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平成24年山武市教育委員会第2回定例会会議録 

 

1. 期  日 平成24年2月15日(水) 

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 欣也 

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 

図書館長 小野 稔 

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33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、髙橋委員を指名する。 

 

日程第2  ○会議録の承認 

第1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、1月19日から2月15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) 

1月 19日  東上総教育事務所長が県教育庁の人事についての報告のため来庁した。県

は本庁も含めて若返りを試みているようで、各市町村教委にも余波が及ぶだ

ろうとのことだった。これを乗り越えるためには、山武地区教育委員会の足

並みはもとより、山武・長生・夷隅の垣根を取り払い、共通理解を図ること

が大事だと考える。2月1日に都市教育長協議会の役員会でいすみ市教育長に

お会いできたので、情報交換の場を設けようと提案したところ。 

 20日  教職員組合からの要望に対し回答を行った。当市は他の市町と比べると恵

まれているのでその点ご理解いただきたいと課長から話をした。 

 21日  成田空港南ロータリークラブ主催の音楽祭が芝山文化ホールで行われた。

参加したのは成東中・成東東中・松尾中・横芝中の4校(光中はインフルエン

ザで欠場だった)でさみしいものだった。2月17日に役員を交えて反省会があ

り自分も出席する。中学校は大変忙しく日程調整が難しい面を理解している

が、主旨を汲んで協力していきたい。 

   同日、東金市で日韓友好の夕べがあり、留学生も多く挨拶を交わしたが日

本語が流ちょうで感心させられた。 

 22日  第60回左千夫短歌大会。25年度は没後100年、26年度は生誕150年で、市と

して記念行事を予定しているので、全小中学校の参加をお願いしたく、その

旨昨日の校長会議で依頼した。 

 23日  千葉県教育委員会と千葉県市町村教育委員会連合会が共催し、教育委員研

修会が浦安市で行われ、教育委員全員で参加した。講師は京谷和幸氏(県教育

委員)で、演題は「夢を実現するために」有意義なお話をいただいた。 

 25日  校長会議。防災訓練等について協力依頼した。 

 27日  学校給食の研究発表があった。緑海小が発表した。 

 29日  山武少年柔道大会。20チーム参加。 

   同日、郷土芸能振興大会があった。発表団体は9団体。20団体あるが発表す

るには半年程度の練習も必要で、望むだけの参加が得られないところだが、

これを補う意味でさまざまな催しを企画していただいた。 

 30日  給食運営委員会の会議があった。食材の放射能対策について意見をいただ

いた。後ほど所長から詳細を報告する。 

2月 1日  千葉県都市教育長協議会の役員会。議題は今年度の報告と来年度の予定に

ついて。教職員課長から、不祥事が多くなっており不祥事を起こした際は公

表内容が今までより厳しくなる旨の説明があった。 
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 5日  ノーマライゼーション講座。多くの参加があってよかった。 

 8日  幼稚園とこども園の職員研修。国が行おうとしている新システムの背景と

目的・経過内容を付属大学の教授からお話を伺った。職員の理解が進んだと

思っている。 

 9日  山武地区教育長協議会で情報交換会を臨時的に行った。人事のことで共通

理解を図るために行った。16日の教育長面接で微調整を行い決定となる。 

 10日  文化財審議会。元禄津波の史跡を視察するほか、真行寺嶋戸遺跡について

の今後の方向性について審議された。市議会のみならず県議会でも一般質問

で取り上げられており、県教育長も来訪し視察している。当教委としても一

級の文化財であるため、多くの市民の方に知っていただき、重要性・価値を

認識いただいたうえで県・国に働きかけ、国の指定につなげていこうと方向

性を決めた。 

 11日  山武郡市民駅伝競走大会。後ほど報告する。 

 14日  校長会議。さまざまな議題があったが、なかでも不祥事の防止、報告書の

上げ方、指導要録の記入方法について意見交換がなされた。今後の課題にも

なる。 

 

委員長  議案第1号「市議会定例会提出議案(山武市成東中央会館条例等の一部改正)に

同意することについて」から議案第3号「市議会定例会提出議案(山武市成東文

化会館のぎくプラザ条例の一部改正)に同意することについて」は、議会の提

出前であり、協議第1号「準要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条の規定により規定に基づき、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) 市議会定例会提出議案(山武市成東中央公民館条例等の一部改正)に同意することにつ

いて 

スポーツ振興課長  詳細は、別綴りの資料「条例改正等提案内容」をごらんいただ

きたい。主に休館日・予約方法等の対応について統一させていた

だいた。文化施設とスポーツ施設の休館日をそれぞれA3サイズの

資料として付けた。文化施設の基本となる休館日は71日。その他、

臨時開館(5月の大型連休)や臨時休館(館内整理や展示替え等)を施

設ごとに設けており、条例にも位置付けさせていただきたい。年

末年始の休館日数は、一部の施設を除いて市役所の休業とそろえ

た。市内の屋外体育施設は、月曜日開放について1年半試行したが
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特段問題がなかったので、本施行したい。前回の定例会で、施設

職員の過剰な労働を懸念する声や緊急時の対応について教育委員

からご意見をいただいたが、月曜日はスポーツ振興課の職員が勤

務しているので、不具合が生じることのないようにしていきたい。 

これまでは、施設のメンテナンス等で休館する際は、事前に教育

委員会の了承が必要だという文言があったが、今後は教育長の了

承を得た上で休館し、その旨を事後報告するという形で対応させ

ていただきたい。これは、スポーツ施設だけではなく文化施設も

同様としたい。 

※原案のとおり同意 

 

(2) 市議会定例会提出議案(山武市図書館条例の一部改正)に同意することについて 

図書館長  議案第1号で触れた以外の部分について説明させていただく。図書館法の

一部改正に伴い、図書館協議会関連の事項を規則ではなく条例に追加する

こととなった。 

※原案のとおり同意 

 

(3) 市議会定例会提出議案(山武市成東文化会館のぎくプラザ条例の一部改正)に同意する

ことについて 

文化会館長  本条例にさんぶの森文化ホールについての文言を追加したことと、別表

第3の文章で示していた部分を別表第1、第2の中に明記して見やすくした。 

※原案のとおり同意 

 

(4) 山武市松尾運動公園条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

(5) 山武市教育委員会が管理するスポーツ施設の使用許可申請等に関する様式の統一化の

ための規則の一部を改正する規則の制定について 

(6) 山武市教育委員会が管理するスポーツ施設の使用料の減免に関する規則の一部を改正

する規則の制定について 

(7) 山武市成東総合運動公園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 

(8) 山武市鳴浜体育館等条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

(9) 山武市蓮沼スポーツ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 

(10) 山武市蓮沼野球場条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

スポーツ振興課長  施設の予約状況がシステム上で把握でき、スポーツ施設の予約が

どの窓口でもできるようになったため、その旨を改正したというの

が全般的な改正内容。また、松尾運動公園でフットサルコートを使

えるようになったことと、こども園化に伴い鳴浜スポーツ広場がな
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くなることで、文言の追加と削除が発生した。申請様式も同様。鳴

浜体育館については、利用申し込みの受付期間について新たに明記

した。 

※原案のとおり可決 

 

(11) 山武市蓮沼中央会館管理規則の一部を改正する規則の制定について 

(12) 山武市農村環境改善センター条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

(13) 山武市松尾洗心館管理運営規則の一部を改正する規則の制定について 

公民館長  各施設の利用にあたり、申請の受付期間及び受付時間について、他の社

会施設と合わせた。農村環境改善センターと松尾洗心館については、市内

在住者とそれ以外の者とで差を設けた。 

※原案のとおり可決 

 

(14) 山武市さんぶの森公園条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

(15) 山武市さんぶの森武道館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

(16) 山武市さんぶの森弓道場条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

(17) 山武市さんぶの森野球場等条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

(18) 山武市さんぶの森中央会館管理規則の一部を改正する規則の制定について 

(19) 山武市さんぶの森中央体育館管理規則の一部を改正する規則の制定について 

(20) 山武市日向の森テニスコート使用規程の一部を改正する規程の制定について 

さんぶの森公園管理事務所長  さんぶの森公園は、さんぶの森文化ホール部分を除き

都市公園条例へ移行することに伴い、さんぶの森公園条

例が廃止となる。よって、「～条例施行規則」ではなく

「～の管理に関する規則」を定める。さんぶの森文化ホ

ールについては、成東文化会館のぎくプラザ条例に組み

込むため、削除している。 

 さんぶの森公園管理事務所の管轄のスポーツ施設は、

先ほど説明があったようにどの施設でも申請受け付けで

きるようになったため、その旨変更した。 

 山武保健センターの和室(2室)をさんぶの森中央会館で

管理することとなったため、その旨追加した。 

＜質疑＞ 

京相委員  さんぶの森公園が都市公園化されるが、管理は教育委

員会がやるのか。都市計画担当部署か。 

さんぶの森公園管理事務所長  管理は今までどおり教育委員会に委任されている。 

※原案のとおり可決 
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14時48分 休憩 

14時58分 再開 

 

(21) 山武市図書館管理運営規則の一部を改正する規則の制定について 

図書館長  図書館協議会関連を条例に移行したことに伴い削除したことと、システム

の導入に伴い図書館利用カードの様式を変更したのが主な内容。 

※原案のとおり可決 

 

(22) 東日本大震災にかかる山武市被災園児児童生徒援助費の支給に関する要綱の改正に

ついて 

学校教育課長  本要綱の効力を1年延長し24年度末までにし、援助は同一人につき1

回限りである旨明記した。 

※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 

学校教育課長より、2 世帯 2 名について説明。 

※原案のとおり認定 

 

(2) 山武市教育振興基本計画について 

教育総務課長  毎年適宜見直しを図ることとなっており、今回は第 3 章を中心に変更

しており(赤字部分)、新しく施設の整備計画(A3 サイズの表)を追加した。

今回別添素案について了承いただければ、学識経験者から意見を伺い、

3 月の定例会で議案提出させていただきたい。 

変更箇所については、各所属長から説明。 

＜質疑＞ 

五木田委員  非構造部材耐震調査について具体的に説明してほしい。 

教育総務課長  体育館の天井材の確認。地震で天井材が落ちてくる可能性があるので

調査する。その結果、取り外しか補強かが決まる。 

髙橋委員  市になってから建て替えた成東小の体育館も調査するのか。 

教育総務課長  昨年建てた 3 校以外はすべて調査する。 

小野﨑委員  22 ページ①、研修会の頭に何か付けた方がよいのでは(→学校教育課

で修正)。もう 1 点、各重点施策の末尾にある成果指標は、現状値が目標

値を上回っているものもある。目標値を変更してもよいのではないか。 
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教育総務課長  この表は市行政評価から引用している部分。後期基本計画の策定作業

にとりかかっているのでそこで修正をかけたい。 

※原案のとおり了承 

 

(3) 公民館広報の発行について 

公民館長  創刊号は 3 月初旬発行予定で、デザインは別紙のとおり。講座や団

体の紹介を掲載していく。地区回覧は 3 月 14 日に発送予定。 

＜質疑＞ 

小野﨑委員  「懸け橋」と発行月が同じなので調整が必要ではないか。 

教育総務課長  「懸け橋」の発行はこれまでの月から 1 月ずらそうと考えているが

ご賛同いただけるか。(→賛成) 

※原案のとおり了承 

 

 

日程第 6 ○報告事項 

(1) 文教厚生常任委員協議会報告について 

教育部長  1 月 17 日に行われた文教厚生常任協議会の概要を説明する。こ

の協議会は当初予算案について議題として行われたもので、今回で

2 回目となる。1 回目からの変更について事務局から説明後、質疑

応答となった。詳細は資料のとおり。 

スポーツ振興課長  宿泊業者がスポーツ施設の使用申請をする際の取り扱い(宿泊業

者に対する復興支援)について、文教厚生常任委員会で説明した後

の状況を補足説明させていただく。1 月 26 日に農商工・観光課を

通して報告を兼ねて協議の場を設けた。まだ民宿組合が立ち上がっ

ていないとのことで、市観光協会の会長・副会長、宿泊業者を代表

して小川氏(小川荘経営者)と高橋氏(ニュー大洋経営者)に参加いた

だき、観光係長同席のうえ、支援策の説明を行った。この取り組み

は平成 24 年 4 月から 2 年間と限られた期間なので、できるだけ早

く民宿組合を立ち上げてほしいと依頼した。現在回答待ち。 

 

(2) 「災害時初動対応マニュアル」について 

教育総務課長  小中学校、スポーツ施設との連絡体制や避難所となった時の対応方

法、職員の初動体制などを明確にし、次に備えるために作成したもの。

現在の案は 2 月 14 日開催の校長会議で配布したのと同じもの。資料に

基づき内容を説明。 
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(3) 平成23年度卒業式・平成24年度入学式の出席者について 

(4) 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  卒園式・卒業式について議員の出席についても追加した。 

 入学式・入園式については教育委員が決定したのち、事務局職員が

出席する分について追加した。 

 合同着任式(案)のとおり計画した。今年度は東日本大震災の影響で

中止し文書の配布のみだったが24年度は実施したい。開式のことば及

び閉式のことばを教育委員にお願いしたい。(→役割を決定) 

 

(5) 第42回山武郡市駅伝競走大会結果について 

(6) 「さんむスポーツフェスタ2012」開催について 

スポーツ振興課長  2月11日(土)に好天のなか山武郡市民駅伝競走大会が行われた。

総合成績で、山武市は山武Aチームが3位、Bチームが5位。タイム

(前半・後半別)及び区間タイムは別紙のとおり。 

 3月4日(日)にさんむスポーツフェスタを開催する。昨年は東日本

大震災の翌々日だったため中止したので、実質初めての開催。さ

んぶの森中央体育館など、複数の会場で親しみやすい種目のイベ

ントを展開する。 

 

(7) 行事の共催・後援の承認について 

教育総務課長  1 月 4 日から 31 日までに承認した共催 1 件、後援 6 件について報告。 

 

(8) 3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 

学校教育課長 

 2月13日(月)東金市で発生した発砲事件に係る当市教委の対応について 

 インフルエンザによる学級閉鎖について(一覧にして配布) 

給食センター所長 

 1月30日に開催した学校給食センター運営委員会の概要を報告する。事務事業・予

算・給食費の収納状況のほか、震災後の対応で施設の点検・修繕工事、炊き出し、

応急給食の提供について説明した。 

また、放射能関連では、放射能検査に対する市の対応について説明した。意見と

しては「今まで以上に食材を洗う、調理方法を工夫する」「流通している食品は

安全と考えてよいのでは」「生徒と一緒に野菜を作っているが保護者も一緒に参



9 

加してもらった。特に心配している様子はなかった。」などが出て、以上のこと

から、今の市の対応でよいのではという結論になった。 

スポーツ振興課長 

 平成23年度の地方体育振興功労者賞を市体育協会会長の篠原三雄氏が受賞した。 

 2月13日の東金市で起きた発砲事件に関連して、スポーツ振興課で行っている学校

開放については、現在自粛は行っていないが、子ども達だけでの使用は制限して

いる。 

 

7. 閉会  午後5時7分 

 


