお話ししたＳＮＥＣＣのダンスの子

どもたちと一緒にきていただいている、山武市のスリランカ交流

について、仲立ちをしていただいているお坊様でございます。講

演の後に、スリランカの特産品等の販売もされました。その後に

歓迎会ということで、スリランカカレーと日本の天ぷらを用意い

たしまして、歓迎の会が設けられました。 

 ３日、小学校運動会。この日は緑海小学校です。同日、幼稚

園・こども園の運動会が、日向幼稚園、おおひらこども園、なん

ごうこども園でございました。 

 また、松尾洗心館のオープニングイベントということで、屋外

のステージにおいて、ダンスなどが催され、大変にぎわっていた

ところです。 

 ６日、所属長会議、それから行政組合教育委員会来庁というこ

とで、行政組合教育委員会のほうは、９月28日に行われた会議の

議事録の署名ということで来ています。 

 ７日、平成27年度山武市小学校球技大会、ミニバスとサッカー

が行われました。私は、ミニバスのほうでさんぶの森中央体育館

の開会式に出席いたしました。午前中は、引き続き、庁議。午後

は第４回指定管理者選定委員会がございました。学童クラブの指

定管理ということで、成東学童クラブの指定管理者に選定された

ところがＮＰＯ法人ひだまりという、今まで指定管理を受けてい

たところでございます。 

 それから、松尾の学童クラブ、大平の学童クラブにつきまして

は、指定管理者の登録に申請されたところがないということで、

今回は選定委員会には諮られませんでした。 

 その後のスタジオ練習見学でございますが、松尾公民館の中に、
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今回、新たにダンススタジオができたわけですけれども、そのダ

ンススタジオでの初めての練習があるということで、どういう状

況かということで、教育部長とともに見にいってまいりました。

ヒップホップダンスのＲＥＮＫＩというグループの練習でござい

ました。 

 ８日、平成27年度新規採用職員研修会がございました。ここで

教育長講話ということで、30分のお話をさせていただきました。 

 ９日、平成28年度事務事業計画の協議ということで、１回目に

説明のあったことに対して、より詳しい説明がありましたが、予

算の不足額が大きく、平成28年度も大変厳しい編成になるという

ことで進められています。 

 同日夕刻ですが、韓国安山市半月初等学校のＰＴＡ来庁とあり

ますが、鳴浜小学校と交流しています半月小学校から、ＰＴＡ会

長、それから交流協会の役員の方々、それと通訳を含めて７名が

こちらに来られまして、交流会を行ったところでございます。 

 10日、幼稚園・こども園運動会。むつみのおか幼稚園、なると

うこども園でございました。 

 11日、この日が市民体育祭だったわけですが、雨天のため中止

となっています。 

 12日、市議会親睦パークゴルフ大会です。蓮沼海浜公園にある

パークゴルフ場が18ホールから36ホールに拡張されて、公式な試

合等ができるようになったということで、視察を兼ねて、皆さん

でパークゴルフの体験をしたところです。 

 13日は、校長会議がございました。 

 14日は、社会教育委員会議がございました。 

 15、16日ですが、第２回の教育行政トップリーダーセミナーが、

ホテルポートプラザちばで開催され、参加してまいりました。今

回は第２回目で、マネジメントの企画、実行、判断についてです。

前回もちょっとお話ししましたが、小春町という町を想定して、

そこでの教育長として、どういうふうにしていったらいいかとい

う実習、演習をしてきたところでございます。 

 17日、山武市建設業災害対策協力会ボランティアが、松尾小学

校でございました。ボランティアの方たちで、松尾小学校の校庭

の周りにある木の剪定等、高所で、普段、なかなか学校等ででき

ないようなところの整備をしていただいたところです。 

 19日、庁議。それから、全国障害者スポーツ大会出場者の髙田

さん、髙橋さんが表敬訪問に訪れています。 
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 同日は、17日に予定されましたまつおこども園の運動会が雨天

のため延期になりまして、19日に開催されています。 

 20日、なるとうこども園訪問。これは指導案に基づいた保育を

したところの参観でございます。学校教育課の指導室の方、それ

から、子育て支援課幼保こども園室のほうから行って見てまいり

ました。私は打ち合わせが長引いて、少し遅れてしまいましたけ

れども、意見交換等をさせていただきました。 

 午後は、食虫植物保護検討委員会がございまして、会議終了後

に現地視察を行っています。 

 報告は以上でございます。 

 

小野﨑委員長  ただいま教育長報告をいただきましたが、何かご質問等ありま

すか。よろしいですか 

 

 （「はい」の声あり） 

小野﨑委員長  よろしければ、教育長報告を終了いたします。 

                                      

小野﨑委員長  それでは、これから議事に入るわけですが、議事に入る前に、

事前に配布された議事日程の議決事項に１議案、追加をお願いし

たいと思います。議案第４号として「山武市教育委員会委員の辞

職の同意について」を山武市教育委員会会議規則第８条の規定に

より、議事日程に追加したいのですが、よろしいでしょうか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

小野﨑委員長  異議なしということでございますので、議事に議案第４号を追

加して、進めたいと思います。 

 それでは、議事に入ります。本日の議題ですが、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」、協議第２号

「平成27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27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おそれがあり、報告第１号「山武郡市医師

会（学校医）との協議について」は、現在、協議中の案件であり、

公開に適さない事項であるため、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、追加議案の議案第４号「山武市教育委員会委員の辞職の

同意について」は、人事案件に関することから、地方教育行政の
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組織及び運営に関する法律第14条第７項及び教育委員会会議規則

第12条の規定により、秘密会にしたいのですが、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） 

小野﨑委員長  挙手全員。よって、議案第４号、協議第１号、協議第２号、協

議第３号、報告第１号は秘密会とします。 

 なお、本日は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） 

小野﨑委員長  異議ないようですので、公開案件を先に審議することとし、そ

の後、秘密会（非公開案件）とします。 

 それでは、公開案件を先に進めたいと思います。 

                                      

   ◎日程第４ 議決事項 

○議案第１号 

小野﨑委員長  それでは、議案第１号「山武市婦人会補助金交付要綱の一部を

改正する告示について」を議題とします。生涯学習課長から説明

をお願いします。 

 

生涯学習課長   資料につきましては３ページになります。議案第１号「山武

市婦人会補助金交付要綱の一部を改正する告示について」であり

ます。 

 今回の一部改正の内容につきましては、名称が「山武市婦人

会」から「山武市女性の会」に変更することでありまして、要綱

の内容そのものについては、ほかには変更ありません。 

 今回の変更に当たっては、昨年の総会において、会員の人数が

減ってくるということもありまして、その存続について、廃止す

るか、存続するかという採決を行いまして、１票差ということで

存続が決まったところですが、この名称そのものが、現在の時代

にそぐわないということもありまして、ちなみに、千葉市につき

ましては、「婦人部」から「女性部」という形に名前を変えたそ

うなんですが、山武市におきましても、婦人部から女性部と名前

を変えて、若い方の取り入れをこれから考えていこうという形の
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中で、たまたま市長のほうからも意見がありまして、やはり同じ

意見で、時代にそぐわない、むしろ「婦人部」だったら「女性の

部」という形のほうが、若い方も入りやすいんじゃないかという

ことで、名前を変えることになりまして、今回の協議となりまし

た。よろしくお願いいたします。 

 

小野﨑委員長  以上、簡略に説明いただきましたけれども、事前に配布してあ

りましたので、よろしいでしょうか。 

 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いたします。 

                                      

   ○議案第２号 

小野﨑委員長  続いて、議案第２号「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の一部を改正する規則の制定について」を

議題とします。成東中央公民館長から説明をお願いします。 

 

成東中央公民館長 議案第２号につきましては、議案第１号で審議いただきました

「山武市婦人会」が、「山武市女性の会」への名称変更したこと

に伴う規則の改正です。 

 内容としましては、山武市教育委員会が管理する公民館施設の

管理に関する規則、平成26年山武市教育委員会規則第３号の一部

を次のように改正します。 

 第９条第１号（ウ）の中の「山武市婦人会」を「山武市女性の

会」に改正する内容です。説明は以上です。 

 

小野﨑委員長  説明が終わりました。ご意見、ご質問等はありますか。 

 

 （「なし」の声あり） 

小野﨑委員長  意見ないようですのでお諮りいたします。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いたします。 
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   ○議案第３号 

小野﨑委員長  続いて、議案第３号「平成28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。子育て支援課

幼保こども園室長から説明をお願いします。 

 

こども園室長  議案第３号でございます。平成28年度山武市立幼稚園及びこど

も園の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。括弧書きで生

年年月日が書いてありますが、いわゆる３歳児、４歳児、５歳児

となります。ただし、３歳児については、むつみのおか幼稚園、

なんごうこども園、まつおこども園を除きます。 

 続いて、申し込み方法でございます。募集案内・入園書類の配

布でございますが、来月11月２日、月曜日から、市内の各幼稚園、

こども園、また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、期間を12月１日、火曜日

から12月14日、月曜日の２週間、設けさせていただくものです。

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。受付場所でございますが

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

除いた人数といたします。募集人数が定員を超えた際は、抽選の

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けれども、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、おおひらこども園の市内７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。 

 簡単でございますが、募集についての説明は以上でございます。 

 

小野﨑委員長  それでは、この議案に対する質問、ご意見等ございますか。 

 私から質問させていただきます。例年、市の広報紙に載せます

よね。 
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こども園室長  はい。 

 

小野﨑委員長  今度の11月号に間に合うんですか。 

 

こども園室長  広報については、この会議をもってになりますが、11月１日の

広報に長児部と含めて、案内を載せる予定でございます。 

 

小野﨑委員長  わかりました。その他にありますか。 

 よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

小野﨑委員長  皆さん、意見ないようなのでお諮りいたします。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いたします。 

                                      

   ◎日程第６ 報告事項 

○報告第２号 

小野﨑委員長  それでは、報告第２号に入りたいと思います。「校務支援シス

テムの運用状況について」学校教育課長から、報告願います。 

 

学校教育課長  資料の34ページになります。また、本日、当日配布資料という

ことで３枚の資料を用意しております。 

 それでは、報告第２号の校務支援システムの運用状況というこ

とでございます。平成27年９月24日現在、まとめてきておるもの

です。ですから、この内容と多少変更してきている部分もござい

ますが、その点につきましては、ご説明を申し上げてまいりたい

と思います。 

 まず、本日、別添参照ということで、当日配布資料の１枚目が

情報入力シートになります。学校からの要望ということでは、改

修要望ということで２件、内容的には、改善、活用事例だとか、

こういうふうに進んでしますよという内容がそこに記載されてお

ります。例えば、研修会でうちは社会科をやりますので、活用事

例の３つ目ですけれども、ＩＣＴ研修、活用授業を計画している

ので、ぜひ参加してくださいというような情報提供等もされてき

ているということで、一部では、かなり横の連携も広がっている
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状況にございます。 

 続いて、別添資料のイにつきましては、サポートセンター等の

対応ということですので、これについてはあとで説明します。資

料35ページから資料49ページまでになります。これはこんなこと

をやっていますということでまとめております。 

 それから、別添資料ウのＩＣＴ支援員の活動報告ということで

ございますけれども、これも今の部分と同じ資料ということにな

りますので、後ほど、そちらを使って説明を申し上げたいと思い

ます。 

 最初に、校務支援システムの状況ですけれども、テレワークと

いうことで、自宅で業務ができるということです。ＵＳＢ等の紛

失、千葉市でいろいろ出ておりますけれども、その中で、ＶＩＳ

ＴＡというのは、ちょっと古い機種なんですが、Windows10という、

まだ正式な製品化はされていない状況のものなんですけれども、

どんどんダウンロードして、使えるようになっております。それ

を試験的にやった先生方がいらっしゃいまして、そういった先生

については、まだ正式な製品になっていないので、システムとし

てまだ対応できないという状況があるということです。これにつ

いては、製品化されていく中で、おおよその目安なんですが、Win

dows10という機種でも、テレワークができるようになるのは、年

内いっぱいかかってしまうのかなという状況です。 

 続いて、②の学校日誌につきましては、前回もご報告したよう

に、行事予定の入力項目を増やしていくということで見積もり中

でございます。 

 ③の週案につきましては、今、一番中心的にやっているのは※

印のところなんですが、中学校の年間指導計画ということで、こ

れをつくっていって、週案に活用できるようにということで、今、

各中学校の先生方と指導室のほうで、どのような形にしていくか、

協議、調整をしているところでございます。 

 ④の保健関係帳票につきましては、保健日誌への効果的な反映

についてということで、これは保健関係、養護教員の研修会も

９月に実施してきておりまして、かなり疑問点も解消されてきて

おりますので、まだ課題は今後出てくるかと思いますけれども、

それについては、順次進めていく予定でございます。 

 続いて、２番の授業支援ということで、タブレット、シャット

ダウン時の復元ソフト起動対応を確認しているということです。

これにつきましては、まだ確認中ということで回答が来ておりま
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せん。なぜかというと、タブレットを立ち上げたときに、ちょっ

と時間がかかるということなので、それを少しでも速くできるよ

うにするためにということで、さまざまな方法がないかというこ

とで、こういう方法もあるんじゃないかというご意見をいただき

ましたもので、今、業者のほうに投げてございます。 

 あと、「ぼうけんくん」ということで、今日の資料につけてお

ります。訪問に行ったときに、委員さんたちも目にしたことがあ

るかと思いますけれども、41ページ以降に、「ぼうけんくん」と

いうのはどんなもので、「ぼうけんくん」を使うための準備だと

か映す手順だとか、こういったものを各学校のほうに再度投げて、

活用するようにしております。ただ、台数的には、まだ各学校

２台程度しかありませんので、それについては、うまく活用して

いただければということで、これは非常に用途も多くて、結構、

使われているものでもございます。 

 また、ｅライブラリーにつきましては、学校での活用は、やは

り広がりつつあるということでございます。 

 ④のスカイプというのは、海外でも、それから、日本の例えば、

今、会津とかとやっていますが、会津とのテレビ映しみたいな形

で、これがタブレット等でもできるという仕組みです。これにつ

きましては、10月19日ですので、きのうから実施できるようにな

ったということでございます。16番につきましては、タブレット

の時間が、今までは10分でスリープモードになってしまう。それ

を１時間に延ばしていただくことを要望し、それが19日から対応

したということでございます。 

 続いて、つくば市でＩＣＴ活用研究大会がございます。これは

11月10日、11日と両方ありますので、授業実践とか、その辺があ

りますので、指導室のほうからも２名、学事のほうからも２名、

それから、各学校でも参加を希望している学校があるということ

で情報が入っておりますので、先進的な事例を吸収してきて、ま

た市内に広げていきたいと考えております。 

 続いて、ＩＣＴ支援員の活動状況ですが、事前に配布してござ

いますが、資料35ページからの部分になります。 

 まず、そちらの資料に入る前に、今、支援員の活動の中で力を

入れてもらっているのが、各学校のホームページ支援をお願いし

ております。 

 続いて、ミニ校内研修をすると。要するに、今まで子どもたち

にタブレットをどう使わせようかということの視点が多かったん
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ですが、実際に使って授業をするのは先生なので、先生がなれて

いくことが大事じゃないかということが、支援者のほうが現場を

見ている中でそういうご意見がありましたので、10分でも15分で

もいいから、ミニ研修を、先生方にタブレットを多くさわっても

らって、なれていただくということを推進していこうというのが、

今後の方向性ということで、ＩＣＴ支援員の重点的な活動になっ

ていくということであります。 

 資料35ページからでございますけれども、対応状況ということ

で、前回からも言っておりますけれども、総括としてこちらのほ

うに、８月中は夏季休業中であったということで、件数的には少

ないんですけれども、さまざまな対応をしていただいております。

参考までに、８月にＩＣＴ支援員が訪問した学校等も入っており

ます。 

 資料36ページには校務関連というところで、ＩＣＴ支援員がや

った内容が載っております。８月の特徴的なことは、やはりホー

ムページの更新等もあるんですが、運動会等の行事がありました

ので、その行事に向けての業務の支援、要するに音楽を流す、プ

ログラムをどうするか、そういったものになっております。 

 それから、長期休業中ということで、子どもたちもいないとい

う中で、研修会を独自に、ＩＣＴ支援員を利用してやっていると

ころも出てきております。 

 続いて、教育関連でございます。これにつきましては、先ほど

と同様ですが、授業支援というのは、子どもたちがいないのであ

まりないというのが状況です。ただ、家庭学習等に使えるｅライ

ブラリーというのがございます。それについては、子どもたちが

すぐ使えるように、ＩＤカード作成の準備をしたりだとか、そう

いったことでやっておりますし、中学校などでは、ｅライブラリ

ーを利用した補習というようなことの報告がされております。 

 あと、障害その他ということでございますが、これにつきまし

ては、ヘルプデスク等に話が行き、解決してきておりまして、緊

急性、または、これからの大きな課題というのは、今のところは

挙がってきていない状況でございます。これがＩＣＴ支援員の今

の活動状況ということでございます。 

 今後ですけれども、研修についてということで、今、②のとこ

ろで、10月の調査書研修ということで、中学校への訪問研修。要

するに、システムを使って、調査書を入力する上での注意だとか、

注意事項の研修をやっております。１回だけではちょっと厳しい
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なと思いましたので、急きょ、業者のほうに無理を言って、各学

校の担当者、教務主任レベルだけを呼んで、19日、月曜日、松尾

中学校で、その方々に研修する内容を流してやってもらいました。

その中で、もっとこういうふうに説明してほしいとか、この辺が

わからないということを事前に業者のほうに提示してありますの

で、より効果的に、これらの研修が進んでいくだろうという運び

になっております。 

 市内中学校６校、11月２日までに、全て調査書の研修はやりま

す。これは学校のほうに業者が行って、パソコンを使いながら実

際にやっていくという実務研修になります。これにつきましては、

ご存じのとおり、調査書の記載等でも、いろいろ細かい問題があ

りますので、非常に慎重に、研修も含めて、今後、取り組みをや

っていきたいと思います。 

 それから、11月になりますと、今度、指導要録研修ということ

で、これは年が明けてからですとまた忙しいので、年内に、先生

方は早め早めに準備していきたいという気持ちが強いので、それ

に対応するために11月に指導要録研修を進めていくということで、

これは今、日程調整をしている段階でございます。 

 あと、研修の回数というのは予算の中で決まっているわけです

が、内容を変えて、必要に応じてやっていくというスタンスでい

ます。現場からの声を大事にしながらやっていければと思ってい

ます。 

 資料34ページに概略まとめてございますが、そういった状況に

あるということです。なお、今日お配りした当日資料の１枚目に

つきましては、先ほど申し上げたとおりですが、２枚目につきま

しては、ヘルプデスクで、各学校の先生方が、ちょっとしたこと

で困ると電話をします。そのときに入った内容が、ここに26件ご

ざいます。これは８月の報告です。16番は先ほど申し上げたタブ

レットの時間設定ですね。これを１時間にするということです。 

 それから、22番はプログラム、リモートアクセス、要するにテ

レワークのところです。これについては研究中ということで、ま

とめていただいていますけれども、そういった状況です。 

 ヘルプデスクの問い合わせが、一覧がこうなっていますけれど

も、どういうふうに具体的に対応しているのかということで、そ

の内容につきましては、次の３枚目をご覧いただきますと、対応

履歴というのが26件ございます。そのうちの、今回、５件だけ載

せてあります。同じようなことでの対応しているということであ
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ります。例えば一番上の2015年９月２日、17時20分ということで

完了ということなんですけれども、学校名と名前につきましては、

伏せてございますが、内容的には、問い合わせ詳細については、

入力方法がわからないんですという質問がありました。そうする

と、それに対して、具体的にヘルプデスクのほうで、こういう作

業を進めるといいですよという内容で解決しているということで、

この内容は全て技術的なところがやっぱり多いなということで、

システムの部分についてどうのこうのということは、あまり入っ

てきておりません。中には、一番最後の部分などは、質問はした

けど、自分でやってみたら解決が見つかったということで、結構、

できる人にとっては、さまざまな方法でうまく活用しているんだ

なということも見えてきております。 

 そういったところで、課題は、まだこれからもさまざま出てく

ると思いますので、丁寧に拾い上げて、一つ一つ、対応していけ

ればなと考えているところでございます。 

 ちょっと長くなりました。申しわけございません。以上でござ

います。ご意見を賜れればと思います。 

 

小野﨑委員長  報告は終わりました。ご質問等はありますか。 

 だんだん使いこなしてきているというふうに理解してよろしい

ですね。 

 

学校教育課長  はい。大分使いなれてきております。 

 

高柳委員  質問ではないですが、いいですか。 

 

小野﨑委員長  どうぞ。 

 

高柳委員  非常にタイミングのいい対応をしていただいているようです。

こういうのは、使い始めにどんな対応をしていただくかで、この

後の使い方が違ってくるのではないかと思います。とても細かい

対応を、それもスピーディーにやっていただいて、学校のほうは、

とても助かっていると思います。ありがとうございます。 

 

学校教育課長  まだまだ遅いと思うんですけれども。頑張りたいと思います。 

 

高柳委員  時間的に精一杯だと思います。 
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小野﨑委員長  どうぞ。 

 

五木田委員  ＩＣＴ環境は、年々、進化していますね。覚えるのに、世代が

若いほど、スマホにしろ何にしろ、なれているから、40代、50代、

特に50代の先生方には、十分よく面倒見てやっていただきたいと

思います。高いお金を投資しておりますので、あくまでも授業の

環境、授業の効率のために使うわけですから、そこら辺を先生方

にわかってもらえるように研修を重ねて、何回も、実際、触れて

みないと自分が進化しませんよ。できるだけ、そういう研修の機

会を見つけて、各学校に啓発していっていただきたいと思います。 

 

学校教育課長  引き続き、環境整備に努めてまいりたいと思います。 

                                      

   ○報告第３号 

小野﨑委員長  報告第３号「第９回山武市民体育祭について」スポーツ振興課

長から、報告願います。 

 

スポーツ振興課長 報告第３号の第９回山武市民体育祭について報告させていただ

きます。大変残念ですが、雨天のため中止させていただきました。

中止に際しましては、体育協会会長、ほか役員が５時半に松尾運

動公園に集まり、グラウンドの状態や天気予報を確認し、中止が

妥当と市長へ報告し、市長の承諾を受けまして中止をしました。 

 本日、お配りしました冊子は体育祭のプログラムです。３ペー

ジと４ページをご覧ください。 

 こちらにつきましては、山武市民体育協会功労表彰者11名、

１団体の方々で、体育祭の開会式で表彰を行う予定でしたが、中

止となったことから、自宅に届けました。 

 なお、この中止の伴う市民からの問い合わせ等はございません

でした。 

 また、今回、11名、１団体のほかに、７名、１団体の推薦もあ

りましたが、受賞は原則１回ということで、来年度にさらなる上

位を得ることを期待いたしまして、保留といたしました。また、

本年度に保留となった方につきましては、来年度の受賞対象とな

りますので、そのことをつけ加えて報告いたします。 

 体育祭についての報告は以上です。 
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○報告第４号 

小野﨑委員長  続いて、報告第４号「成東総合運動公園陸上競技場・散策路改

修の概要について」スポーツ振興課長から、報告願います。 

 

スポーツ振興課長 報告４号ということで、資料50ページをご覧ください。資料

50ページから54ページのところです。成東総合運動公園陸上競技

場・散策路改修の概要について説明させていただきます。 

 まず、資料54ページの散策路改修の図面というものを見ていた

だければと思います。成東総合運動公園の現状について説明させ

ていただきます。当該公園は、山武市五木田地先、敷地面積約

13.9ヘクタールで、平成13年４月に供用を開始しました。陸上競

技場、野球場、テニスコート６面等を配置してあります。年間の

使用人員は、陸上競技場等で約１万5,000人、野球場等で5,800人、

テニスコートで約１万4,400人の使用があります。 

 また、こちらの陸上競技場につきましては、400メートルトラッ

クの現在はクレイ、ダストという砂の舗装になっております。ま

た、インフィールドは、芝生になっているトラックが成東総合運

動公園の運動公園でございます。 

 また、資料50ページのほうにお戻りいただきたいと思います。

成東総合運動公園陸上競技場の改修の概要ということで、目的と

しましては、天候不良時の使用上の不便さや大会等が開催される

多くの陸上競技場は全天候舗装であることから、関係者からの全

天候舗装への改修の要望がされていることとともに、東京オリン

ピック・パラリンピックに伴うスリランカ選手団が、万全のコン

ディションで大会に臨めるように改修を行うことを目的としてい

ます。 

 スケジュールとしましては、本年度に改修計画のまとめ、平成

28年度に実施設計書の作成、平成29年度に改修工事、平成30年度

に倉庫棟の建設、用具の購入を計画しております。 

 次のページでございます。３番としまして、事業費・財源でご

ざいます。平成28年度、設計につきまして約650万、平成29年度に

つきましては、工事で約３億6,930万、平成30年度、倉庫建設、用

具につきまして、約4,020万です。総事業費は４億1,600万、国費、

補助金ですけれども、約１億8,370万、地方債、これは合併特例債

ですけれども、こちらの借り入れが２億2,050万です。一般財源と

しましては、1,180万を試算しているところです。 
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 ４、内容につきましては、以下の表のとおりです。次のページ

のカラー図面を見ていただきながらご説明をさせていただきます。

まず、青色の走路８レーン、約4,300平米、先ほど申しました８レ

ーンのクレイ舗装ですけれども、こちらを全天候舗装に新設いた

します。また、インフィールド内にあります走り高跳びの走路、

扇のようになっている青いものがそうです。 

 それと、やり投げの走路、約684平米のこちらも全天候舗装に新

設します。また、インフィールドにあります、天然芝につきまし

ては再生ということで、今のところに幾らか再生する状況になり

ます。 

 あと、砲丸投げサークルと円盤・ハンマー投げサークルは、現

在のコンクリート舗装で更新する形になります。図面の上にあり

ます走り幅跳びの部分につきましては、現在も全天候舗装になっ

ておりますけれども、こちらは更新という形になります。 

 あと、その他、先ほど言った、用具・器具の購入、それから、

倉庫棟、図面で言いますと左下の欠けているところに既存の倉庫

があります。その脇に、新設としまして、鉄骨平屋の100平米の倉

庫を用具倉庫として建設します。 

 その他としましては、ほぼ中央にありますベンチ型の観覧席的

な、見られるようなベンチ192席、あと、今回オリンピック選手等

が来ますのと、やり投げ等の練習もあるということで、全陸上競

技場をフェンス等で囲む予定でおります。 

 以上が総合運動公園の陸上競技場の改修計画でございます。 

 続きまして、資料53ページをご覧ください。成東総合運動公園

散策路の改修の概要でございます。目的としましては、散策路の

ほうが長年の使用により、路面が傷んだ等による改修を行うとし

ております。 

 スケジュールにつきましては、平成28年度設計・改修を行いま

す。３の事業費・財源につきましては、平成28年度に2,510万、国

費としまして1,250万、地方債としまして1,190万、一般財源とし

まして70万を試算しているところです。 

 内容としましては、先ほど見ていただいた資料54ページの赤く

色をついた部分にあります、約延長1,500メートルの散策路を

2.5メートルの幅で、現在砂になっているところをアスファルト舗

装に改修する工事でございます。左上のほうに点線になっている

ところがあるかと思いますけれども、こちらの黒の点線が、避難

道路が現在計画されておりますところで、散策路も避難道路と合
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わせるため、一部路線が計画されていないことから点線となって

おります。 

 散策路の改修の概要につきましては、以上です。 

 報告は以上です。 

 

小野﨑委員長  報告が終わりました。ご質問等、ありますか。どうぞ。 

 

五木田委員  質問ですけども、今ある運動場のトラックは公認トラックじゃ

ないんですよね。 

 

スポーツ振興課長 はい。 

 

五木田委員  山武郡市内では、東金市と横芝光町の陸上競技場が公認トラッ

クで、これはそうすると陸連の公認トラックで、ここで競技すれ

ば記録が認められるということですか。 

 

スポーツ振興課長 現在、東金市の陸上トラックが第３種となっております。横芝

光町の陸上トラックですけれども、建設当時はとれましたけれど

も、更新のときに改修ができなくて更新はされていませんので、

現在もないということです。 

 山武市のこちらの運動公園につきましては、土台となるものに

つきましては、公認と同じレベルの基準で行います。ただし、用

具等の備品の購入を現段階、スケジュールでいいますと、できま

せんので、今回のスケジュールの中で用具の購入は主に陸上競技

のスリランカ選手団を中心としたり、郡の大会ができる程度の用

具しかそろえませんので、公認をとるまでには至っておりません。 

 

五木田委員  わかりました。 

                                      

○報告第５号 

小野﨑委員長  報告第５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  資料55ページをご覧いただきたいと思います。９月に申請のあ

りました行事の共催と後援の報告でございます。９月は共催につ

いて１件、後援が８件ございました。いずれも確認の上、承認を

してございます。その関係の書類を資料56ページ以降に写しをつ
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けてございますので、ご確認いただきたいと思います。 

 説明は以上です。 

                                      

○報告第６号 

小野﨑委員長  報告第６号の「11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11月の行事予定について報告。 

                                      

小野﨑委員長  以上で、本定例会の公開案件が全て終了しました。 

 ここから、秘密会（非公開案件）とします。 

 傍聴人の方に申し上げます。会議開催当初にお諮りして決定し

たとおり、これからは、秘密会（非公開の案件）となりますので、

山武市教育委員会会議傍聴規則第５条の規定に基づきまして、傍

聴人の方はご退席くださるようお願いいたします。 

 

  ～傍聴人退席～ 

 

小野﨑委員長  それでは、暫時休憩とします。 

 （休憩 午後２時 40分から午後２時 50分まで） 

小野﨑委員長   再開します。 

                                      

   ○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「山武市教育委員会委員の辞職の同意について」を

議題とします。 

 ただいま議題としました議案は、人事案件であることから、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第６項の規定に基

づき、小川委員は議事に加わることはできませんが、本日は欠席

となっております。 

 それでは、議案第４号について、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、教育委員会委員の辞職について説明。 

 

※審査結果 原案のとおり同意。 
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   ○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（１世帯１名）について説明。 

 

※審査結果 新規１世帯１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） 

小野﨑委員長  協議第２号「平成27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、表彰候補者９名について説明。 

 

※審議結果 原案のとおり了承。 

                                      

○協議第３号 

（協議第３号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

小野﨑委員長  協議第３号「平成27年度山武市教育委員会顕彰について」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、山武市教育委員会顕彰の対象者について説明。 

 

※審議結果 原案のとおり了承。 

                                      

   ○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） 

小野﨑委員長  報告第１号「山武郡市医師会（学校医）との協議について」教

育課長から、報告願います。 

 

学校教育課長  資料に基づき、山武郡市医師会（学校医）との協議内容につい

て報告。 
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○その他 

小野﨑委員長  その他、報告事項ありますか。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

小野﨑委員長  ないようですので、以上で教育委員会第10回定例会を終了いた

します。ご苦労さまでした。 

                                      

   ◎閉会  午後３時15分 


