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平成23年山武市教育委員会第5回定例会会議録 

 

1. 期  日 平成23年5月18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 

 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 

 

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  委員長が挨拶し午後1時28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、五木田委員を指名する。 

 

日程第2  ○会議録の承認 

第4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、4月21日から5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) 

4月22日 千葉県都市教育長協議会総会、行事報告、新年度の予定についての協議  
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関東都市教育長協議会総会が佐野市で行なわれる予定であったが中止となっ 

た。 

25日 山武地区教育委員会連絡協議会 受賞された方々の選考、総会にむけての会議 

山武市では13名が表彰された。先の総会で、座長から総会で通ったものがいか

がなものかとの意見が出て今後の協議となった。このことは25日の理事会で話

が出ており、先だっての総会で年度末に実施となっていればよかったと思う。 

26日 副読本改訂第1回会議が行われ、課長、室長で対応した。 

28日 山武地区教育長協議会の総会が行なわれた。23年度の教育長協議会の会長に就 

いた。行政組合教育長に東金市村井教育長が内定し、地教委連協開催前に正式 

に決まった。 

30日 市PTA連協総会があり、来賓で出席した椎名市長からただ連絡だけの連協で 

いいのか、時代に合った連協であったほうがいいのではという投げかけがあ 

った。 

5月 2日 仏像の内覧会が開かれた。山武市のいろいろな宗派の寺院の仏像を一堂に集め 

ての観賞会ができるのは大変喜ばしいことだと思う。各寺院の住職の理解を得 

られたことがすばらしいことだと思う。 

6日  PTAの総会並びに研修会があり、同日、小中体連歓送迎会が行なわれ、120名 

を超える方々が集まった。 

7日 春季ソフトテニス大会 7日が男子、8日が女子。304名の参加。 

 ボランティア協会総会 10人以上16団体、9名以下24団体、個人資格の登録が 

28人という体制になっている。年々ボランティアに対する関心が高まってきて 

いる。 

8日 青少年連絡協議会の総会並びに研修会 研修では県警から講師を招き「青少年 

とインターネット」という話をうかがった。 

9日 学警連 新しい署長となり  署長、生活安全課長も変わり  課長となった。 

10日 校長会議において、アメリカでは日本の震災を教材にして教育していると話し、 

本家の日本で地震を学びの教材にしてほしいとお願いした。 

11日 東上総教育事務所所長訪問が行なわれ、山武南中に行って来た。校長会では15 

分間の説明で学校の力量が分かると話している。 

12日 市の選挙後の臨時市議会が行なわれた。議長に萩原議員、副議長に宍倉議員 

が就任した。同時に文教厚生常任委員には、行木議員、小川吉孝議員、能勢議員、 

蕨議員、川原議員、小川良一議員が決まった。 

朝9時に黎明高校の前副校長が来庁。黎明高校はNHKの通信学園の協力校をして

いる。23年度からは本格的にかかわっていきたい。山武地区においても、山武市

東金市で中学生の不登校が多い。進学先として選択して頂くための説明会を行な
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いたいとの協力をお願いされた。5人の教育長に話をしたところ、どなたも大変

良いことなので構わないとのことであった。6市町の教育委員会を集めた説明会

が行われる予定である。NHKの通信教育は3年間で60万円で済み、3年で卒業でき

る。 

13日 東上総の指導室訪問が大富小で行なわれた。 

14日 成東高校PTA・後援会総会 山武市の市長が地元ということで後援会長、私も幹 

事になっている。授業参観もしてきた。高校と義務ではずいぶん違うなと感じた。

機会を見て交換授業もしてみたいと思う。 

15日 陸上記録会が成東運動公園で行なわれた。  さんの協力で一般の参加者が増 

えていることはありがたい。 

16日 地教連協総会があり、その後懇談会が開かれた。昨日、  教育長からお礼の電 

話を頂いた。 

17日 市小学校陸上大会が開催された。 

 

委員長：日程第4の議決事項第1号から日程第5の協議事項第2号について山武市教育委員

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) 平成23年度6月補正予算について 

教育総務課長：教育総務課における平成 23 年度 6 月補正について説明。 

学校教育課長：学校教育課における平成 23 年度 6 月補正について説明。 

 

髙橋委員：大平小に福島から転入生が来たか。 

学校教育課長：大平小には来ていない。鳴浜小と成東東中に一家庭 2 名が転入して 

いる。  

髙橋委員：教科書についてはどうなっているか。 

学校教育課長：前期分については支給済。 

 

※審議の結果、原案を承認。 

 

(2) 学校評議員の委嘱について 

学校教育課長：学校評議員の委嘱について説明。 

 

※審議の結果、原案を可決。 
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日程第 5 ○協議事項 

(1) 準要保護の認定について17件21名 

学校教育課長：新規 17 世帯 21 人について説明。 

 

※新規 17 世帯 21 人について認定。 

 

(2) 平成23年度教科用図書山武採択地区協議会規約及び委員の承認について 

指導室長：平成23年度教科用図書山武地区協議会規約及び委員について説明。 

 

 ※事務局案を了承 

 

日程第 6 ○報告事項 

(1) 山武市議会第1回臨時会の報告について 

教育部長：12日の第1回定例会について、今回は議会の構成を行なうため。議案は震災対 

応のものが多く、震災後の専決補正予算の承認等である。議会の構成で各常任委

員会の委員が選任された。文教厚生委員会には委員長に能勢秋吉議員、副委員長

に蕨眞議員が就任。 

報告第2号で専決処分により損害賠償の額を定めたものについて、地方自治法の定

めに従い議会に報告したものである。事故の概要として、平成23年3月29日(火)午

後3時30分ころ、スポーツ振興課職員が公用車を松尾運動公園駐車場に停車した後、

車を離れたところ、サイドブレーキの引きが緩かったため、自然に動き出し、隣

に駐車していた松尾運動園管理員の車両に接触したという事故である。損害賠償

額62,236円で示談が整い保険で賠償した。 

(2) 市陸上大会結果について 

学校教育課長：昨日、成東総合運動公園で山武市陸上大会が行なわれた。6 年生の部では 

緑海小 1 組が優勝、2 位 3 位には南郷小 2 組 3 組が入賞。5 年生の部では大富小 1

組が優勝。2 位は大平小 1 組、3 位は山武西 1 組が入賞した。市内 13 校の小学校が

あるが、2 学級編成の学校が 5 年生では 5 校、6 年生では 6 校しかない。ほとんど

が一学級編成である。大富小学校の 5 年生 26 名で 2 学級でも合わせて 40 数名しか

いない。大富小学校の 6 年生は合計 9 名しかいなかった。6 年生はほとんどが 20

数名で平均してきた。成績上位の児童が 6 月の郡市に出場する予定。 

 

(3) 東日本大震災にかかる山武市被災園児児童生徒就学援助費の支給状況について 

学校教育課長：援助費を委員会独自に支給する制度を設けた。緑海小や蓮沼スポーツプ

ラザで申請窓口を設けた。41 名の被災者のうち現在 36 名の申請を受け
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た。今日 13 件に振り込みを行ない、20 日にその他の方へ振り込みを行

なう。未申請者については学校にも伝え、申請頂くようにしたい。申請

がない場合、5 月下旬まで待ち、それでも申請がない場合、再度連絡を

する。 

 

(4) 行事の共催・後援の承認について 

教育総務課長：平成23年4月1日から4月31日までに承認した2件の共催及び2件の後援に 

ついて説明。野球大会について5月9日に変更申請が提出されている。 

スポーツ振興課長：日向の森野球場の試合途中に選手同士のトラブルからチーム同士の 

トラブルに発展してしまった。大会運営上の責任者が12名おり、審判に 

ついて、4名ずつの配置をしたが、トラブルが発生した際は、審判の事 

情や各会場の連絡として会場を離れてしまい、主審しか残っていない状 

況であった。主審が仲裁に入ったものの止めることができなかったため 

没収試合とした。5月2日大会運営本部の監督から連絡があった。5月6日 

（金）に関係者会議を開催。5月21日(土)理事会において対応を決定する。 

スポーツ振興課としては体育協会専門部等に対する大会運営上のトラブ 

ル防止への対応を周知していきたい。 

 

(5) 6月の行事予定について 

教育総務課長 ：教育総務課の6月の行事予定について報告。 

学校教育課長 ：学校教育課の6月の行事予定について報告。 

生涯学習課長 ：生涯学習課の6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6月の行事予定について報告。 

 

 

その他 

教育総務課長：海岸地域の緑海、鳴浜地区の幼稚園、保育所施設を前回して頂いた。現行 

      では緑海、鳴浜の現在地での建設を予定していたが、東日本大震災を受けて 

てこどもの安全を確保するために児童保健院跡地を利用して園舎とする旨の 

アンケートを6月に実施する予定である。 

 

京相委員  ：対象はどの範囲か。 

教育総務課長：緑海、鳴浜の幼稚園保育所の保護者に対して行う予定。 

 

教育長   ：保健福祉部からの提案であると思うが、アンケートで進みが停滞する可能 



6 

性がある。委員会は明確な方針を一致していたほうがいい。市長は、あり 

方検討委員会で多様な意見をと言っていたが、保健院での方向を予定して 

いる感触を受けている。 

 

7. 閉会  午後2時52分 


