
－1－ 

 

令和元年山武市教育委員会第10回定例会会議録 

 

１．日 時  令和元年10月17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 

 

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 令和元年度少年海外派遣事業の報告について 

 報告第２号 令和元年度スリランカ青少年招へい事業の報告について 

 報告第３号 行事の共催・後援について 

 報告第４号 11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 

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 齋藤 未希  
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◎開  会  午後１時30分 

教育長  台風第19号の影響は台風第15号に引き続きということで、かなり前から

台風に備えた準備を進め、また被害は台風第15号ほど大きくはなかったと

いうことで、各小中学校では、台風上陸が連休中ということもあって、一

時停電がありましたが、15日から全て通常どおり再開し、大きな問題はご

ざいませんでした。 

 なお、今朝方、スリランカからの招へい者３名が無事帰国いたしました。 

 ちょうど来日中に、台風にぶつかったということで、特別な体験をされ

たのかと思っています。 

 また、最近のニュースの中で、教員間のいじめというのがありました。

神戸市内の小学校ですが、我々は普段いじめについていろいろと先生方に

指導をお願いしているわけですが、今回のニュースになった先生方は、い

じめと言っていますが、もうほとんど犯罪行為であり、それが教員の中で

あったということは、大変憂慮しなければならないことだと思います。 

 山武市内では当然そういったことは今までも無く、先生方も世代がどん

どん変わり、新たな若い先生が増えていく。ましてなり手が少なくなって

いく中でたくさんの教員を採用していくということになると、今まで学習

指導、指導力の養成についてはさまざまな研修を行いながら、資質の向上

を図っていますが、それ以前の人間力というか、人としてどうなのかとい

うことについて、今後、そういった先生方の指導も必要になって来るかと

思うと、ますます学校運営が大変になってくるかと思いますが、これにつ

いてはもう全体のことなので、山武市のことだけではありませんが、特に

注意して、校長先生、管理職の方には学校経営をしていただきたいと思っ

ているところです。 

 校長会でもそういう話はさせていただきましたが、次第に大変な時代に

なってきていると実感しているところです。 

 それでは令和元年教育委員会第10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。本日は木島委員、お願いし

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、令和元年教育委員会第９回定例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。 
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 （「異議なし」の声あり） 

教育長  ありがとうございます。異議なしということですので、教育委員会第９

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。資料の２ページをご覧ください。９月20日

から10月17日、本日までとなります。主立ったものについて報告させてい

ただきます。 

 まず、９月24日、議案質疑等が行われました。その後、文教厚生常任委

員会が開催されました。教育委員会としては、主に補正予算の関係でござ

います。文教厚生常任委員会の終了後に、松尾小学校の現在までの設計概

要、それから統廃合に関する説明をさせていただきました。 

 ９月26日、議会の閉会日。議案全てをご承認いただきました。本会議の

後、全員協議会が開かれ、その席でも、松尾小の設計についてと学校の統

廃合についての説明をしたところでございます。また、台風第15号の際に

設置された災害対策本部は、この日まで続いており、閉鎖されました。 

 ９月27日、山武地区教育委員会連絡協議会表彰者選考会及び山武地区教

育委員会連絡協議会理事会が行われました。その後に、広域行政組合教育

委員会定例会が大網白里市の中央公民館で行われました。 

 ９月 28 日、小学校の運動会が、睦岡小・山武西小学校他で行われました。 

 10月２日、九十九里町の藤代教育長が10月１日から着任され、ご挨拶に

お見えになりました。その後、東上総教育事務所管理課長が来庁しており

ます。 

 10月３日、成東中学校70周年記念誌の原稿依頼で、校長、教頭が来庁さ

れました。式典は12月21日に予定されているとのことです。 

 10月４日、第３回社会教育委員会議が開催されました。 

 10月５日、2019新時代の学びを支える教育長講座が、カンファレンスブ

ランチ銀座で開催されました。これは兵庫教育大学が各自治体の教育長向

けに行っている講座でございます。 

 10月７日、教育委員会第10回定例会の事前打ち合わせを行い、議案の確

認をいたしました。その後、勝田憲五郎氏の叙位伝達式を行いました。 

 10月９日、校長会議が開催されました。その後、睦岡小学校畔蒜校長の

お父上である、畔蒜治様の叙位・叙勲伝達式を行いました。 

 10月10日、スリランカ招へい事業表敬訪問で、今日帰国した３名が市長

を表敬訪問しました。これについては後ほど報告がございます。 

 10月11日、山武市小学校球技大会が東金アリーナで開催され行ってまい
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りました。午後は、指定管理者選定委員会が開催されました。また、この

日から台風第19号に対する災害対策本部が設置されています。 

 10月15日には庁議が行われました。 

 本日10月17日、朝８時にスリランカに帰国するお三方のお見送りをいた

しまして、その後は幼稚園訪問を行い、そしてこの教育委員会第10回定例

会ということになっております。 

 なお、災害対策本部は16日の15時30分に閉鎖されております。 

 私からの報告は以上です。何かあればお答えいたします。よろしくお願

いします。 

 

小野﨑委員  よろしいですか。前九十九里町教育委員会教育長の任期は、１期だった

のですか。 

 

教育長  はい、１期となります。 

 

小野﨑委員  わかりました。 

 

教育長  それでは、議事に入りたいと思います。 

 本日の議題ですが、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、こちら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、協議第１号は秘密会とします。 

                                      

◎日程第４ 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４、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 
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教育長  それではここで秘密会を解きます。 

                                      

◎日程第５ 報告事項 

○報告第１号 

教育長  日程第５、報告事項に入ります。 

 報告第１号、令和元年度少年海外派遣事業の報告について、事務局から

お願いいたします。生涯学習課長、お願いします。 

 

生涯学習課長  報告第１号、令和元年度少年海外派遣事業です。５ページから８ページ

をご覧ください。こちらは、８月16日から23日まで、中学生14名、高校

生１名の計15名で行ってまいりました。本来の定員は18名に対し、15名し

か応募がありませんでしたが、審査を行い全員合格し今回の派遣となりま

した。なお、団長は成東東中学校の足立教頭、事務局から、生涯学習課岩

澤副主幹が随行しております。 

 まず16日、出発式では副市長、教育長に出席いただき激励をいただいた

のち、見送られ出発しました。 

 翌17日の朝、10時間かけてニュージーランドに到着しました。到着後、

ワイトモ体験学習を行い、ワイトモ鍾乳洞の土ボタルの鑑賞などを行いま

した。その後、夕方から各家庭でホームステイを行いました。 

 18日、それぞれのホームステイ先で過ごしました。 

 19日からは学校体験となりました。今年もパクランガ中学校へ登校し、

授業や学校行事に参加しました。 

 現地の授業では現地の生徒やスクールバディに助けてもらい、未熟な英

語ながらも一生懸命意思を伝え授業に参加しておりました。様々な民族が

いる中でも仲良く授業を行い、生活をしていることが印象的だったと参加

者たちから聞いています。 

 20日の午前中は、ニュージーランドのメジャースポーツであるクリケッ

トを体験し、午後からは学校に戻り一般授業に参加しました。 

 21日、午前中は一般授業、午後からは学校行事のマルチカルチャーコン

サートに参加し、事前研修で練習してまいりました合唱やワンツーサンム、

南中ソーラン節の披露を行いました。パフォーマンス終了後、拍手と歓声

がとても大きく、やりがいがあったと参加者たちから聞いております。 

 22日、午前中はパクランガ中学校に集合した後、お別れセレモニーを行

いました。その後、ロイヤルオーク小学校を訪問し、小学生との交流を行

っております。午後は、ニュージーランドに住んでいる日本人が、日本語

をきちんと話せるようになるための学校である、オークランド日本語補習
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校を訪問し、ニュージーランドに住む日本人目線で、この地域とのかかわ

り方について様々な話をしていただきました。参加者たちからは、楽しか

った、すごく刺激になったと聞いています。 

 また同日、オークランド大学を見学しました。オークランド大学は各国

から留学生が来ている学校です。こちらの生徒に色々な話を聞き、将来こ

こに通いたい、留学したいと言っていた参加者もおりました。 

 最終日の23日、早朝ニュージーランドを出発し、その日の夜、山武市役

所に到着後、一人一人から感想を言ってもらう機会を設けました。 

 ８ページをご覧ください。終わりに、という項目がありますが、これは

随行者目線での記事となっております。 

 内容は、ニュージーランドは豊かな自然に恵まれ、治安もよく、ネイテ

ィブな英語環境でもあり、英語に触れるには理想的なところでした。グロ

ーバルな視野を持つ国際人になるためには、英語力はとても重要ですが、

中学、高校生のときに世界的にもすばらしい自然の雄大さや美しさに触れ

ることができ、大変有意義なものでした。参加した研修生は、さらに英語

力を向上させたいと、交流する上での言葉の大切さを学ぶとともに、自分

に自信がついた様子であったというものです。 

 なお、なぜ18名の定員に対して15名しか申し込みがなかったかといいま

すと、３月にニュージーランドで発砲事件があり、治安面で不安だという

方がいらっしゃったこともあり、少なかったと聞いております。しかし実

際に行ってみて、そういった治安面については問題もなく、不安を感じる

ことはなかったということでした。 

 最後に、８月30日に事後研修会を行い、研修の反省やホームステイ先へ

のお礼文などを作成しております。 

 報告は以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。ニュージーランド派遣について、何かお聞きに

なりたいことはありますか。よろしいですか。 

                                      

○報告第２号 

教育長  報告第２号、令和元年度スリランカ青少年招へい事業の報告についてお

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２号、令和元年度スリランカ青少年招へい事業です。 

 随行者はスリランカの教育省の課長であるクマーリさん、招へい者は２

名で、１人目は、800ｍ走選手の17歳の男性で、国内チャンピオンのチャン

ピカさん。２人目は、高跳び選手の15歳の女性で、南アジアの大会で銀メ
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ダルを獲得し、また国内チャンピオンで、ユースのアジア大会にも出場し

ているイシャーラーさんです。 

 今回、台風第 19 号の影響で、当初の行程よりかなり変更がありましたが、

来日に満足され無事皆様には帰国していただきました。その内容について

ご報告させていただきます。 

 まず、10月10日、前日にスリランカを立った一行は、10日の７時半にス

リランカ航空の飛行機で成田空港に到着しました。午前中は、今後の日程

や台風に関することを説明しました。その後、２時半から市長表敬訪問を

行い、１時間程度、市長、副市長、教育長、教育部長に出席いただき、歓

迎の言葉等をいただきました。スリランカの皆さんからも、今回の感謝の

言葉がありました。 

 11日、この日は当初の予定どおり、最初に山武郡市環境衛生組合のごみ

処理の施設に行きました。当初１時間半程度を予定しておりましたが、天

候も悪かったことから、30分程度短縮となりましたので、余った時間で芝

山古墳・はにわ博物館へ見学に行きました。 

 そして昼食後、午後１時から松尾高校で生徒との交流を行いました。校

長室で学校説明等を受けた後、５限の書道の授業、６限の英語の授業に参

加しました。その後、本来は部活動体験を行う予定でしたが、台風接近の

影響で部活動は中止となったため、学校見学のみ行いました。 

 午後４時には市役所に戻り、午後６時からホームステイの説明と、ホー

ムステイ先のホストファミリーとの対面をし、ホームステイ先へ送り出し

ました。当初の予定では、ホームステイは14日まで行う予定でしたが、12

日から13日にかけて猛烈な台風が来るということから、今回はこの日１晩

限りとなりましたが、ホームステイ先との交流が良かったようで、招へい

者たちはとても喜んでおりました。 

 12日から13日にかけては、台風の避難先として、東金市内のマンション

に避難をしました。 

 12日は、午前中にホームステイ先から引き上げ、昼食を買った後、避難

先のマンションで過ごしました。避難先では、洪水や断水、停電もなく、

静かに過ごせたと聞いています。ただ、こんな大きな台風や地震も初めて

だということで、驚いてはいましたが貴重な経験だったとも言っておりま

した。 

 13日、朝には天気は回復しておりましたが、午前中は、避難先で折り紙

を行いました。午後は、山武市内の案内ということで、本須賀海岸、蓮沼

交流センターに行ってまいりました。蓮沼交流センターでは、和太鼓のグ

ループが練習しており、それを見学いたしました。その後、15時から成東

運動公園で練習を行いました。なるべく練習をしたいという先方の要望で、



－9－ 

１時間程度練習しています。この練習の際、ホームステイ先のご家族をお

呼びして、練習の様子を見てもらうなど、交流を深めました。夕方は、市

内で買い物をし、夕食については、スリランカ出身の市職員のサジーさん

のお宅で、スリランカの料理を振る舞っていただき、ホームパーティーを

行いました。 

 14日、ホームステイ先のご家庭も停電等の被害がなかったということで

したので、交流機会を持つために、それぞれのホストファミリーと成田市

内散策を行いました。その間、随行者につきましては周辺観光を行ってお

ります。15 時頃、ホストファミリーから引き渡しを受け、買い物、その後、

夕食をホテルでとりました。この日からホテルが宿泊を受け入れてくれて

います。 

 15日、予定通り学校が開校しましたので、成東東中学校で数学の授業体

験を行いました。そのほかにも美術や習字、和楽器の体験等もしておりま

す。また、この時期は音楽集会の練習をしており、その練習風景を見学し

ました。日本のコーラスに初めて触れたということで、大変喜んでいまし

た。その後、教育委員会庁舎で作品づくりの続きを行いました。その間、

随行者とは、2020年以降、スリランカと日本の子どもたちがどのように交

流していくかなどの青少年交流についてミーティングを行いました。 

 その後、台風のために中止となった着つけ体験をどうしてもやりたいと

いう要望がありましたので、急遽着つけ体験を行い、その後夕食をとりま

した。 

 16日は、東京方面に向かい、まず航空券の手配でお世話になったスリラ

ンカ航空への訪問、その後はスリランカ大使館へ訪問しました。スリラン

カ大使館では、来週総理大臣がいらっしゃるということで、お忙しい中で

したが、大使、副大使、公使に対応していただきました。 

 その後、ほぼ外観もでき上がった新国立競技場を１周回り、近くにでき

ましたオリンピックミュージアムを見学し、山武市へ帰ってまいりました。 

 最終日、本日17日ですが、朝８時に市長、教育長に見守られる中、市を

出発し、成田空港からスリランカに向け、11時50分に出国いたしました。

現地時間23時５分に到着予定です。 

 ３人とも、このような機会を設けていただいた山武市に対し、とても感

謝しておりました。ぜひ今後もこのような交流事業を続けていただきたい

という声も聞いております。 

 報告は以上になります。 

 

教育長  ありがとうございます。ただいまのスリランカ青少年招へい事業につい

て、お聞きになりたいことはございますか。木島委員、どうぞ。 
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木島委員  ディズニーランドに連れていくというプランはなかったのですか。 

 

生涯学習課長  彼らはどちらかというと、電車に乗ることや、見たりするなど、そうい

う体験が楽しいようです。自動改札機にも感動していました。とても楽し

かったようで、スマホで写真をたくさん撮っていました。また、アスリー

トということから、ディズニーランドで遊ぶという発想があまりないのか

もしれません。 

 

木島委員  練習したいという気持ちが強いでしょうからね。わかりました。ありが

とうございます。 

 

教育長  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、行事の共催・後援について、説明をお願いいたし

ます。教育総務課長、お願いします。 

 

教育総務課長  資料10ページをご覧ください。報告第３号、行事の共催・後援について

です。今回、９月中に承認したものでございます。 

 行事の共催は、２件です。 

 １件目は、特定非営利活動法人防災千葉による、出前授業「語り継ぐ災

害地震津波災害」です。これは緑海小学校と鳴浜小学校で開催するもので

す。 

 ２件目は、藍の会による、朗読会「郷土の偉人をたずねて」朗読と合唱

で綴るふるさとの心です。これは成東文化会館のぎくプラザで開催したも

のでございます。 

 後援は６件です。 

 １件は、山武市芸術文化協会による、山武市芸術文化祭です。 

 ２、３件目は、ソフトテニス協会による、山武市秋季ソフトテニス大会

と山武市近郊高校選抜ソフトテニス大会です。 

 ４件目は、公益財団法人イオン環境財団による、千葉県九十九里浜「イ

オンの森」植樹です。こちらは11月16日に蓮沼海岸で開催されますが、

1,000人規模の大きなものとなっており、経済環境部等も関係しており、イ

オン財団と調整や打ち合わせをしているところでございます。 
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 ５件目は、全日本武道空手連盟、拳眞塾による、第28回全日本武道空手

道交流大会です。 

 ６件目は、山武市サッカー協会による、第32回野菊杯争奪少年サッカー

大会です。 

 以上６件を後援するものでございます。 

 内容については資料をご覧ください。説明は以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。資料をご覧になっていただき、ご質問等があれ

ばお願いいたします。 

 

小野﨑委員  よろしいですか。イオンの森植樹については、市側からイオンに申請し

たものでしょうか。 

 

教育長  イオンから提案があったものです。 

 

教育総務課長  今回のお話は、イオン環境財団から、公益財団法人としての活動の一環

の中で植樹を行うものです。参加の予定者は、約1,000人ということで、社

員等の方々がおおよそ800名、加えて山武市で協力できる方、また小中学生

等にも参加していただきたいというお話もあります。現在内容について調

整しているところです。先ほど申し上げたとおり、経済環境部も積極的に

関わっておりますので、より詳しい内容が決まりましたら、ご案内いたし

ます。イオン環境財団が開催し、それを後援したものでございます。 

 

小野﨑委員  ありがとうございます。 

 

教育長  ほかによろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第４号 

教育長  続いて報告第４号、11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  資料30ページをご覧ください。11月の行事予定を教育総務課から申し上

げます。 

 １日、12時半から臨時の教育委員会を予定しております。内容について

は、日向小・山武西小の統合校の名称となる予定でございます。ダンス発
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表との間になりますが、午後、山武地区教育委員会連絡協議会の表彰式、

理事会等もあります。また、その後の懇談会は中止となっております。 

 ５日、第８回教育委員会協議会、内容については学力向上を予定してお

ります。また、こちらについても校長方との懇談会は中止という形になり

ます。 

 10日、山武市防災フェスティバルは、台風の影響で中止になりました。 

 15日、教育長・教育委員会研修会、こちらも千葉で予定されておりまし

たが、中止でございます。 

 16日、イオン財団による、千葉県九十九里浜植樹。10時から蓮沼の海浜

公園となっております。 

 19日、１時半から教育委員会第11回定例会。 

 21日、松尾高校がメインとなる、ＳＧＨの研究発表大会が東金文化会館

で行われます。 

 以上です。 

 

学校教育課長  学校教育課です。 

 １日、小中学校音楽発表会とダンス発表会がさんぶの森中央体育館で行

われます。 

 ５日、校長会議。 

 19日、音楽主任会議。 

 22日及び27日、東上総教育事務所の指導室訪問。22日は大平小学校、27

日は日向小学校です。 

 以上です。 

 

学校再編推進室長 学校再編推進室です。 

 10月 31日、記載はございませんが、18時から山武のあららぎ館において、

日向小学校・山武西小学校の統合準備委員会全体会を開催いたします。議

題は、統合校の校名案になります。ここで準備委員会の校名案を決定する

ということでございます。教育委員の皆様方の出席をお願いいたします。 

 以上です。 

 

生涯学習課長  生涯学習課です。 

 ２日、子ども会まつりがございます。市内の子ども会に声をかけ、松尾

ふれあい館で９時から行う予定です。 

 13日及び20日、親業訓練入門講座。９時半から保健福祉センターで行い

ます。 

 15日、山武地方社教連振興大会。13時30分から芝山文化センターで行い
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ます。 

 28日、千葉県社会教育振興大会。10時から千葉県総合教育センターで行

います。 

 以上です。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。 

 30日、ＳＯＭＰＯボールゲームフェスタｉｎ山武。９時からさんぶの森

中央体育館で行います。 

 以上です。 

 

子育て支援課長  子育て支援課です。 

 15日、園長・副園長会議が15時から第６会議室で開催されます。 

 以上です。 

 

教育長  11月の行事予定についてはよろしいでしょうか。 

 それでは、その他に報告すべき事項がありましたらお願いします。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でございます。 

 今回は、台風第15号の関係から掲載いたしました。台風第19号につきま

しては、校舎は多少被害がありましたが、停電も復旧し、休校せずに対応

できました。 

 台風第19号については、今回は市内６校が新たに避難場所になり、特に

成東東中学校には200名を超える避難者がありました。今回は、学校の職員

にも対応していただき、スムーズな避難所運営ができたと思っております

が、細かいところで避難所としての機能についてなど、反省点もあります

ので、次の災害に向けて、見直していければと思っております。 

 それでは、紙面の第15号関係からご覧ください。対応について掲載して

おります。特に中段で、17日に休校３校があり、18日から全校通常登校し

ましたが、17日、18日にはまだ、被災した児童生徒が登校できず、欠席に

配慮した者が50名から64名いました。ようやく26日に、被災した欠席児

童生徒がゼロになったということですので、かなり時間がかかったと感じ

ております。 

 下段に、今後考えられる台風の影響による子どもたちの変化ということ

で、停電等のときに不安になってしまわないように、カウンセラー等で対

応できればと思っております。 

 また経済的にも、屋根の被害をはじめとするいろいろな被害で、厳しい
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状況の家庭もあると思いますので、そのあたりは各学校で子どもたちの様

子をよく見て、相談してほしいという連絡をいたしました。 

 またその下に、40名規模の中学校である青森県の平川市立碇ヶ関中学校

の生徒会から、成東中学校と山武中学校に、メッセージや寄せ書きをいた

だきました。また、義援金は日本赤十字社に送付したという心温かいお話

がありました。これに対し、学校の校長方から、碇ヶ関中学校の校長にお

礼のご連絡をさせていただきました。 

 裏面につきましては、参考として、この情報に対する地域の方、保護者

の方からのいろいろなお問い合わせを抜粋いたしました。 

 家庭がまだ停電しているにもかかわらず、学校が直ったからといって登

校させるのかという問い合わせが一番多くありました。これについては、

子どもたちが停電していて暑い思いをするなど、辛い思いをしながら家な

どにいるのであれば、クーラーがきいて給食が提供できるという条件を満

たしている学校に登校した方が、子どもたちにとって良い環境なのではな

いかというように考えて、今回は開校をしましたのでご理解を求めました。 

 また、５番と12番については、充電所で中学生が集団でゲーム機を充電

していた、また、夜に中学生らしい男女のグループが騒いでいたなどとい

うものがありました。避難所からはそのような連絡はあまりありませんで

したが、そういうお話をいただいたので、各学校の校長方には、日ごろの

道徳などの授業を使って、指導をしていただければと思っております。 

 しかし、そういう子どもたちがいる反面、一番下のところには、自衛隊

が撤退する日には、数多くの市民が見送りに参加し、その中には、メッセ

ージを渡したり、お菓子をつくって渡したりなど、心温かい市内の子ども

たちもいたという、うれしい話も聞きましたので、この災害を通して、子

どもたちが一つ成長する部分もあったかと思います。 

 ダイアリーについては以上です。お気づきの点がありましたら、よろし

くお願いいたします。 

 続けて、別件でもう一つ報告いたします。先日11日に、市内の小学校の

球技大会が行われました。男子については、優勝が成東小学校と蓮沼小学

校、３位決定戦で鳴浜小学校。女子については、日向小学校と成東小学校。

３位決定戦で山武西小学校。以上の５チームが郡大会に出場するというこ

とになっております。以上です。 

 

教育長  ほかによろしいですか。生涯学習課長、お願いします。 

 

生涯学習課長  生涯学習課から、家庭教育学級新聞について報告いたします。９月25日

発行ということで、既に小中学校のご家庭に配布させていただいておりま



－15－ 

す。今回は各学校の家庭教育学級からということで、薬物乱用防止教室が

成東中学校で開かれ、そのことについて書いてございます。また、裏面に

は、キャッププログラムの大切さについて、日程を知っていただこうとい

うものでございます。以上です。 

 

教育長  他には、よろしいですか。 

 台風第15号で長期の休校になった学校のそれぞれの対応がどうであった

か説明をお願いします。 

 

指導室長  台風第15号の影響で、一番長期にわたって休校した学校は６日間で、こ

れは小学校です。１日６時間で考えると36時間授業数が不足することとな

ります。また、休校日数が短いところは２日で12時間不足。学校により、

さまざま差が出ましたが、教育課程は学校長の計画判断のもとでというこ

とになっておりますので、市としては、市が主催しているダンス発表会、

音楽発表会がありますが、校長会の中で協議をし、中学校はどうしても受

験の関係で、11月の末または12月までにある程度の授業計画を進めたいと

いうことで、今回、中学校は参加せず、小学校については参加できるとい

うことでした。また、県からも、子どもたちが楽しみにしている行事につ

いてはなるべくやってほしいとの要望がありました。 

 教科書を終わりにするのは原則ですが、余剰時間も多少はありますので、

各学校で対応をするということで、既に10月末から７時間授業を実施して

いる中学校も多いです。11月の中旬まで７時間授業を実施し、あとは１日

10分延長し、１週間で１時間を確保するなど工夫をしながら、特に中学校

は取り組んでおります。 

 また、小学校も切り詰めてやっているところがありますので、今後イン

フルエンザの影響なども考えられ、それに応じて考えていかなければなり

ませんが、今回の台風第15号についてはそのような形でやらせていただい

ております。 

 

教育長  よろしいでしょうか。各学校で休校による授業時数が違うので、それぞ

れに合わせて対応をとっていただいているという状況です。 

 ほかにはありますか。 

 特にないようですので、以上で教育委員会第10回定例会を終了します。

お疲れ様でした。 

                                      

◎閉  会  午後２時35分 


