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平成23年山武市教育委員会第8回定例会会議録 

 

1. 期  日 平成23年8月17日(水) 

2. 場  所 山武市役所第7会議室 

3. 開  会 午後1時40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 小野﨑 一男 

 教育長 金田 重興 

5. 欠席委員 委 員 髙橋 尚子 

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 

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 

 

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40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、小野﨑委員を指名する。 

 

日程第2  ○会議録の承認 

第7回定例教育委員会の会議録を全員異議なく承認。 

 

日程第3  ○教育長報告 

報告書に基づき、7月21日から8月17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) 

7月 21日  中学校の総合体育大会の激励に回った。教育委員会庁舎の入り口にも貼っ

てあるが、柔道で全国大会出場など、優秀な成績を多く収めている。 

 22日  山武郡市小学校体操競技大会。28校が参加。近年参加校数は変わらない。
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成東小が準優勝した。成東小の指導者は以前松尾小におり、松尾小を優勝に

導いた。指導者の影響を感じた。 

 24日  市尐年サッカー大会。開会式で、指導者も子どもたちもさまざまな姿勢や

態度であり、社会体育のあり方を感じさせられた。 

   食虫植物群落を守る会主催の子ども教室。定員は25名だが、市内は7名、市

外と合計しても15名。もう尐し多くてもよいのではないかと思った。 

 25日  管理職選考志願教員面接。7人が志願予定とのこと。 

8月 1日  文教厚生常任委員と校長会の教育懇談会。初回なので顔合わせ程度で終わ

ったが、連携して信頼関係を結んでいく足掛かりになったと思っている。 

 6日  松尾地域の教育関係者を集めて、教育支援組織の設立集会が行われた。方

法・意図が伝わらない、準備不足という指摘をいただき、危機感の共有まで

には至らなかった。関係者自らが立ち上がる意識になっていったらいいと思

う。また出直していきたい。 

 8日  なるとうこども園の用地取得についての臨時議会が行われた。 

 16日  庁議及び災害復旧会議が行われた。市長から「10mの津波は必ず来る。今

できることはできるだけ早くやってほしい」と発言があった。 

 

委員長：議案第1号・第2号・第3号・第5号・第8号・第9号は議会の提案前であり、議案

第7号、協議第1号及び協議第2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) 山武市奨学資金貸付基金条例の制定について 

(2) 山武市奨学資金貸付条例の制定について 

(3) 山武市奨学資金貸付条例施行規則の制定について 

教育総務課長 教育振興基本計画を策定した際に奨学資金について位置づけをしたも

のであり、次代の社会を担う優秀な人材を育成することを目的として、

3本の条例・規則の制定について提案させていただく。(以下、資料に基

づき説明) 

 

京相委員 貸付条例の第3条第4項について、日本育英会の奨学金などを受けてい

る場合は受けられないということか。日本育英会の奨学金は今どのく

らいか。 

教育総務課長 重複はできない。日本育英会は、私立だと54,000円。育英会の所得基準

よりは市の方が高く設定している。 

小野崎委員 4月の定例会で入学準備金は間に合うのか。 
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教育総務課長 国公立の合格発表が年度末のためこの日程となる。立て替え払いして

もらわざるを得ない。 

 

※原案のとおり承認 

 

(4) 山武市教育委員会事務の点検・評価について 

教育総務課長 7月20日の教育委員会協議会で教育委員評価をいただいた件で、8月8日

までに内容確認をお願いしていたが、特にご意見等なければ9月の定例

議会に報告書として提出したいと考えている。 

 

※原案のとおり可決 

 

(5) 損害賠償の額を定めることについて 

学校教育課長 案件の概要、相手方、損害賠償額等について説明。9月市議会で提出予

定の議案。議決後は別添合意書を取り交わす予定。様式は法律アドバ

イザーの助言を受けて作成した。 

五木田委員 合意書を取り交わしたら、案件は終了するのか。 

教育部長 相手方には了解を得ている。 

 

※原案のとおり承認 

 

(6) 文化財の指定について 

生涯学習課長 6月20日付けで申請された市文化財指定物件(重圏文鏡、長光寺の日禅上

人坐像の2件)について、市文化財審議会で慎重審議した結果、市文化財

に指定することに結審した。詳細は資料のとおり。この2件について本

会議で審議願いたい。 

 

※原案のとおり可決 

 

(7) 山武市スポーツ振興審議会委員の委嘱について 

スポーツ振興課長 2名の委嘱。山武市校長会の会長が4月の改選で変更になったこと

と、教育総務課長が昨年度末で退職したことにより、新たに2名を

委嘱することとなった。委嘱の期間は前任者の残任期間で、平成

23年12月20日まで。 

 

※原案のとおり可決 
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(8) 平成23年度9月補正予算について 

教育総務課長 奨学資金貸付事業、小学校施設整備事業(成東小浄化槽調整ブ

ロア交換、睦岡小校庭内架空電線用中継柱立替え、松尾小空

調設備膨張タンク不具合修理、成東小境界確定及び境界標埋

設業務委託、成東小桜の木伐採工事)、中学校施設整備事業(成

東中バッキブロワモーター交換)、小学校災害復旧事業(松尾小

擁壁修繕工事)について説明。 

学校教育課長 学校安全対策推進事業(損害賠償金)について説明。 

生涯学習課長 歴史民俗資料館管理運営事業(音声ガイドの設置。100万円寄

付金を活用)について説明。 

学校給食センター所長 成東学校給食センター施設管理運営事業(収納補助員収納業務

のガソリン代、納入通知書県領収書の印刷、給水設備改修工

事)、学校給食センター改修工事(成東学校給食センター屋根及

び外壁改修設計業務委託)について説明。 

 

京相委員 歴史民俗資料館の音声ガイドは、どういう機能のものか。 

生涯学習課長 館内10箇所と、左千夫生家と茶室に各一つ設置する。発声装置と向か

い合い、レシーバーのスイッチを入れると向かい合った発信機の受信

ができるようになる。レシーバーは15個。来館者すべてに対応する意

図ではなく、スタッフ不在に対応するためのもの。 

京相委員 寄付金の経緯は。 

生涯学習課長 旧山武町時代からの裁判案件が解決し、謝礼をしたところ、同額が寄

付金として市に贈られた。寄付されてから数年たつが使い道が定まっ

ておらず、教育委員会に話が持ちかけられた。 

※原案のとおり承認 

 

(9) 財産の取得について 

学校教育課長 山武北小・山武西小の教育用パソコン機器等の購入について説明。

パソコンの台数は、児童数の推移を考慮し、必要最低限にした。 

 

五木田委員 パソコンの単価はどのくらいか。 

学校教育課長 手元に資料はないが、リースよりは安くなる。パソコンの取得台数

には教員用も含まれる。 

 

※原案のとおり承認 

 

日程第5 ○協議事項 



5 

(1) 準要保護の認定について 

学校教育課長：新規 1 世帯 3 人について説明。 

 

※新規 1 世帯 3 人について認定。 

 

(2) 山武市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する協議について 

教育総務課長 奨学資金の貸付けに関する事務については事務の委任とし、基金の管

理及び処分に関する事務については事務の補助執行としたい。 

奨学資金関連の条例が(9月議会の議案として提出するため)まだ成立し

ていないので、今回は協議事項として内諾をいただくところまで。9

月議会の議決後に市長から教育委員長への協議として、第9回定例会

(9月22日を予定)で議案を提出させていただきたい。 

 

※原案のとおり了承 

 

14 時 53 分 休憩 

15 時 03 分 再開 

 

日程第 6 ○報告事項 

(1) 幼稚園・小・中学校の運動会・体育祭の実施日について 

学校教育課長 今年度の運動会・体育祭(実施済みの 2 校を除く)の実施日がわかった。

教育委員が開会式から出席する学校を決めていただければ、学校教育課

から各学校へ出席委員を連絡する。(→割振りを決定) 

 

(2) 第62回山武郡市民体育大会について 

スポーツ振興課長 既に競技が終了しているものの成績について報告。サッカーにつ

いては8月14日(日)の予選を突破し、21日(日)の決勝リーグに進出

することが決定した。 

 

(3) 第5回山武市民体育祭について 

スポーツ振興課長 10月9日(日)松尾運動公園陸上競技場で開催予定。小学校区を単位

とし、支部対抗戦で行う。小中学生の競技において参加できない

子ども達もいるので、オープン種目を増やした。参加者の中には

幼児同伴もおり、昼休みに幼児が参加できるものも設定している。 

 

(4) 第6回さんむロードレース大会について 

スポーツ振興課長 7月25日現在の参加申し込み状況を説明。地域振興基金を活用する
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ので、市内の小中学校の子どもたちが300名程度参加してもらえる

よう働きかけていきたい。 

 

(5) 行事の共催・後援の承認について 

教育総務課長 7 月 1 日から 31 日までに承認した後援 4 件について報告。 

 

(6) 9月の行事予定について 

教育総務課長 教育総務課の9月の行事予定について報告。 

学校教育課長 学校教育課の9月の行事予定について報告。 

生涯学習課長 生涯学習課の9月の行事予定について報告。 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課の9月の行事予定について報告。 

 

その他 

学校教育課長 「山武市教育委員会ジャーナル」を資料として配布させていただ

いた(今号の概要説明)。 

スポーツ振興課長 ソフトテニスで全国大会出場した児童2名が昨日来庁し、市長・教

育長へ全国大会の結果を報告された、ベスト16まで勝ち進み、第9

位であった。 

成東区長会鳴浜支部より、鳴浜体育館を避難場所として位置付け

てほしいと要望された旨、総務課消防防災係から提案があった。

地元住民としては、避難場所が鳴浜小学校だけでは不安らしい。

承諾したいと考えている。 

 

7. 閉会  午後3時35分 

 


