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令和２年山武市教育委員会第１回定例会会議録 

 

１．日 時  令和２年１月16日（木）午後１時30分 

２．場 所  山武市教育委員会庁舎（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 代理の承認を求めることについて（教職員の任免その他の進退に関する内申につ

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 

 協議第２号 山武市さんぶの森弓道場条例の一部改正について 

 協議第３号 山武市教育委員会が管理するスポーツ施設の管理に関する規則の一部改正につい

て 

 協議第４号 山武市学校給食費収納補助員設置規則を廃止する規則について 

 

報告事項 

 報告第１号 専決処分の報告について（教職員（校長及び教頭を除く。）の任免その他の進退

に関する内申について） 

 報告第２号 令和元年度文部科学大臣優秀教職員表彰について 

 報告第３号 令和元年度山武市小・中学校「いじめ・体罰に関する調査」結果（第２学期）に

ついて 

 報告第４号 令和元年度卒業式・令和２年度入学式の対応について 

 報告第５号 校務支援システムのアンケート実施について 

 報告第６号 令和２年山武市成人式出席者状況について 

 報告第７号 第13回山武市民駅伝競走大会について 

 報告第８号 第50回山武郡市民駅伝競走大会について 

 報告第９号 行事の共催・後援について 

 報告第10号 ２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 

 

欠席委員  渡邊 礼子 

 

出席した職員の職及び氏名 

教育部長 小川 宏治 

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 

学校給食センター所長 仲村 由美子 

さんぶの森公園管理事務所長 嘉瀬 多市 

歴史民俗資料館長 稲見 英輔 

子育て支援課長 横地 博 

事務局 

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  



－3－ 

◎開  会  午後１時30分 

教育長  午前中、今年度最後の学校訪問ということで、睦岡小学校を見ていただ

きありがとうございました。ユニバーサルデザインを取り入れたというこ

とで、他校には無い取り組みが若干あったというふうに思っております。 

 また、インフルエンザ、体調には十分お気をつけていただきたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

 それではただ今から、令和２年教育委員会第１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、木島委員を指名いた

します。よろしくお願いいたします。 

 

木島委員  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12回定例会の会議録に

ついて、事前に配付してありますが、いかがでしょうか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

教育長  異議がないようですので、教育委員会第12回定例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。私から報告します。資料の２ページ目をご

覧ください。12月20日から令和２年１月16日までの報告になります。主立

ったものを説明してまいります。 

 12月20日、市の校長会要望書に対する回答で、校長会からの要望に対す

る市の回答を文書でお渡ししてございます。 

 12月21日、成東中学校創立70周年記念式典がございました。これには委

員の皆さんにもご出席をいただきました。 

 12月23日、庁議。 

 12月25日、部内政策会議。第４会議室で開催されました。 

 12月28日から１月５日までは年末年始休業となっております。 

 令和２年１月６日が仕事始め式。その後、市長訓示をいただき、職員表

彰式がございました。20年勤続の職員を表彰するものでございます。教育

委員会からは、生涯学習課の職員とスポーツ振興課蓮沼スポーツプラザで
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勤務している職員の２名が表彰を受けました。終了後は庁議がございまし

た。 

 １月７日、庁議を受けての部内政策会議と、教育委員会第１回定例会事

前打ち合わせがあり、議案の確認をいたしました。 

 １月８日、第149回「ちば里山会」新年会、京成ホテルミラマーレで開催

され出席しました。 

 １月９日、校長面接。各学校からの要望書をもとにした人事関係の面接

でございます。その後に教育大綱の打ち合わせを市長と行っています。 

 １月10日、校長会議。 

 １月12日、令和２年の山武市成人式。委員の皆さんにご出席をいただき

ました。 

 １月15日、東上総教育事務所の中田課長が来庁され、来年度の人事関係

のお話がありました。 

 ここには記載しておりませんが、報告第２号にございます文部科学大臣

優秀教職員表彰を受けました藤田真由美主幹教諭が、表彰のご挨拶にお見

えになりました。 

 １月16日、本日ですが、午前中は睦岡小学校の学校訪問、そして教育委

員会第１回定例会、最後に教育委員会新年会を予定しています。 

 教育長報告は以上です。何かございますでしょうか。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  ありがとうございます。 

 それでは議事に入ります。本日の議題ですが、議案第１号、代理の承認

を求めることについて（教職員の任免その他の進退に関する内申につい

て）、報告第１号、専決処分の報告について（教職員（校長及び教頭を除

く。）の任免その他の進退に関する内申について）、これらは人事案件で

あり、公開に適さない事項であることから、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おそれがあることから、

協議第２号、山武市さんぶの森弓道場条例の一部改正については、市議会

定例会提出前であることから、協議第３号、山武市教育委員会が管理する

スポーツ施設の管理に関する規則の一部改正について、協議第４号、山武

市学校給食費収納補助員設置規則を廃止する規則について、これらは意思

形成過程であることから、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、皆様いかがでしょうか。賛成の方は挙手をお願いいた

します。 
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 （全員挙手） 

教育長  挙手全員。よって、議案第１号、協議第１号、協議第２号、協議第３号、

協議第４号及び報告第１号は秘密会といたします。 

 なお、議案第１号及び報告第１号は職員の人事に関することであるため、

最後の案件として、担当職員以外の職員の退出を求めて審議に移りたいと

思っておりますが、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、議案第１号及び報告第１号は、最後の案件とし

て審議することといたします。 

                                      

◎日程第５ 議決事項 

○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、協議事項に入ります。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。ここから秘密会といたします。それでは、事務局か

らの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 

                                      

○協議第２号 

（協議第２号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  協議第２号、山武市さんぶの森弓道場条例の一部改正について、事務局

からの説明をお願いいたします。さんぶの森公園管理事務所長、お願いし

ます。 

 

※さんぶの森公園管理事務所長から資料に基づき内容を説明 

 

※審議結果 原案のとおり了承 

                                      

○協議第３号 

（協議第３号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  協議第３号、山武市教育委員会が管理するスポーツ施設の管理に関する

規則の一部改正について、事務局からの説明をお願いします。さんぶの森

公園管理事務所長、お願いします。 
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※さんぶの森公園管理事務所長から、資料に基づき内容を説明 

 

※審議結果 原案のとおり了承 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第２号 

教育長  日程第６、報告事項、報告第２号、令和元年度文部科学大臣優秀教職員

表彰について、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  14ページになります。報告第２号、令和元年度文部科学大臣優秀教職員

表彰についてであります。 

 この記載のとおり、今年度の文部科学大臣優秀教員表彰を、山武市立南

郷小学校の藤田真由美主幹教諭が受賞いたしました。藤田先生は、日ごろ

児童一人一人を大切にした教育実践と、特に、読んで考えて書く子を育て

る国語科学習指導の開発をテーマに研究を進め、その成果が認められて受

賞されました。 

 15ページにありますが、今週の１月14日に、東京大学の安田講堂で表彰

を受け、昨日、教育長にご挨拶に参りました。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。ただいまの件についてはいかがですか。よろし

いですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第３号 

教育長  続いて、報告第３号、令和元年度山武市小・中学校「いじめ・体罰に関

する調査」結果（第２学期）について、報告をお願いします。学校教育課

長、お願いします。 

 

学校教育課長  それでは、いじめ・体罰に関する調査報告（２学期）についてご報告い

たします。資料の16ページからとなります。 

 初めに、いじめの認知ですが、小学校12校、中学校５校、全ての学校で

いじめを認知しております。いじめの報告件数は、小中合計で386件、認知

件数は383件でございます。 

 昨年の２学期や今年の１学期と比較しまして、大幅にこの認知件数が増
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加しているのは、夏休み中、８月に東上総教育事務所で行われたいじめに

関する研修、あるいは９月に行った市のいじめ防止対策連絡協議会、また

校長会議や市教委の通知文等において、子どもがいじめと訴えてきたら、

それはもういじめと認知するということで、学校現場が十分そのあたりの

ところを認知してきたものと考えております。 

 このいじめの認知件数383件のうち、184件は解消、136件については一定

の解消が図られ、残りの63件については、現在も解決に向けて取り組んで

いる最中でございます。 

 続いて、今回重大事態に至る案件が１件ございました。この重大事態と

は、生命や身体等に重大な被害が生じた疑いがある事態や、いじめにより

相当期間学校に来ることができなくなっている事態ということになります。 

 今回の事態につきましては、人間関係のトラブルと判断して対応してい

た事案であります。ただ、保護者のほうからいじめられているという訴え

があり、欠席日数が30日を超えているということから、重大事態として報

告を受けているものでございます。保護者と学校では認識の違いはあるも

のの、学校としては非常に丁寧に対応しており、現在も市教委と学校で連

携して対応に当たっているところでございます。 

 また、市のいじめ問題調査対策委員会主導の調査、対応の事案ではない

と、こちらのほうで判断しまして、学校と市教委の対応につきましては市

のいじめ問題調査対策委員に報告した上で、その対応につきましての助言

をいただいているところでございます。 

 この長欠のきっかけが、けんかなどの人間関係トラブル、このけんか自

体は解決している場合であっても、本人や保護者が、いじめが原因である

というように訴えてくる可能性が多分に考えられます。また、学力不振や

集団への不適応といったものなど、さまざまな要因が重なり合って長欠と

なっている場合であっても、いじめが原因であるという訴えがあった場合

については、欠席が30日を超えると重大事態と認知することになるため、

今後の対応については十分注意していかなければならないと考えておりま

す。 

 また、17ページ、６番、いじめ認知のきっかけについてですが、小学校

ではアンケートが依然として多いものの、本人からの相談や担任の発見も

増えてきているところです。中学校では担任やほかの職員による発見が一

番多くなっています。その要因としましては、２学期になり担任との関係

が深まって、児童生徒が相談しやすくなったということや、教職員が人間

関係のトラブルを発見しやすくなった、そういった結果であると考えられ

ます。 

 続いて、７のいじめの態様ですが、ほとんどが冷やかし、からかい、悪
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口、そういったものです。またインターネット関係も件数が増えているこ

とから、今後注視していく必要があります。 

 次に、８のいじめられた児童生徒への対応についてですが、学級担任や

ほかの教職員が状況を聞き、継続的に面談をし、ケアを行っております。

いじめ対応の基本である複数での対応、３カ月継続して観察といったこと

が実践されております。とにかくごく初期の段階でいじめを認知し、すぐ

に対応して、芽を摘み取っていくということがほとんどでございます。 

 いじめというのはいつでもどこでも起こり得るということを常に意識し

ながら、今後も授業や日常生活を含めまして、あらゆる場面でアンテナを

高くして注意深く見守っていくように、各学校を指導してまいります。ま

た関係機関と連携して対応するなどの取り組みも、あわせて推進してまい

りたいと考えて思います。 

 報告は以上でございます。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございました。いじめに関する報告ですがいかがでしょう。

伺いたい点などございますか。 

 

木島委員  17ページですが、８番、いじめられた児童生徒への対応ということで、

学級の担任の先生方や他の教職員が状況を聞いたというのがすごく多くな

っていますが、反面、３番にありますＳＣや心の教室相談員、４番にもあ

りますが、３番、４番、６番、この辺のＳＣ、心の教室相談員が状況を聞

いたという数値が、昨年から比べるとかなり減っているのが目につきます。

こういったところが機能していないというふうに判断したほうがよろしい

のか、そこの心の教育相談員に行く前にもう担任の先生方も発見して、そ

の問題解決に向けてスタートしていると捉えるべきなのか、その辺のとこ

ろの状況をお聞かせいただければと思います。 

 

学校教育課長  今のご質問ですが、機能していないわけではございません。ただ、やは

り担任やほかの教職員が発見し、その都度対応に当たるということで、迅

速な対応が図られているところでございます。 

 

木島委員  それを聞いて安心しました。 

 

教育長  ほかはいかがでしょうか。清水委員、お願いします。 

 

清水委員  重大事案が１件あるということで、親と学校側の認識のずれがあると書

いてありますが、どういうずれなんですか。親はまだ依然としていじめが
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あって、そのためにその子どもが登校できないと考えているのか、それと

もそうではいのか。認識のずれというのはどういうことですか。 

 

指導室長  今ご質問があった件ですが、昨年の10月に人間的なトラブルがあり、公

園で遊んでいたときにトラブルになって、そこでいじめがあったというこ

とで、振り返ってみるとその１年前に、冷やかしがあったとか、けんかが

あったとか、そのたびごとに学校と保護者間で解決していました。 

 昨年の10月にトラブルがあったときに、振り返って、あのときもいじめ

だったのではないかとかという訴えがあり学校は、10月から30日以上欠席

が継続しているのでそこで重大事態としました。 

 子どもは今のところハートフルさんぶ、教育相談センターに通って、学

校には来ていません。学校も保護者、またお母さんは教育委員会にも電話

をくれたりして、連携をしながら解決に向け取り組んでいますが、今のと

ころまだ学校に行くということができていない状況です。 

 本市はいじめの調査委員、大学教授と弁護士と校長のＯＢ、３名であり

ますが、そこにも相談しまして、学校の対応には今でも問題はないので、

学校は休んでるからといって関係を切るのではなくて、引き続きつながり

を持ちながら深くかかわっていきなさいというような助言をいただきなが

ら、学校と教育委員会と教育相談センター、関係機関が連携しながら取り

組んでいるというところであります。 

 

教育長  よろしいでしょうか。ほかはございますか。 

 

小野﨑委員  学校が保護者からの意見を良く聞き、きっちりと受けとめてあげないと

いけないかと思います。 

 

教育長  そうですね。 

 

指導室長  この件に対しても重大事態として捉えながら、引き続き学校だけではな

く、教育委員会と関係者も関わりながら努めていきたいと思います。 

 

清水委員  学校側もまめにその子どもの保護者と子どもも含めて話し合うというこ

とが大事なのではないでしょうか。 

 

教育長  よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 



－10－ 

教育長  山武市としても重大事案として認知したのが初めてのケースなので、こ

こは慎重に対応していきたいと思います。よろしくお願いします。 

                                      

○報告第４号 

教育長  報告第４号、令和元年度卒業式・令和２年度入学式の対応について、お

願いします。学校教育課長、お願いします。 

 

学校教育課長  それでは、資料の22ページをご覧ください。前回の定例会で話し合って

いただきました卒業式の出席者につきまして記載してございます。ご確認

いただければと思います。 

 また、市議会議員の出席につきましても、24 ページには入学式の出席者、

25ページには卒業式の出席者を記載してございます。あわせてご確認をお

願いします。 

 なお、案内状につきましてはそれぞれの学校から届きますので、日程等

の詳細につきましては案内状にてご確認ください。 

 また、令和２年度の入学式の出席につきましては、お手数をかけて申し

わけないんですが、この会議の終了後に決めていただければと思います。

よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。３月の卒業式、皆さんの予定を確認ください。

また、終了後に入学式についてお聞きしたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

                                      

○報告第５号 

教育長  報告第５号、校務支援システムのアンケート実施について、お願いしま

す。学校教育課長、お願いします。 

 

学校再編推進室長 資料26ページからとなります。こちらには、教員用、小学校用、小学校用

の平仮名バージョン、それから小学校・特別支援学級用、小学校の特別支

援学級用の平仮名バージョン、中学校用、中学校特別支援学級用がござい

ます。 

 本市で整備しましたＩＣＴ機器や校務支援システム等の活用を推進して

いくために利用状況を調査しまして、結果、課題等を整理する必要がある

ということから、このアンケートは平成27年度から実施をしているもので

ございます。今年度も実施しまして、２月１日までに回収した後、集計、

分析後に市教委でその考察を加えまして、また３月には報告したいという
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ふうに考えております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

教育長  ありがとうございます。今回はアンケート用紙の様式を皆さんにお示し

していますが、報告は３月になりますのでよろしくお願いします。 

 

清水委員  例年やっていらっしゃるということなんですが、特に今年変わった部分、

削ったり、あるいは追加したりという部分はあるんですか。 

 

学校教育課長  アンケートの項目については特にございません。 

 

清水委員  そういう必要はないんですね。 

 

学校教育課長  今現在このＩＣＴ機器等については、導入したものが継続して使われて

いたり、活用率を経年で見ておりますので、今現在は項目の追加や削除は

していません。 

 

教育長  変更はないということですがよろしいでしょうか。 

 

清水委員  はい。 

 

教育長  ほかはよろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第６号 

教育長  それでは、報告第６号、令和２年山武市成人式出席者状況について、報

告をお願いします。生涯学習課長、お願いします。 

 

生涯学習課長  報告第６号、令和２年山武市成人式出席者状況についてご報告させてい

ただきます。 

 まず初めに、先だっての成人式にご出席いただきましてありがとうござ

いました。おかげをもちまして、無事終了することができました。 

 その際の出席者ですが、こちらに記載のとおりでございます。全体を見

ますと、住民登録がある方、対象者453名に対して329名、72.6パーセント

の出席率になります。昨年度よりも2.2パーセントほど少なくなっていると

ころです。また転出者につきましては70名、昨年度より４名減ってござい
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ます。合計399名の新成人に、今回出席いただきました。 

 今後ですが、令和４年から18歳に成人年齢が引き下げになります。そう

いった対応についても、今後、教育委員の皆様にご意見を聞きながら決め

ていきたいと思っております。また、令和３年、来年度の成人式の日程に

つきましても、３月の教育委員会第３回定例会でまたお諮りしたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 以上になります。 

 

教育長  ありがとうございます。成人式の出席者数についてよろしいでしょうか。 

 

清水委員  今お話があったように、18歳で成人になることに伴って、成人式を何歳

でやるかということについて、報道でもあるように６、７年間調査して、

２件だけ18歳で、あとの残りは20歳を検討しているという回答が出ました

が本市ではその方向性はいつごろ決定されるんですか。 

 

生涯学習課長  この業務につきましては、市が主催して、教育委員会が執行していると

いう形になっております。ですので、市長部局との協議も必要だと思いま

す。先ほど申し上げましたとおり、教育委員会の皆様とも協議をし、時期

につきましては、できれば今年の夏までには決めておきたいと思っていま

す。 

 

清水委員  報道ですと、例えば18歳というと、大学受験とか、あるいは就職とか、

そういう形で非常に慌ただしい時期だと言っていましたので、その18歳に

するのか、20歳にするのかというのは、非常に悩ましい問題だと思うんで

す。だから教育委員会だけで、今市長部局ともおっしゃいましたけれども、

なかなか決められるものでもないんじゃないか、後で時間をかけて、いろ

いろなところの意見を聞きながら決めていく必要があるんじゃないかなと

思いますので、その辺時間的な余裕があまりないので、しっかり準備して

いただきたいと思います。 

 以上です。 

 

小野﨑委員  私も考えておきます。 

 

教育長  18歳で成人式を行うというのはいろいろな問題もあるようなので、数は

少ないですね。 

 

生涯学習課長  千葉県でもアンケートをとったと聞いております。千葉県内では、18歳
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で行うところは今のところないです。18歳で行わないと成人式ではなくな

ってしまい、何らかの位置付けが必要だと感じています。19歳や25歳で行

っても良くなりますので、開催時期についても、成人の日に合わせる必要

がなくなりますので、大体は20歳でやろうというところが多いようですが

その位置づけとかそういったものまでは、まだ詰めていないところです。 

 以上になります。 

 

教育長  よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第７号 

教育長  それでは、報告第７号、第13回山武市民駅伝競走大会について、報告を

お願いします。スポーツ振興課長、お願いします。 

 

スポーツ振興課長 資料の 44、45 ページをご覧ください。こちらが大会の実施要項になります。 

 大会の期日は今月19日、次の日曜日でございます。会場は成東総合運動

公園周回コースで開催します。今年は松尾支部と豊岡支部の統合によりま

して、12支部での競技が行われます。そのほかは前年度と変更はございま

せん。要項記載のとおりでございます。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。市民駅伝についてはよろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第８号 

教育長  報告第８号、第50回山武郡市民駅伝競走大会について、お願いします。

スポーツ振興課長、お願いします。 

 

スポーツ振興課長 資料46、47ページでございます。こちらが大会の開催要項になります。 

 大会の期日は２月11日、建国記念日でございます。蓮沼スポーツプラザ

を主会場に、蓮沼周回コースで開催されます。開催内容につきましては前

年度と同様で、要項記載のとおりでございます。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。郡市民駅伝競走大会についてはいかがでしょう。

これも例年と変わりはないということです。よろしいでしょうか。 
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 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第９号 

教育長  報告第９号、行事の共催・後援について、お願いいたします。教育部長、

お願いします。 

 

教育部長  報告第９号でございます。48ページから68ページまでに資料があるので

ご覧いただきたいと思います。 

 まず48ページ、共催はございませんでしたので、12月に承認した行事の

後援８件についての報告でございます。関係資料が49ページから68ページ

までついておりますので、ご覧いただきたいと思います。全ての案件につ

いて承諾してございます。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。後援が８件ということで、これも資料がたくさ

んついてございますのでご覧いただいて、質問等あれば、その都度お願い

します。よろしくお願いします。 

 

清水委員  ３番の「真っ白な壁に花を描こう １年生から６年生まで、みんなで描

いて思い出づくり」とありますが、これは緑海小の子どもたちがやるんで

すか。 

 

指導室長  緑海小学校の１年生から６年生の保護者の皆様に案内をしております。

東海建設が道路の拡張をするために学校とグラウンドと道路の仕切りを白

い仕切りにしてあり、そこに児童たちが絵を描こうという取り組みです。

自由参加としており、９時から15時までの間の来られるときに来てもらい

ました。特に６年生には記念になるのではないかと感じております。 

 

清水委員  なかなかおもしろい試みですね。わかりました。 

 

教育長  これについてはよろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第10号 

教育長  それでは、報告第10号、２月の行事予定について、各所属長から順次報

告をお願いします。 
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教育部長  ２月６日、第１回の総合教育会議がございます。続きまして、同日午後

から教育委員会第２回定例会となります。 

 市議会からは、第１回の令和２年度市議会定例会が 19 日から始まります。

25日から28日までという日程の中で、25日から27日までが一般質問にな

ります。28日が議案質疑・委員会付託となります。 

 松尾公民館からは、２月16日の日曜日、ダンスフェスティバルSPARKと

いうことで、環境改善センターでフェスティバルを行う行事を予定してご

ざいます。以上です。 

 

学校教育課長  学校教育課です。５日の水曜日、学校事務の共同実施です。続いて12日

水曜日ですが、定例の校長会議を予定しております。続いて、17日、18日

の月曜日、火曜日ですが、教育長・校長の目標申告の最終面談を２日に分

けて行います。19日、こちらは月２回やっていることですが、学校事務の

共同実施です。21日金曜日ですが、教頭研修会、そして養護教諭の研修会

を実施する予定です。 

 学校教育課は以上です。 

 

学校再編推進室長 学校再編推進室です。27日の木曜日、日向小学校・山武西小学校学校統合

準備委員会の全体会を開催する予定でございます。18時からあららぎ館で

行います。教育委員の皆様への通知につきましては、23日の市長との教育

懇談会でお出ししたいと考えてございます。 

 以上です。 

 

生涯学習課長  生涯学習課です。６日木曜日、放課後子ども教室（きらきら広場）が開

催されます。この日は今年度最後の山武西小での放課後子ども教室になり

ます。続きまして、９日日曜日、山武市郷土芸能振興大会、９時半から、

場所は、今年度は松尾農村環境改善センターで行われます。昨年度より１

団体増え、10団体参加する予定となっております。13日木曜日、放課後子

ども教室、日向小のひなたっこ広場ですが、こちらもこれが最後の放課後

子ども教室となります。最後に22日土曜日、震災復興植樹祭INさんむが今

年も行われます。場所は蓮沼中下海岸の保安林です。 

 以上です。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。11日、山武郡市民駅伝競走大会がございます。 

 以上です。 
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子育て支援課長  子育て支援課から、２月14日金曜日、定例の園長・副園長会議が、３時

から第６会議室で開催されます。 

 以上です。 

 

教育長  以上でよろしいですか。 

 それでは、行事予定についてはよろしいでしょうか。 

 その他報告すべき事項があればお願いします。指導室長、お願いします。 

 

指導室長  別添の山武市教育委員会ダイアリーをご覧ください。 

 １番、３学期スタートということで、インフルエンザのことが書いてあ

りますが、２学期の末には市内の学校でも学級閉鎖があったのですが、３

学期は今のところ、学級閉鎖やインフルエンザの流行の報告はありません。

大きな事故やけがもなく始まりました。 

 ２番目は、教育長・校長面接が行われました。その下、現時点で令和２

年度の標準学級数については、小学校で普通学級がマイナス４、特別支援

学級が増減なし、中学校で普通学級がマイナス１、特別支援学級が増減な

しということになっております。特にこれは市内全体の数ですのであまり

大きな変動はなく、特別支援学級につきましては、小学校は特に増減なし

となっていますが、減る学校もあり、増える学校は、例えば南郷小は、来

年度、特別支援学級を４クラス予定しておりますので、学校によっては差

がある状態になっております。 

 ３番は先ほどの報告のとおりです。 

 ４番の市内学校情報は、このような形になっています。特にその他の１

件（災害対応テレビ取材）というのは、ご覧になった方もいるかと思いま

すが、12月31日にテレビ朝日で、ニュースを５分ぐらい費やして、日向小

の10月25日の大雨での対応ということで、日向小が児童の安全を優先して、

そこで引き渡しをしなかったことを捉えて、校長先生や地域の方々を取材

したものが出ていて、大変肯定的で前向きなニュース報道がありました。 

 裏面は冬休み等に行われた行事であります。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。ただいまの報告についてはよろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長 ありがとうございます。 

                                      

◎日程第４ 議決事項 
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○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  それでは、最後の案件に入りたいと思いますが、日程第４、議決事項、

議案第１号、代理の承認を求めることについて（教職員の任免その他の進

退に関する内申についてですが、ここから秘密会とします。なお、この案

件については職員の人事に関することであるため、担当職員以外の職員は

退席をお願いいたします。 

 では再開します。 

 それでは、提案理由を事務局から説明お願いします。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 原案のとおり承認 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第１号 

（報告第１号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  日程第６、報告事項、報告第１号、専決処分の報告について（教職員

（校長及び教頭を除く。）の任免その他の進退に関する内申について）、

報告をお願いします。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 

                                      

◎閉  会  午後２時40分 


