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令和元年山武市教育委員会第11回定例会会議録 

 

１．日 時  令和元年11月19日（火）午後１時30分 

２．場 所  山武市役所本庁舎 第４会議室 

３．招集者  山武市教育委員会 教育長 嘉瀬尚男 

４．議 題 

 

議決事項 

 議案第１号 市議会定例会提出議案（令和元年度山武市一般会計補正予算（第６号））に同意

することについて 

 議案第２号 市議会定例会提出議案（山武市立小学校設置条例の一部を改正する条例）に同意

することについて 

 

協議事項 

 協議第１号 要保護及び準要保護児童生徒の認定について 

 

報告事項 

 報告第１号 令和元年度山武郡市小学校球技大会（ソフトバレーボール）の結果について 

 報告第２号 日向小学校・山武西小学校学校統合準備委員会の進捗状況について 

 報告第３号 12月の行事予定について  
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出席委員  教育長      嘉瀬 尚男 

      教育長職務代理者 小野﨑 一男 

      委員       今関 百合 

      委員       清水 新次 

      委員       木島 弘喜 

      委員       渡邊 礼子 

 

欠席委員  なし 

 

出席した職員の職及び氏名 

教育部長 小川 宏治 

教育総務課長 鈴木 幸宏 

学校再編推進室長 川島 美雄 

学校教育課長 中村 正浩 

学校教育課指導室長 越川 幸夫 

生涯学習課長 神谷 英典 

スポーツ振興課長 大谷 広貴 

図書館長 子安 勝也 

子育て支援課長 横地 博 

事務局 

教育総務課総務企画係係長 鵜澤 秀己 

教育総務課総務企画係主査補 鈴木 秀一 

教育総務課総務企画係主事補 齋藤 未希  
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◎開  会  午後１時30分 

教育長  市議会第４回定例会が11月26日から開会となります。一般質問が12月

３日から５日までの３日間で予定されていますので報告いたします。 

 それでは、ただいまから令和元年教育委員会第11回定例会を開会いたし

ます。 

                                      

◎日程第１ 会議録署名人の指名 

教育長  日程第１、会議録署名人の指名を行います。本日は今関委員を指名いた

します。よろしくお願いします。 

 

今関委員  はい。 

                                      

◎日程第２ 会議録の承認 

教育長  日程第２、会議録の承認、令和元年教育委員会第10回定例会及び教育委

員会第３回臨時会の会議録について、事前に配付をしてありますが、皆様

いかがでしょうか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

教育長  異議がないようなので、教育委員会第10回定例会及び教育委員会第３回

臨時会の会議録は承認といたします。 

                                      

◎日程第３ 教育長報告 

教育長  日程第３、教育長報告です。私から報告いたします。 

 資料の２ページ、10月 18日から 11月 19日、本日までの報告となります。

主立ったものを説明していきます。 

 10月18日、行政組合の教育委員会の事務局の方が持ち回り採決というこ

とでおいでになりました。 

 10月 19日、千葉大学大学院教育学研究科「ミドルリーダー養成特別演習」

の公演。千葉大教育学部で学んでいる学生、それから教員で千葉大学教育

学部に通っている30名から40名を対象に、山武市で取り組んでいることに

ついてお話をさせていただきました。 

 10月23日、まち・ひと・しごと創生会議と当初予算投資的事業の選定会

議。 

 10月24日、第42回の山武郡市特別支援教育振興スポーツ大会。東金アリ

ーナで開催されました。 

 10月26日、山武郡市小学校球技大会、ソフトバレーボール。東金アリー

ナで行われました。結果の報告は後ほどございます。 



－4－ 

 同じく26日、豊岡のスポーツクラブ設立総会と懇親会。総合型スポーツ

クラブということで、山武市では初めて設立され、本来、９月14日に行う

予定でしたが、台風災害の影響で10月に延期され開催されたものでござい

ます。 

 10月29日、ＪＩＣＡ国際協力ボランティア報告会。現在、成東文化会館

に所属している鈴木主事が２年間セネガルへＪＩＣＡボランティアに行っ

ており、その報告会がございました。 

 10月30日、保育等参観訪問。指導案の事案に基づく訪問で、おおひらこ

ども園に行ってきました。 

 10月31日、第２回統合準備委員会全体会。委員の皆様にもご出席をいた

だきました。あららぎ館で日向小学校と山武西小学校の統合についてでご

ざいます。 

 11月１日、山武市小中学校音楽発表会・ダンス発表会。さんぶの森中央

体育館で行われました。その後、教育委員会第３回臨時会。終了後には、

大網白里市中央公民館で行われました山武地区教育委員会連絡協議会理事

会に、小野﨑職務代理と私が出席し、その後の教育功労者表彰式・研修会

には委員の皆様にもご出席をいただきました。 

 11月２日、山武市菊花展審査会。毎年行われているものですが、教育長

賞を選ばせていただきました。 

 11月３日、山武市の芸術文化祭の芸能発表会・作品展示会。のぎくプラ

ザで行われておりました芸能発表会を見学させていただきました。 

 11月５日、庁議、校長会。その後に、皆さんにもご参加いただいた第８

回協議会で、学力向上について、校長方との協議が行われています。 

 11 月６日、中学生職場体験学習の懇談。これにつきましては、11 月７日、

８日、12日の４回、それぞれの中学校から生徒２、３名が教育総務課で職

場体験を行い、20分から30分程度、懇談をさせていただきました。 

 11月７日、山武郡市歯科医師会長来庁。市長への来庁でしたが、むし歯

予防にフッ化物洗口が大変効果があるということで、今年、蓮沼小学校で

実施することになっております。そういったことを市内各校に広げていた

だきたいというお話でございました。 

 11月８日、スリランカ日本語文化学習研修生表敬訪問。高校生６名がお

いでになりました。日本語を学んでいる学生たちで、日本への滞在中の数

日間、山武市においでいただきました。 

 同じく11月８日、食虫植物群落の保護検討委員会。のぎくプラザで行わ

れ、出席しました。 

 11月９日、スポレク山武2019。東金アリーナで開催されました。軽スポ

ーツということで、ユニカールとボッチャの競技でございます。 
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 その後、第19回みどりみふれあいまつり。緑海小学校で毎年行われてお

りますが、そちらにも出席しました。 

 11月11日、職員採用面接。保育士の最終面接でございました。 

 同じく11月11日の夕方に、剣道海の風表敬訪問。全国剣道大会に出場さ

れるということで、市長に表敬訪問においでになりました。 

 11月12日、第２回管内教育委員会教育長会議。東上総教育事務所で行わ

れました。年２回行われておりますが、今年度２回目ということで、終了

後には情報交換会も開催されました。 

 11月14日、校長会の要望書提出。毎年行われている校長会からの要望書

を受け取っているものです。来年には、その回答をお出しする予定となっ

ております。 

 11月16日、第１回千葉県山武市九十九里浜植樹。イオン環境財団が全国

で展開しているもので、今回、山武市の蓮沼海岸で、今年から３年間、植

樹を行われるということで、そちらに出席しました。市長、副市長ほか、

県の副知事もおいでになっておりました。植樹後、イオンの役員の方々と

の会食があり、その席で、山武市の食虫植物群落について紹介をさせてい

ただき、来年100周年を迎えるということで、できれば支援をお願いしたい

というお話をいたしました。 

 11月18日、臨時庁議。午前中に議会運営委員会が開かれ、質問内容が出

そろいましたので、それについての調整です。 

 本日19日、午前中に庁議。そして午後、教育委員会第11回定例会です。 

 以上です。何か質問などございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、議事に入ります。 

 本日の議題ですが、議案第１号、市議会定例会提出議案（令和元年度山

武市一般会計補正予算（第６号））に同意することについて、議案第２号、

市議会定例会提出議案（山武市立小学校設置条例の一部を改正する条例）

に同意することについては、市議会定例会提出前であることから、また、

協議第１号、要保護及び準要保護児童生徒の認定については氏名等の内容

が含まれており、公開することにより個人のプライバシーを侵害する恐れ

があり、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のですが、いかがでしょうか。賛成の方は挙

手をお願いいたします。 

 

 （全員挙手） 

教育長  挙手全員です。よって、議案第１号、議案第２号及び協議第１号は秘密

会といたします。 
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◎日程第４ 議決事項 

○議案第１号 

（議案第１号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  日程第４、議決事項に入ります。議案第１号、市議会定例会提出議案

（令和元年度山武市一般会計補正予算（第６号））に同意することについ

て、ここから秘密会といたします。それでは、提案理由を事務局から説明

をお願いいたします。教育総務課長、お願いします。 

 

※学校教育課長、スポーツ振興課長、図書館長、子育て支援課長から、資料に基づき内容を説明。 

 

※審議結果 原案のとおり同意 

                                      

◎日程第５ 協議事項 

○協議第１号 

（協議第１号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  日程第５、協議事項。協議第１号、要保護及び準要保護児童生徒の認定

について、事務局からご説明をお願いいたします。学校教育課長、お願い

します。 

 

※学校教育課長から、資料に基づき内容を説明。 

 

※審議結果 原案のとおり認定 

 

教育長  ここで秘密会を解きます。 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第１号 

教育長  日程第６、報告事項に入ります。 

 報告第１号、令和元年度山武郡市小学校球技大会の結果について、報告

をお願いいたします。指導室長、お願いします。 

 

指導室長  報告第１号、令和元年度山武市小学校球技大会の結果についてです。11

ページになります。 

 10月26日土曜日、東金アリーナを会場に開催をされ、男女とも市の予選

を勝ち抜いた３校が出場しました。男子は蓮沼小学校、鳴浜小学校、成東

小学校の３校が出場し、蓮沼小学校が３位決定戦で勝利し、３位に入賞い

たしました。女子は山武西小学校、成東小学校、日向小学校が出場し、女
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子は入賞はしませんでしたが、男女とも台風の影響で練習時間がとれない

中、健闘することができたと感じております。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございました。この件についてはよろしいですか。 

                                      

○報告第２号 

教育長  報告第２号、日向小学校・山武西小学校学校統合準備委員会の進捗状況

について、報告をお願いします。学校再編推進室長、お願いします。 

 

学校再編推進室長 12ページをご覧ください。今回は、11月12日に開かれた日向小学校と山武

西小学校の学校運営部会の模様についてご報告申し上げます。 

 12ページ一番下の段に記載のとおり、４つの議題を教頭と教務の先生に

出席していただき行いました。 

 １番目の閉校記念事業の見通しでございますが、各小学校では、卒業式、

修了式、閉校記念式典、離任式について、開催日を、今後、両校で検討し

ていくこととしています。 

 いずれにしましても、引っ越し作業がございます。その辺りも踏まえた

日程調整をされているようです。 

 ２番目の交流事業でございますが、今年度も行っているところです。12

月６日には、１年生から３年生を対象に、山武西小学校を会場に交流会を

予定してございます。 

 令和２年度の交流事業でございますが、全学年で実施する予定でござい

ます。全校遠足や夏季休業中のソフトバレーボール部の交流試合、そうい

ったものを考えているようです。 

 そのほか、職員の交流としては、教員の相互乗り入れ授業のほか、合同

の職員会議も行ってみたらどうかというお話も出てございました。 

 ＰＴＡの交流といたしましては、家庭教育学習を合同開催したいという

ことで、今後学校と検討していきたいということでございます。 

 また、統合小学校の教育課程ということで、３番目の点でございますが、

運動会の実施について話し合いが行われました。今回は学校の位置が変わ

ります。春に開催するメリットというのは、早い段階で一致団結が図れる

ことですが、山武南中学校での動線というものを、運動会の中でどういう

動線で開いたらいいかというのができるかどうか、そういったところが課

題になるということでございました。 

 秋の開催は、そういったところでは十分な動線なども検討できる、練習

の時間も設けられますが、昨今の気象の状況も考えると、春に開催できな
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いだろうかということで今後検討することとしました。 

 ４番目、備品の確認等についてでございますが、既に学校図書について

は、一部不要な本の仕分けが完了しているという報告を受けました。また、

その他の備品については、既に一部完了してございますが、今後12月中を

目途に、どれを備品として持っていくのかという選択作業を完了したいと

考えてございます。 

 そのほかでございますが、今回、ジャージについては、統合を機に新た

なものをつくるかどうかというものについては、現在検討中でございます。 

 次回は、１月下旬から２月上旬に学校の運営部会を開催できればという

ところで、今回は終了しました。 

 続いて、13ページをご覧ください。今後のスケジュールです。上段の校

名決定に関する流れについては、先般、教育委員会臨時会でも確認してい

ただいたところかと思います。本日は、学校設置の条例の一部改正案につ

いて可決いただき、ありがとうございました。12月には市議会に提案する

予定でございます。ここでの可決をもって、統合校の校名が正式決定とな

る運びでございます。 

 下段が統合準備委員会の今後のスケジュールでございます。校名の決定

を受けて、総務部会では、校章、校歌について検討をしていきます。２月

には統合準備委員会全体会、こちらについては今年度の進捗状況について

確認する場として開催の予定でございます。 

 報告は以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 ただいまの報告について、何かお聞きになりたい点ございますか。 

 予定どおり順調に進んでいるということですね。 

 

学校再編推進室長 はい。 

 

教育長  よろしいでしょうか。 

                                      

○報告第３号 

教育長  報告第３号、12月の行事予定について、各所属長から順次報告をお願い

いたします。 

 

教育総務課長  報告第３号、12月の行事予定です。資料14ページをご覧ください。 

 教育総務課から順にご説明いたします。 

 12月３日から５日までが一般質問。また、５日は議案質疑等が行われま
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す。 

 ９日、文教厚生常任委員会、13日、議会閉会日、19日、文教厚生常任委

員協議会が開催されます。こちらについては、令和２年度当初予算の説明

を行います。また、午後には教育委員会第 12 回定例会を予定しております。 

 以上です。 

 

学校再編推進室長 学校教育課です。 

 ６日、校長会議および学校事務共同実施、18日、学校事務共同実施、23

日、市内小中学校終業式となっております。 

 以上です。 

 

子育て支援課長  子育て支援課です。 

 20日、園長・副園長会議が３時から第６会議室で行われます。 

 以上です。 

 

教育長  そのほかに報告すべき事項がありますでしょうか。指導室長、お願いし

ます。 

 

指導室長  別添の教育委員会ダイアリーをご覧ください。 

 １番の球技大会については先ほど報告第１号で報告したとおりです。 

 ２番の山武市小中学校音楽発表会・ダンス発表会について、委員の皆様

には音楽発表会に参加いただきましてありがとうございました。台風の影

響で、中学校が授業時数の確保から、小学校のみの参加となりましたが、

大変すばらしい金管や音楽合唱の発表になったと感じています。また、ダ

ンスも小学校６校の発表になりましたが、時間がある分、一校一校終わっ

た段階で講師の先生から講評をいただき、最後は、講師の先生が６校全て

にダンスを教え、一斉にみんなで踊り、大変笑顔でいい汗をかいており、

良い終わり方をしたと感じております。参加した子どもたちやお越しくだ

さった保護者の皆様も、大変良い顔でお帰りになったと感じております。

ありがとうございました。 

 ３番の災害対応の２学期ということで、これまでの台風や大雨などを受

け、想定外という言葉がキーワードになっておりますが、これまでの危機

管理マニュアルを見直し、備えていきたいと考えております。各学校のホ

ームページにも載っておりますが、もう一度見直してまいります。 

 最後、５番の市内学校情報であります。特に、保護者の対応、その他の

件数が増えておりますが、その他で最近多いのは、一番下の部活動写真の

ＳＮＳへのアップについてです。これは保護者が写真を撮ったり動画を撮
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ったりして、ユーチューブなどにアップしてしまうということで苦情があ

りました。学校には、このような行事などでは、アップしないでいただき

たいというようなアナウンスをしていただきたいということで、声をかけ

ております。 

 裏面は音楽・ダンス発表会の写真です。 

 以上です。 

 

教育長  何かダイアリーについて確認したいことはございますか。 

 よろしいでしょうか。 

 

生涯学習課長  よろしいですか。 

 本日、机上にお配りさせていただいておりますが、令和２年山武市成人

式開催についてご案内差し上げます。 

 こちら、教育委員会が主催者側となります。よろしくお願いします。 

 期日は令和２年１月12日日曜日、場所は山武市成東文化会館の１階にな

ります。今年は、午前の部が成東、蓮沼地区、午後の部が山武、松尾地区

です。 

 内容については例年と大きく変更はございません。 

 今年の対象人数ですが、10月１日現在、山武市内に住んでいる方しか把

握はできませんが、こちらが453名となっております。昨年度と比べまして

39名減となっております。 

 当日、天候がいいことを願っております。よろしくお願いします。 

 

教育長  ほかよろしいですか。 

 以上で教育委員会第11回定例会を終了とします。お疲れさまでした。 

                                      

◎閉  会  午後２時30分 


