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平成24年山武市教育委員会第3回定例会会議録 

 

1. 期  日 平成24年3月22日(木) 

2. 場  所 山武市役所第7会議室 

3. 開  会 午後1時30分 

4. 出席委員 委員長 北田 正之 

 委員長職務代理者 五木田 孝義 

 委 員 髙橋 尚子 

 委 員 京相 光德 

 委 員 小野﨑 一男 

 教育長 金田 重興 

5. 欠席委員  なし 

6. 議場に出席した職員の職及び氏名 

教育部長 加瀬 芳美 

教育総務課長心得 小川 雅弘 

学校教育課長 有井 實 

学校教育課指導室長 宮川 欢也 

生涯学習課長 篠崎 君子 

スポーツ振興課長 石橋 等 

学校給食センター所長 宮負 勲 

文化会館長 古田 静子 

公民館長 小川 義光 

さんぶの森公園管理事務所長 齊藤 榮一 

 

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 青木 晃代 

 

開会  委員長が挨拶し午後1時30分開会を宣する。 

 

日程第1  ○会議録署名人の指名 

北田委員長が議長となり、京相委員を指名する。 

 

日程第2  ○会議録の承認 

第2回定例教育委員会の会議録を全員異議なく承認。 
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日程第3  ○教育長報告 

報告書に基づき、2月16日から3月22日までの主な業務内容について報告。(主な点は

次のとおり) 

2月 16日  第2回東上総教育事務所教育長面接。管理職人事の最終案を提示された。3

月16日に内示があり、23日に確定版が出て27日には新聞に掲載される。 

 17日  成田空港南ロータリークラブが開催した中学校音楽祭の反省会。「学校側

が開催を望むのであれば今後もやりたいが意向はどうなのか」「協力が得ら

れないのであれば継続の開催は難しい」「音楽にこだわらず他の支援も模索

していきたい」などの意向が示された。教委としては、クラブの厚意を大事

にしたいと考えている。 

 18日  アサーティブネス講座。雪の影響で講師や託児所スタッフの到着が遅れた

がそれなりの人数の参加があった。 

 20日  22日までの3日間、成東駅前であいさつ運動を行った。今年度3回目。かな

りの効果があったと思っている。 

   不祥事防止通達が県教委からあった。23年度後半に向けて公務員の不祥事

が相次いでいるため。 

 22日  市議会が開会。 

 23日  庁内職員の人事評価で期末面談を行った。 

 24日  一般質問。防災教育のほか、学校の統廃合や真行寺廃寺跡に関する質問が

あった。 

 25日  追加議案。教育部では、教育委員の再任について議案提出し、五木田委員

の再任が全会一致で決まった。 

3月 1日  教育振興基本計画の改訂に係る有識者会議。 

 3日  市芸文協まつり。後日芸文協の会長から伺ったところ、出演者・来客含め

て500人ほどの参加で大変盛況だったとのこと。バスの送迎と弁当があったか

らだろうとのこと。 

   千葉学芸高校の卒業式。名簿を見ると山武市在住の卒業生は25名でトップ

だった。その次は24名で東金市。その次が千葉市緑区。八街も多かった。 

 4日  さんむスポーツフェスタ2012。後ほど担当部署から報告する。 

 5日  行政組合の教育委員会。新消防本部を視察した。 

 6日  特別支援ネットワーク協議会。主催組織を山武地区教育長協議会に置くこ

とが確認された。相談ファイルの配布・活用方法について協議された。相談

ファイルを作成する予算が25年度にはなくなってしまうため、どう確保する

かも協議された。特別支援教育は大変大事なことであり、ファイル作成費は

それほど大きな予算でもないので、財政に働きかけて応分の負担に応じてい

くべきと考える。構成自治体にも影響を及ぼすと考える。 



3 

 9日  次年度のクラス編成等について説明があった。 

   図書館協議会。役員改選について。 

   市内の教職員の業績評価についての調査票が上がってきた。拝見したとこ

ろ大半がBという無難な評価だった。 

 10日  大網白里町で合同講演会があった。ねっと99夢フォーラムの講演会に山武

郡市の6自治体も共催したもの。演題は「子どもたちがつくる 弁当の日」で、

子どもたちが家族や食材・経済や地域のことを学びとっていくという教育効

果を話していた。聴講者のなかには山武市長、東金市長もいた。東金市長は

大変感動した様子で、東金市では即学校に取り入れたいとの発言もあったら

しい。講師が山武市の市長はどうかと話を振ったことに対し、慎重に対応し

ており断言はなかったが「今日は市の学校関係者が来ているか」と確認して

いたので、市長の前向きな姿勢が見て取れた。 

 11日 市防災訓練。市民参加が2,100人を超えていたらしい。避難者数に匹敵する。 

 13日  卒業式。後ほど感想を述べ合いたい。 

 14日  社会教育委員会議。事業の評価・意見を集約したものが配られ意見交換し

た。会議後の懇親会では、芸文協の会長からまた使用料の見直しについて再

度話があった。 

 15日  校長の目標申告期末面談。成果に高低はあるが、教育環境が違うなかで前

向きに頑張っていただいた。 

 16日  教職員の内示を伝達した。卒業式もあった。議会も閉会された。提出議案

はすべて可決されたので、こども園の増築、庁舎の改築も進められていく。 

 19日  校長会議。会議後の送別会には教育委員の皆さんにもご出席いただいた。 

 22日  両総観光の高橋氏が来庁した。ニュージーランドのパクランガ中学校長か

ら24年度はぜひ訪問したい旨のメールが来たとのこと。訪問の際には当市の

中学校に体験入学をしたいとのことだったので、調整して回答するとお伝え

した。 

 

委員長  議案第3号「学校歯科医、学校耳鼻咽喉科医及び学校薬剤師の委嘱につい

て」、議案第4号「スポーツ推進委員の委嘱について」及び協議第1号「準用保

護の認定について」は、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、秘密会としたい旨提案。 

(「異議なし」の声) 

 

日程第4 ○議決事項 

(1) 山武市成東文化会館のぎくプラザ条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

文化会館長  新旧対照表を中心に説明。 
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※原案のとおり同意 

 

(2) 山武市教育振興基本計画について 

教育総務課長  第2回定例会で了承いただいた素案をもとに3月1日に有識者会議を開

催した(有識者のメンバーや意見について、資料に基づき概要説明)。変

更箇所は色で区別している。青字が第2回定例会で説明済みの部分で、

赤字が有識者会議後に変更した部分。重点施策8に学校再編関連を盛り

込んだため、大きく変更している。 

五木田委員  ソツなく網羅されていると思うが、学校は学力を付けるところ。学

力が県・全国平均に比べて落ちていることに対して、具体的に対策を

盛り込んであるとなおよい。山武市教育の目玉として打ち出すところ

もほしい。また、文字がつぶれてしまっているので、配色の工夫を。 

教育総務課長  計画には今年度学校訪問を終えて、お寄せいただいた教育委員の意

見を3点ほど盛り込んである(該当箇所を説明)。今後もいただいたご意

見をもとに事務局で具現化していきたい。文字がつぶれてしまってい

る箇所は修正する。 

 

※原案のとおり可決 

 

(3) 学校歯科医、学校耳鼻咽喉科医及び学校薬剤師の委嘱について 

学校教育課長  平成24年3月31日をもって任期満了となるため、新しく委嘱する。委

嘱期間は平成24年4月1日から平成26年3月31日までの2年間だが、幼稚

園については暫定的に1年間とする。理由は、平成25年度になるとうこ

ども園としらはたこども園が開園することにより、再度委嘱先を見直

す必要が生じるため。 

※原案のとおり可決 

 

(4) スポーツ推進委員の委嘱について 

スポーツ振興課長  スポーツ振興法の施行により体育指導委員からスポーツ推進委

員と名称が変わった。平成24年3月31日で任期満了となるため新し

く委嘱するもの。委嘱期間は2年間。小学校区ごとに2名のほか、

旧町村単位で数名を想定し、定員は30名としている。成東地区は

11名想定のところ9名、山武地区は9名想定のところ5名、松尾地区

は7名想定のところ3名、蓮沼地区は3名想定のところ2名と、いず

れも想定を下回っている。平均年齢は51.7歳。19名のうち、新規1

名、再任1名。ほかは現職。最高齢は62歳、最年尐は24歳。 
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委員長  松尾地区が尐ないことについて対策は。 

スポーツ振興課長  会長が松尾地区の方なので、会長からも働きかけて人集めをし

たい。体育協会も役員改選があるのでなかなかうまく進まないが

課題として捉えている。 

髙橋委員  年齢制限はあるのか。 

スポーツ振興課長  制限はない。都市部では80代の方もいる。 

※原案のとおり同意 

 

(5) 山武市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令について 

教育総務課長  さんぶの森公園が都市公園化されることにより成東文化会館にさん

ぶの森文化ホールが取り込まれることから、文化会館の文書記号を成

東文化会館とさんぶの森文化ホールでそれぞれ持つこととなる。 

※原案のとおり可決 

 

 

日程第5 ○協議事項 

(1) 準要保護の認定について 

学校教育課長  新規申請分と継続申請分について説明。昨年度比 15 件 10 名増。未

提出・書類不足については次回定例会でご協議いただきたい。 

※原案のとおり新規3件4名、継続150件241名について認定 

 

休憩 14 時 57 分 

再開 15 時 10 分 

 

日程第 6 ○報告事項 

(1) 山武市議会第1回定例会について 

教育部長  3 月 16 日に平成 24 年山武市議会第 1 回定例会が閉会した。教育関係を

含め、すべての議案が可決された。2 月 24 日・27 日・28 日の一般質問(教

育関係のみ)、3 月 2 日の文教厚生常任委員会について、資料に基づき説明。 

 

(2) 「災害時初動対応マニュアル」について 

教育総務課長  昨年 12 月以降、4 回の校長会で協議してきた。鍵の保持者や緊急電

話など課題が残るが、今年度は暫定版として配布する。冊子は学校の

初動対応、教育部職員の初動対応、資料の 3 部構成となっている。(暫

定版を用いて説明) 
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(3) 平成24年度山武市幼・小・中学校教職員合同着任式について 

学校教育課長  4月3日(火)の午後4時から成東文化会館のぎくプラザで行う(参加者・

来賓・式次第について資料に基づき説明)。 

 

(4) 平成23年度末幼稚園定数配置について 

指導室長  園児数・学級数のほか、教職員の配置について資料に基づき説明。 

 

(5) 「さんむスポーツフェスタ2012」の結果について 

スポーツ振興課長  3月4日にさんぶの森中央体育館を中心に行った(参加状況や実施

風景を資料に基づき説明)。陸上教室については、国体選手能力活

用事業であり、千葉県教育委員会のホームページにもその様子が

掲載されている。 

 

(6) 行事の共催・後援の承認について 

教育総務課長  2 月 1 日から 29 日までに承認した後援 3 件について報告。 

 

(7) 4月の行事予定について 

各所属長より、所管の行事予定について報告。 

 

その他 

 子育て支援課より、しらはたこども園についての経緯や事業概要について説明。 

 文化会館長より、平成25年度の休館日を資料のとおり定めた旨説明。 

 スポーツ振興課長より、松尾運動公園のテニスコート改修工事と臨時職員(成東総合運

動公園・蓮沼スポーツプラザ・松尾運動公園)の配置替えについて報告。 

 さんぶの森公園管理事務所長より、非常勤職員の採用について報告。 

 各委員及び事務局から卒業式の感想を報告。 

 

7. 閉会  午後5時4分 


