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平成24年山武市教育委員会第1回定例会会議録 

 

1. 期  日 平成24年1月18日(水) 

2. 場  所 山武市教育委員会会議室 

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 京相 光德 

 委 員 髙橋 尚子 

 教育長 金田 重興 

5. 欠席委員 委 員 小野﨑 一男 

6. 議場に出席した職員の職及び氏名 

教育総務課長心得 小川 雅弘 

学校教育課長 有井 實 

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 

成東中央公民館長       小川 義光 

図書館長           小野 稔 

成東文化会館長        古田 静子 

さんぶの森管理事務所長    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 山口 雅之 

 

開会  委員長が挨拶をし、午後1時30分開会を宣する。 

 

各委員より 新年の挨拶 

 

日程第1  ○会議録署名人の指名 

北田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 

第12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、12月22日から1月18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) 

12月26日 教職員管理職選考で模擬面接を行った。校長1名、教頭6名に対して行った。 

  27日 24年度の当初予算案の市長説明を行った。 

1月 4日 市長訓示があり、民主主義は行き詰まりの感がある。トップダウンを求めた 

い気持ちにもなるが、それは危険でもある。主権在民を大事に、「賢民」で 

みんなで破壊的改革を断行してほしいと話があった。部内政策会議では「教 

育部は賢い職員であってほしい」と伝えた。 

   6日 人事評価者研修で講師から「2年間変わっていないですね」という話が漏れ

た。理解が荒いという事であると思う。 

   8日 成人式が行われた。後で各委員から意見をいただければと思う。 

  11日 19校の校長面接を行った。 

  12日 スポーツ審議会が開催された。スポーツ振興法が50年ぶりに改正され、初め

ての審議会であった。会長、副会長が交代。ぜひとも、建議、具申をする審

議会であってほしいとお願いした。 

  13日 3月補正の部内ヒアリングを行った。夕方、小中体連の祝賀会が浪川荘で行

われた。文部大臣賞の前大網教育長をはじめ、全国表彰の押尾先生、県の教

育功労賞他1名の祝賀会であった。 

  16日 教育長・校長合同面接が教育会館で行われた。要望結果は厳しいと思う。 

  17日 文教厚生常任委員会で平成24年度当初予算の説明を終えた。 

 

委員長：議案第1号から議案第15号及び議案第17号から議案第18号は議会提出前であり、

協議第1号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（山武市鳴浜体育館等条例の一部改正）に同意することについ

て 

(2) 市議会定例会提出議案（山武市蓮沼スポーツプラザ条例の一部改正）に同意すること

について 

(3) 市議会定例会提出議案（山武市蓮沼野球場条例の一部改正）に同意することについて 

(4) 市議会定例会提出議案（山武市松尾運動公園条例の一部改正）に同意することについ

て 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、議会の議決を経るべ 
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き事件の議案について市長から意見を求められた市議会定例会提出議案について、スポ 

ーツ振興課長から説明。 

 

京相委員    休場日について、屋外のものについては年末年始の休みだけになった 

ということで、実際に管理する職員がオーバーワークにならないか。 

また手薄になり管理が行き届かなくならないようにしていただきたい。 

スポーツ振興課長 現在、月曜日が休館日というなかで教育委員会スポーツ振興課が出勤 

しており、緊急時やドクターヘリの離発着には消防防災からの連絡に 

より、スポーツ振興課職員が対応するようにしている。 

 

※本議案は継続審議とする。 

 

(5) 市議会定例会提出議案（山武市歴史民俗資料館条例の一部改正）に同意することにつ

いて 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、議会の議決を経るべき

事件の議案について市長から意見を求められた市議会定例会提出議案について、生涯学習

課長から説明。 

 

※本議案は継続審議とする。 

 

(6) 市議会定例会提出議案（山武市さんぶの森中央会館等条例の一部改正）に同意するこ

とについて 

(7) 市議会定例会提出議案（山武市さんぶの森武道館条例の一部改正）に同意することに

ついて 

(8) 市議会定例会提出議案（山武市さんぶの森弓道場条例の一部改正）に同意することに

ついて 

(9) 市議会定例会提出議案（山武市さんぶの森野球場等条例の一部改正）に同意すること

について 

(10) 市議会定例会提出議案（山武市都市公園条例の一部改正）に同意することについて 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、議会の議決を経るべき

事件の議案について市長から意見を求められた市議会定例会提出議案について、さんぶの

森公園管理事務所長から説明。 

 

※本議案は継続審議とする。 
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(11) 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 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、議会の議決を経るべき

事件の議案について市長から意見を求められた市議会定例会提出議案について、成東文化

会館長から説明。 

 

※本議案は継続審議とする。 

 

(12) 市議会定例会提出議案（山武市成東公民館条例の一部改正）に同意することについて 

(13) 市議会定例会提出議案（山武市農村環境改善センター条例の一部改正）に同意するこ

とについて 

(14) 市議会定例会提出議案（山武市広域共同利用施設条例の一部改正）に同意することに

ついて 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、議会の議決を経るべき

事件の議案について市長から意見を求められた市議会定例会提出議案について、中央公民

館長から説明。 

 

※本議案は継続審議とする。 

 

(15) 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 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、議会の議決を経るべき

事件の議案について市長から意見を求められた市議会定例会提出議案について、図書館長

から説明。 

 

※本議案は継続審議とする。 

 

(16) 山武市奨学資金貸付条例施行規則の一部を改正する規則について 

教育総務課長  懸け橋等で周知が始まり、3月15日から申請が開始される。募集にあ 

たり事務手続きの整備を行う。当初、口座振替の場合、奨学資金受領 

書は不要としていたが、口座振替の場合も含めて入金のあった際は受 

領書を提出していただくこととした。年度末には成績証明書とあわせ 

て受領書を提出して頂くことになる。申請書の様式について、審査に 

あたり確認が必要な場合は関係機関へ照会することに同意するという 

文言を追加した。これは、市税未納者の確認が必要なため。奨学資金 

誓約書で連帯保証人の所得状況も確認が必要なので連帯保証人の方に 

も確定申告書等の写しを提出していただくこととした。 
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※原案のとおり可決。 

 

(17) 市議会定例会提出議案（平成23年度山武市一般会計補正予算（第5号））に同意する

ことについて 

 教育総務課長  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、議会 

の議決を経るべき事件の議案について市長から意見を求められた市議 

会定例会提出議案について、事務局からの説明後、同意するか審議頂 

きたい。 

 以下、補正予算要求部署より概要説明。 

 

※原案のとおり同意。 

 

(18) 市議会定例会提出議案（平成24年度山武市一般会計予算）に同意することについて 

 教育総務課長  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、議会 

の議決を経るべき事件の議案について市長から意見を求められた市議 

会定例会提出議案について、事務局からの説明後、同意するか審議頂 

きたい。 

 以下、平成24年度一般会計予算について、各課長、施設長より概要説明。 

 

※原案のとおり同意。 

 

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3名について説明。 

 

※原案のとおり認定。 

 

(2)  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の特例に関する要綱に

ついて 

学校教育課長  本要綱は、東日本大震災により被災した園児児童生徒、または東日 

本大震災に被災し市外から市内に避難した者に援助を行い教育の円 

滑な実施を目的として制定された。当初の要綱では平成 23 年 3 月 

31 日までの期限であったが、今後も継続的な支援を行うために期限 

の延長を求めるもの。本市での申請は、ほぼ終了しているが、被災 

地から本市へ転居される場合があるため。 

 

※原案のとおり了承。 
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(3)  平成 24 年度全国学力・学習状況調査の実施について 

指導室長   平成22年度より抽出校での調査実施としている。今年度は  小学校、 

  小学校が指定を受けていたが、本年度は震災の影響で見送りとな 

った。来年度は、  小学校、  小学校、  小学校、  小学校、 

中学校では  中学校に協力してほしいと依頼があった。抽出以外 

の学校については、教育委員会の希望によって実施される。採点は教 

育委員会の責任。一人あたり1,700円の費用となる。全体で140万円く 

らいかかる。本年度から理科が加わる。時間的には半日。中学校では 

1時間目から5講時までかかる。抽出依頼の学校について協力してよろ 

しいか。また、抽出以外の学校について22年度、23年度と同じ対応で 

よろしいか伺う。 

 五木田委員   千葉県の学力テストは別に行うのか。 

 指導室長    はい。実施されることになっている。 

 五木田委員   校長をはじめ、各先生方は自分の学校の学力を把握する必要がある。 

学校は学力をつけるところ。県のテストを受けることを前提で抽出校 

だけでいいと思う。 

 髙橋委員    学力調査は、やった方がいいと思う。 

 五木田委員   抽出以外の希望校では、費用は市町が負担となるか。 

 指導室長    そうである。 

 京相委員    学力調査には消極的であったが、理科が追加されるということで標準 

と比べてみたいという気持ちがある。 

 髙橋委員    中学校3年生は、高校につながる内容を含んだものを学んでいるので 

費用が負担可能であれば参加してほしいという思いがある。 

 教育長     抽出校が30パーセントということであるが、前回よりも増えている。 

この学校であれば山武市の学力をはかるのに適当であると思う。 

 五木田委員   この抽出校というのは文科省の抽出か。 

 指導室長    そうである。 

 五木田委員   山武市全体で見た時に抽出校に偏りがみられると感じた。 

 教育長     理科・社会に関して山武市は得点がいい。理数に関しては平均が务る。 

 

※原案のとおり了承。 

 

日程第6  ○報告事項 

(1)  平成23年度卒業式出席者について 

学校教育課長   前回の定例において教育委員の方の出席を確認させていただき、 

出席されない学校について教育委員会で出席者を決定した。市長、 
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副市長の出席について記載させていただいた。各学校から案内が 

届くのでよろしくお願いする。 

 

(2)  第5回市民駅伝競走大会結果について 

スポーツ振興課長 1月15日開催された第5回市民駅伝競走大会の結果について、さん 

ぶの森あららぎ館で開閉会式、さんぶの森ふれあい公園多目的広 

場を競技会場として実施。市内各小学校区13支部を予定していた 

が12支部13チームで実施した。日向から2チームが参加。1位が成 

東支部、2位が日向Ａチーム、3位が豊岡支部であった。結果をも 

とに郡市民駅伝大会を行うので参加を呼び掛けて2チームの出場を 

予定している。 

 髙橋委員     駅伝大会の日程が東金、八街と同じ日になると参加できない。 

 スポーツ振興課長 山武市民駅伝競走大会においては選手の出場枠が「住所」を有する 

ものとなっている。 

 髙橋委員     男性はいつも御歩射にかかっており、毎年日程をずらせないかとい 

う話があがる。 

 スポーツ振興課長 大会についてはいろいろな地区から要望がある。子どもたちについ 

ても様々なクラブ活動の試合で出られない方もいた。すべての要望 

をかなえることは出来ないが出来るだけ周知を図ったなかで協力を 

求めたい。 

 五木田委員    1月は多くの行事がある。 

 教育委員長    1月は行事が多いのでどうしてもかさなる事がある。決まった日で 

の実施がよいと思う。 

 

(3)  行事の共催・後援の承認について 

教育総務課長  12月1日から31日までにした共催1件、後援2件について報告。 

 

(4)  2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 

 スポーツ振興課長 平成23年度山武市体育協会功労者表彰一覧。1月15日に体育協会で 

表彰をしている。17名の候補者の内10名に表彰をした。 

          3月4日開催のさんむスポーツフェスタ2012について説明。 

          復興支援としてのスポーツ合宿の受け入れについて説明。 

 教育総務課長   懸け橋について、配布状況を説明。 

          3月以降の定例教育委員会についての日程変更を伺う。 
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 各委員より意見があり、3月以降の定例教育委員会については「第3木曜日」に決まる。 

 生涯学習課長   資料（懸け橋）をもとに成人式について報告。出席率は75パーセン 

トであった。 

 各教育委員より、成人式について感想を述る。 

 指導室長     インフルエンザが流行しているので学校へ注意を促した。 

 

7.閉会  午後4時57分 

 


