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令和元年山武市教育委員会第12回定例会会議録 

 

１．日 時  令和元年12月19日（木）13時30分  

２．場 所  教育委員会 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 山武市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

 

協議事項 

 協議第１号 令和２年度当初予算（案）の概要について 

 協議第２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 山武市議会第４回定例会の報告について 

 報告第２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３号 通学路合同点検進捗状況について 

 報告第４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５号 工事に伴う成東図書館の休館について 

 報告第６号 第68回左千夫短歌大会の開催について 

 報告第７号 行事の共催・後援について 

 報告第８号 1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 

生涯学習課副主幹 岩澤 恵子 

スポーツ振興課長 大谷 広貴 

文化会館長 森川 良子 

図書館長 子安 勝也 

成東中央公民館長 出川 京子 

松尾公民館長 越川 信 

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係長 鵜澤 秀己 

教育総務課総務企画係主査補 鈴木 秀一  
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◎開  会  午後１時30分 

教育長  令和元年の教育委員会定例会も最後となりました。お忙しい中だと思い

ますが、よろしくお願いします。 

 本日、文教厚生常任委員会協議会が午前中にございました。その中で来

年度予算、今日皆さんにも見ていただきますが、来年度予算についての説

明をさせていただきました。何人かの議員から幾つか質問、要望をいただ

きましたが、主に、老朽化している施設、たくさんある施設の維持管理を

今後どうしていくのか、どう考えるかということ、給食センターを新しく

すること、松尾小学校の建設に関すること、学力向上の指定校のこと。あ

とは山武の偉人をしっかりとＰＲしていってほしいといった、そのような

お話がございました。詳しくは後ほど報告がありますが、よろしくお願い

します。 

 また本日は、定例会閉会後に教育委員会第９回協議会ということでお時

間をいただいていますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまから令和元年教育委員会第12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。本日は清水委員を指名いた

しますので、よろしくお願いいたします。 

 

清水委員  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11回定例会の会議録に

ついて、皆さん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11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。 

 ２ページをご覧ください。11月20日から12月19日、本日までの報告に

なります。主立ったものを説明させていただきます。 

 11月20日、成東・東金食虫植物群落、来年度100周年を迎えるというこ

とで、それらの事業について、市長への説明を行いました。 
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 また、松尾小学校で、地域や関係機関と連携した防犯教育についての公

開研究会、公開授業があり、それに参加させていただきました。 

 11月21日、学校訪問。南郷小学校への訪問で、教育委員の皆様と行って

きたものです。 

 同じく21日の午後は、スーパーグローバルハイスクール、松尾高等学校

ですが、研究発表大会が東金文化会館で行われまして、これも教育委員の

皆さんと発表を聞きに行ってきました。 

 11月22日、職員採用試験。上級職の最終面接がございました。 

 また、若潮会の祝賀会が開催され、出席しました。校長会の皆さんによ

るもので、教育功労の表彰、それから叙勲等の表彰のお祝いということで

開催されました。今回、教育功労の表彰は17人おり、内山武市内の方が６

人。今年度末をもって退職される校長先生方になります。 

 11月24日、蓮沼中学校・松尾中学校の学校統合実施計画（案）に関する

説明会。松尾中学校の体育館で午前中、午後からは蓮沼スポーツプラザで

開催しました。これには、教育委員の皆様にもご出席いただいております。 

 11月25日、職員採用試験ですが、この日は初級職の最終面接がございま

した。                                 

11月26日、市議会第４回定例会が開会しました。 

 11月27日から29日までの３日間、今日協議していただく令和２年度当初

予算(案)に係る部内ヒアリングを行いました。 

 12月３日、市議会第４回定例会一般質問。３日から５日までの３日間、

一般質問がございました。３日が石川和久議員、能勢秋吉議員、４日が深

沢誠議員、５日が小川一馬議員から質問を受けました。これについては後

ほど教育部長から報告がございますので、よろしくお願いします。 

 12月６日、東上総教育事務所の所長面接。これは来年度に向けて人事に

ついての初回のヒアリングでございます。東上総教育事務所まで行ってま

いりました。 

 その後、校長会議があり、教育委員会第12回定例会の事前打ち合わせも

行いました。 

 12月９日、文教厚生常任委員会・協議会が開催されました。主に補正予

算の内容でございます。教育部については１議案だけでございました。 

 12月10日、千葉県学校給食会、大塚理事長来庁。ご挨拶ということでお

見えになりました。 

 それから、新教育大綱に係る打ち合わせを行いました。 

 12月11日、第４回社会教育委員会議、秋葉委員長の表彰祝賀会。秋葉委

員長は、全国大会において功労表彰を受けておりまして、その祝賀会が会

議後に行われました。 
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 12月12日、庁議。 

 12月13日、市議会第４回定例会閉会日。全議案、議決をいただいており

ます。また、終了後には全員協議会が開催されました。 

 同日、文教厚生常任委員会の委員との懇談会が行われました。 

 12月18日、市教職員組合要望書提出。教職員組合からの要望書を受け取

っております。 

 本日、12月19日、午前中に文教厚生常任委員協議会、そして教育委員会

第12回定例会となります。 

 以上でございます。よろしくお願いします。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  それでは、議事に入ります。 

 本日の議題ですが、議案第１号、山武市スポーツ推進審議会委員の委嘱

について、協議第２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り、公開に適さない事項であることから、また協議第

１号、令和２年度当初予算（案）の概要については、市議会定例会提出前

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、協議第１号及び協議第２号は秘密

会といたします。 

                                      

◎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、議決事項です。議案第１号、山武市スポーツ推進審議会委員

の委嘱について、ここから秘密会といたします。それでは、提案理由の説

明をお願いします。 

 スポーツ振興課長お願いします。 

 

 ※スポーツ振興課長から、資料に基づき内容を説明 

 

 ※審議結果 原案のとおり可決 
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◎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、令和２年度当初予算（案）の概要に

ついて、事務局からの説明をお願いいたします。教育部長、お願いします。 

 

 ※教育部長及び各所属長から、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、要保護及び準要保護児童生徒の認定について、説明をお願

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 

 

 ※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報告事項です。報告第１号、山武市議会第４回定例会の報告に

ついてをお願いします。教育部長、お願いします。 

 

教育部長  ご報告いたします。令和元年第４回の定例会の一般質問、教育委員会所

管に関する質問についてご報告させていただきます。資料は、２ページ目

からとなります。 

 今回の一般質問は、さんむ21から、石川和久議員が代表質問、関連して

能勢秋吉議員。それと、公明党会派からは深沢誠議員と、あとは個人質問

で小川一馬議員から教育委員会関係の質問がございました。それぞれ概要

について説明させていただきます。 

 まず、石川和久議員から学校のあり方検討委員会、統廃合の関係でござ
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います。松下市長が基本計画の一部見直しをするというのを約束している

けれども、総合教育会議で、見直しの協議をすると言っていますが、進捗

についての確認の質問がございました。 

 それに対して松下市長からは、この２月、年明け２月に予定される総合

教育会議において、この件については教育委員会と調整を図りたいと考え

ていて、諸課題を今検討している状況との回答がありました。 

 続きまして３ページ目。関連して、能勢議員からとなります。 

 今年の４月に統合校として山武中学校と松尾小学校が開校して、その児

童生徒間の雰囲気、どんな状況ですかと、そういう質問でございました。

私から、それぞれ小学校も中学校も仲良く元気に学校生活を送っている状

況を報告させていただきました。 

 保護者について、保護者の意見はどうですかという質問が続いてありま

した。それに対して、保護者からは特に問題になるような声については聞

いておりませんという回答をしました。 

 ３つ目の質問としまして、学校では生徒の環境についてという質問です

けれども、統合前後で調査をしたのかと、そういう質問でございます。私

から、山武中学校では１学期末に生徒保護者を対象とした評価アンケート

をしてあります。生徒85％、保護者は84％が、学校は楽しい場になってい

るかということの肯定的な意見の回答がありましたということで、今後、

さらに詳細なアンケートなどを行って統合の検証をしていきたいというこ

とを答弁させていただきました。 

 続いて４ページ目。教育長に対する質問がありました。４月に学校統合

校が開校した感想についての質問がありました。教育長から、まずは多く

の皆さんに協力してもらって開校することができたということの感謝のお

言葉がありました。よい教育環境で学ばせたいということで、こういう統

合を行っている。その結果、子どもたちが、活気にあふれ、多くの仲間と

の学び合いをしている、そういう状況のご報告がありました。それによっ

て地域や社会に開かれる学校づくりという面でも、コミュニティ・スクー

ル化を進めていって、地域とのつながりもより深められていくようなこと

も考えられるということで、今後もこういう教育環境の向上に努めていき

たいと、そういうご感想を述べていただきました。 

 質問の５番目は、これは以前から何回か質問がありましたが、市長に対

して、市内の小学校の視察、直接学校へ行って視察したほうが良いという

質問があり、それが終わったかどうかと、そういう質問でございます。 

 市長から、全ての学校の視察はまだできていないということでの答弁が

ありました。統合した学校は、活気があった。生徒が多いところは活気が

あるような感じを受けている。今後も視察をしていきたいという答弁があ
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りました。 

 ６番目の質問になります。成東中学校、成東東中学校の統合について、

地区の方々と協議を計画しているかという質問でございます。これに対し

て市長からは、いろいろな場、機会で、いろいろな方から意見を聞いてい

ると、そういう状況の中で、内容についてもほぼ承知しているということ

から、意見を聞く場を設けなくても判断はできると考えているので、その

辺を自分の中で整理した上で、来年の２月に行われる総合教育会議に臨む

予定ですという答弁がありました。 

 質問の７つ目になります。地区の方々としっかり話し合いをしないと、

なかなか前に行かないと思うが、今回は災害等もありましたが、市長は９

月の定例会で、令和２年３月までに方向性を示すとされていますが、大丈

夫ですかという質問がありました。それに対して市長から、来年２月の総

合教育会議において、私の考えを示していくということを答弁されました。 

 能勢議員から最後に、この統廃合を計画どおりに早期に確実に進めてほ

しい、そういう要望がありました。 

 以上が、さんむ21と能勢議員からの質問になっています。 

 続きまして公明党の質問になります。学校の災害対策ということで、災

害に特化した質問になります。 

 深沢議員から、10月25日の大雨で、日向小学校と日向幼稚園の園児や児

童が取り残された件についての教育委員会の判断と学校の対応、後は学校

と教育委員会の連携について時系列で教えてほしいという質問でした。 

 それに対して私から、その当日の時系列を報告させていただきました。

教育委員会は８時45分と11時45分で２回、まず注意喚起の連絡をしたと

いうことと、それから日向小学校は保護者宛てのメールを４回、５回。最

終的には22時５分に全員引き渡しができたという、その中で保護者に向け

ても、水位が上がるため、今後危険だから迎えに来ないでほしいというよ

うな情報も流しながら、安全に引き渡しをするというための連絡をやりと

りしたということで報告をさせていただきました。 

 今回の日向小学校の対応については、児童の安全を一番に考えたもので、

適切なものだと考えていると、そういう答弁をさせていただきました。 

 ２つ目の質問になります。学校のマニュアル、激甚化する災害に対して、

災害時の対応マニュアルについても随時、見直しや検討を行うべきだと考

えているが、いかがですかと、そういう質問でございます。 

 それに対して私から、まずは情報をきっちり把握し、気象情報から始ま

って道路交通情報とか避難情報を正確に収集すること、それと管理職が現

地の情報を的確に見て歩くと。そこで足で得た情報等を組み合わせて総合

的な判断を、適切な判断をしていきたいということと、あとマニュアルに



－9－ 

つきましては、11月５日付けで、見直しについての依頼をかけたというと

ころでの答弁をさせていただきました。 

 最後、小川一馬議員が、蓮沼中学校の統廃合についてという質問がござ

いました。2,000名を超える署名が集まったということ。最初の冒頭のとこ

ろで、私自身は学校の統廃合には反対しているわけではないということの

中の流れではありますが、その署名の重みについてどう受けとめているの

かという、市長に質問がありました。 

 市長から、地域に学校を残してもらいたいという気持ちは重く受けとめ

ている。ただ、山武市の子どもたちには平等に教育を受けてもらいたい。

子どもたちによい教育環境の中で育ってもらいたいということに鑑みると、

蓮沼中学校については統合したほうが望ましいと考えていると、そういう

ことの答弁をして、教育委員会と同じ考えで、統合したほうが望ましいと

いう考えをお伝えいただいたというところでございます。 

 概要は以上のとおりでございます。ご報告は以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。概要について説明いただきました。何かお聞き

になりたいことございますか。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  それでは、次の報告に移ります。 

                                      

○報告第２号 

教育長  報告第２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  令和元年度の卒業式、そして令和２年度の入学式の対応につきまして、

資料９ページをご覧ください。 

 令和元年度の卒業式につきましては、全ての小学校が３月18日水曜日と

なります。また中学校につきましては、10日火曜日が成東中と山武中、11

日水曜日が成東東中と松尾中、そして12日木曜日が蓮沼中となっておりま

す。また幼稚園、こども園につきましては、全て17日火曜日となっており

ます。 

 なお、10ページには昨年度の卒業式と今年の入学式の出席者について載

せてございます。 

 また、11ページですが、過去の委員の皆様の参加につきまして記載して

ございます。この会議の終了後に、また委員の皆様の卒業式の参加につき

ましてお願いしたいと考えております。 
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 私からは以上となります。よろしくお願いします。 

 

教育長  子育て支援課長、お願いします。 

 

子育て支援課長  補足をさせていただきます。市長と副市長の日程ですが、幼稚園、こど

も園の卒園式につきましては、市長が日向幼稚園、副市長がしらはたこど

も園になります。 

 続きまして入園式ですが、４月10日の金曜日、市長がまつおこども園、

副市長がなんごうこども園になります。 

 なお参考までに、こども園と幼稚園の入園式の開式時刻は全て10時を予

定しております。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。 

                                      

○報告第３号 

教育長  報告第３号、通学路合同点検進捗状況について、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、報告第３号通学路合同点検につきましてご報告いたします。

別添の資料をご覧ください。 

 １枚目の令和元年度通学路合同点検概要について今回添付させていただ

きました。こちらは、今年度の通学路合同点検の一連の流れについて簡単

にまとめたものでございますので、見ていただければと思います。 

 まず11月８日金曜日に、関係者11名による通学路安全推進会議を実施し、

関係機関から対応策の進捗状況についての報告がございました。 

 ２ページ、そして３ページ、こちらは点検箇所、整備内容、対応策の進

捗状況をまとめたものを記載してございます。 

 また、４ページには点検箇所の１番から15番までを地図に記載してござ

います。まだ整備が完了していない箇所につきましては、整備が完了次第、

関係機関から教育委員会の通学路担当に連絡が入り、その後、通学路担当

で最終確認を、現地確認ですが、そちらをする予定となっております。 

 なお、今後の成果につきましては、その都度、進捗確認を行いまして、

３月にはホームページに載せる予定でございます。 

 また、来年度は山武地区と日向小、そして山武西小の統合に向けて通学

路点検を実施する予定ではありますが、緊急性の高い箇所につきましては、

確認の上、地区関係なく対応をしてまいりたいと考えております。よろし

くお願いいたします。 
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教育長  ありがとうございました。通学路の合同点検進捗状況について、資料ご

覧になっていただいて、何かお聞きになりたい点ありますか。 

 

清水委員  よろしいですか。 

 

教育長  清水委員、お願いします。 

 

清水委員  ９月の台風で子どもたちが閉じ込められたと伺いましたが、ここにはそ

ういう水害や土砂崩れとか、そういった危険性のあるような部分というの

は、台風被害のような感じで、それは配慮されているんですか。 

 

学校教育課長  こちらは年度当初に、この場所の確認ということでつくられたものです

ので、途中、そういう台風災害についてのところは記載してはございませ

ん。しかし、それぞれの学校、それから地域の方から、その都度、教育委

員会は、ここは危険ではないかと。また台風で倒木がある、電線が下がっ

ている、そういった連絡を受けておりましたので、その都度、現地確認を

し、土木課と調整をとりながら、そちらは対処してまいりました。 

 

清水委員  例えば浸水しやすいところとか、そういった部分は客観的にわかると思

います。ですから、そういう部分は何か、どこかで印をしておいて、教え

ておいてあげたほうがいいのかという、そういう感想を持ちました。 

 今回、直ちに間に合わなければ、前回のそういう経験はあったわけです

から、かなりデータか何かも、そういう情報も蓄積されているかと思いま

すので、そういう分も載せたほうがいいのかなと思います。 

 

学校教育課長  ご指摘ありがとうございます。検討させていただきたいと思います。あ

りがとうございました。 

 

教育長  ありがとうございます。ほかございますか。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第４号 

教育長  それでは、続いて報告第４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。 
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学校再編推進室長  本日、追加資料も配付してございます。また本冊12ページを併せてご覧

いただければと思います。よろしいでしょうか。本冊12ページからご覧く

ださい。これまでの会議の開催状況でございます。 

 本日は、11月21日に開催いたしました第３回ＰＴＡ・通学部会の会議結

果についての報告をさせていただきます。下段に掲載がございますが、３

つの議案についてご協議をいただいた次第でございます。 

 議題の１は通学路・通学方法についてでございます。こちらは第１回協

議会から継続しての協議となります。８月21日に教職員と学校再編推進室

で合同の点検を行ってまいりました。その報告をしたところでございます。

また、それを踏まえて別添のカラー刷りのバス路線の通学路案、こちらに

ついても示したところでございます。 

 通学バスの路線、停留所の候補地について、専門部会では大筋の了承が

得られたところでございます。その大筋の了承を得られた内容については、

今日配りました通学路線の案というところをご覧いただければと思います。 

 なお、令和３年度、この統合小学校の児童数は約240名を想定してござい

ます。ただし、減少傾向にある中、令和７年度には約200名程度になるので

はという見込みの中での計画でございます。 

 統合小学校は、中央にございますが、右、矢部のほうからの赤い路線、

左上からの沖渡からの青い路線、左上からで、左中央からの大木からの黒

い路線。 

 あと、バスのマークがあろうかと思ういますが、数字が白塗りですけれ

ども、これが想定される乗車人数です。現在では路線バスタイプのバスの

運行が一番適切であろうということで、この乗車対象を乗せてということ

になると、４台程度の中型路線バスタイプの車両が必要になるのではない

かというところで、今調整を図っているところです。 

 路線上のアルファベットの文字があるところが少々広くなっているとこ

ろで、そこをバス停としたいと考えております。バス停は、基幹バスのバ

ス停であったり、幼稚園バスのバス停であったり、そういったところを中

心にバス停を設置させていただいております。 

 最終的な乗車対象等々については、これから審議していくところになり

ますが、これまでより遠距離となる児童を中心に、これを乗車対象とした

いと考えてございます。概ね２キロ程度以上の児童が、このバスを利用す

ることになるのではないかと思います。 

 また、さらに詳細を詰める中では、本格的にバス会社と実際のダイヤが、

この状況の中で組めるのかどうかといったところも、これから事務局とし

て検討していきたいと考えてございます。 
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 これが今、大筋で了承を得られたことです。 

 また、本冊の12ページ、お戻りいただけますでしょうか。議題の２番目

は、体操服とハーフパンツでございます。こちらにつきましては、統合を

機に統一したものをつくろうということで意見が一致したところでござい

ます。 

 そういった中で、保護者向けのアンケートをしてみてはどうかというと

ころで、今日お配りした２つ目の資料は、今アンケートを12月20日までと

いうことで行っていますが、これがアンケートとなります。そのアンケー

トの中には、選択肢の中に新山武中学校と同じデザイン、こういった選択

肢も設けてございます。こちらについては、メーカーに問い合わせたとこ

ろ、120センチのサイズからつくれるということでございましたので、小学

生の着用も十分可能だろうというところでございます。 

 そういった中で、12月20日までのアンケートとなっておりますので、そ

れを今月中に取りまとめて、今後どのように進めていくかということにつ

いては、次回以降の教育委員会でご報告したいと思います。 

 議題の３番、ジャージでございますが、こちらは各小学校でのジャージ

の着用状況、そういった実態に鑑み、ジャージの指定はしないという方向

性で専門部会の意見が一致いたしました。年度末に、２月になりますでし

ょうか、全体会を開いた中で、こちらも確定させていただきたいと思いま

す。 

 報告については以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。何かご質問ありますか。 

 このアンケートはいつ発送しますか。 

 

学校再編推進室長  12月９日になります。 

 

 

教育長  よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第５号 

教育長  報告第５号、工事に伴う成東図書館の休館について、報告をお願いしま

す。図書館長、お願いします。 

 

図書館長  報告第５号、工事に伴います成東図書館の休館についてご説明させてい
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ただきます。本日お配りしました資料をご覧いただきたいと思います。 

 文化会館のぎくプラザ非構造部材耐震等改修工事、成東文化会館のぎく

プラザホール等空調設備改修工事に加えまして、図書館のおはなしの部屋

の壁改修工事、この３つの工事が行われることによりまして、特に影響が

ある時期に成東図書館を休館するものです。 

 結論から言いますと、１回目の休館時期ですが、令和２年２月１日の土

曜日から令和２年３月27日の金曜日まで、この期間は休館が必要と思われ

るため、休館したいと思います。 

 資料１の部分。あとは、裏に添付ファイルの工程表の中で、赤色で塗ら

れた部分です。この部分につきましては、来館者の、特に入ってきた場合、

足場を組んでいるとか、外回りの工事をやるとかで安全が確保できない、

また図書館内のおはなしの部屋を工事する関係で、壁を張るための塗料、

あるいは絵を描くためにペンキ等を使いますので、この溶剤のにおいとか、

そういった関係で来館者の安全が確保できないのではないかということで、

休館にしたいと考えております。 

 また２ですが、結論として、休館を予定する期間ということで、これは

工事の進捗状況によって変化しますが、一番、工事の最後の部分に設置し

ました足場や誘導路とか仮囲い、そういったものを全て外す作業がござい

ます。この時期に、やはり一般の方が中に入りますと当然、ほとんどない

はずですが、万が一、上から足場が落ちてきたとか、養生している最中に、

外す際に、固定が外れました、その上に乗っかって倒れてしまったとか、

そういった危険性がございますので、そのときは休館としたいのですが、

まだ全体の工事が始まっておりませんので、空調関係が受注生産だそうで

すので、これから発注して、仕上がって、それが設置されないと、こちら

も進まないということですので、この時期は、まだ予定ということで、実

際に工事が進んで工程、予定が決まり次第、またご報告させていただきま

す。 

 あと、この２番目です。騒音や換気によって休館を検討する工事の期間

について。期間的には黄色に塗られております期間ですが、空調関係の工

事で、図書館の吸排気ができないと。エアコンも使えない状態の中に一般

の方を入れるのは、どうかということで、昨日、それぞれの業者との、受

託業者との話し合いをしましたところ、仮設のエアコンと除湿器で対応す

ることを検討していただけるというご回答をいただきましたので、そちら

について、可能である時期につきましては、図書館を閉館せずやりたいと

思います。 

 また工事中、金属音がするそうですが、これにつきましても、外すとき

に、ある程度作業をやりますので、この音と比べてどうですかと。実際、
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大きいですよ、小さいですよと言われましても、聞いていないのでわかり

ませんので、外す際の工事の音を聞いて、これならどうしようもないとい

うのと、このぐらいなら、うるさいけど我慢して使えるという、その辺の

判断につきましては、もう少し実際の工事を聞いてということで今、検討

中ということにさせていただきました。 

 結論から言いますと、１回目の休館が２月１日から３月27日ということ

で、ご報告させていただきます。 

 あと、休館中のことですけれども、なるべく休館いたしましても、一般

の方は入場できませんが、それ以外の他の図書館を経由しての本の貸し出

し、あるいはブックポスト。位置は変わってしまいますけれども、12月議

会でご理解いただく、今手続をしております。そちらへの返却、あるいは

館内の学校等団体への貸し出し等は通常どおり実施する予定としておりま

す。 

 説明は以上です。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。 

                                      

○報告第６号 

教育長  報告第６号、第68回左千夫短歌大会の開催について報告をお願いいたし

ます。資料館長、お願いします。 

 

歴史民俗資料館長  お手元の資料、13ページからとなります。 

 まず13ページ、第68回左千夫短歌大会開催要項。第68回という名前が

示すとおり、伝統的に長くやっているものですが、今年度、開催要項の改

定をさせていただいたということをご理解いただこうと思い、資料を作成

しました。 

 15ページ。こちら、タイトルが左千夫短歌大会の概要とあります。短歌

大会は、昭和23年から開催して、今回で68回目ですが、山武市の冠を冠し

ている、資料館の主要な事業ですが、こちらにあるとおり一般の方、小・

中・高校生から多く詠草を投稿いただき、第一線で活躍されている歌人の

先生に選歌を依頼して入賞作を決定し、毎年１月下旬に大会を開催し、表

彰式・講評を行っていただいています。現在、先生から入選作の選歌を待

っているという状況になります。 

 16ページをご覧いただくと、今回の詠草数が出ております。3,084首でし

た。前回は3,851首でしたので、詠草数の減少が見られますが、これは台風

９号から10号、21号等の影響がありまして、市内の学校から詠草が少なか

ったことが原因と考えられますが、残念です。 
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 また、選者の先生には、毎回伊藤左千夫の流れをくむ先生にお願いをし

ていて、今回は今井恵子先生にやっていただきます。 

 あと毎回、来賓は市議会議長に出席を依頼し、要項の改正に伴って、午

後の出席を依頼するということになりました。 

 主催者側の出席者としましては、各賞の冠のある役職に出席を依頼する

ということで、市長、教育長、それから社会教育委員長ということになっ

ております。 

 こちらの出席に関してですけれども、後ほど触れますが、午前中、小・

中・高校生が対象であるため、今回、小野﨑委員に午前の部から出ていた

だいて、市長、社会教育委員長には午後の部の出席を依頼しました。14ペ

ージをご覧いただけますでしょうか。当日のタイムスケジュールが載って

おります。今回から、午前と午後の部に分けました。昨年までは、午前中

に選歌に漏れた、つまり入選しなかった作品を先生に講評していただくと

いうようなスケジュールでした。午後に一般小・中・高も併せて講評、そ

の後、表彰式をやっていましたが、特に小・中・高校生は、表彰状をもら

うと、講評も聞かずに帰ってしまう。その辺があったので、小・中・高校

生の部に関しては午前中だけで終わらせようということで、最初に選歌の

講評。どうして選ばれたのかというのを聞いてもらい、それが終わってか

ら表彰する流れとしました。 

 あと、これは実は働き方改革の一環にともなっていますが、実は受賞、

入賞作。要は冠の賞状ですが、例えば平成元年度以降、千葉県歌人クラブ

賞などの賞を増やしたことがありましたが、これが、表彰状とか副賞に関

しても、下付いただけるのが開催直前というところがありまして、正直、

昨年まで大会の諸準備を担当していた臨時職員２名が退職しまして、かな

り難しい状況となってまいりました。ということで、原点に立ち返りまし

て、ほかの全国の短歌大会の賞状と比較検討したところ、13ページにあり

ますが、左千夫賞、市長賞、市議会議長賞、教育委員会教育長賞、社会教

育委員長賞、歴史民俗資料館長賞と、従来 10 個だった賞を６個にしました。

これがあれば、大会開催の趣旨に照らして十分と思いますので、そういっ

たところで時間、予算的にも、見直しをはかりました。 

 時間もコストも併せて効率化を図りつつ、最後まできちっと講評を聞い

て帰ってもらうというような段取りの構成に変えようというのが今回の趣

旨でございまして、２部構成で、小・中・高校生に関しては午前の部で終

わる、一般の部は、午後だけで終わるということにしたいと思います。 

 説明は以上です。 

 

教育長  これについてはいかがでしょう。 
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 木島委員。 

 

木島委員  １点。16ページですね。いろいろなところから応募がたくさん集まって

いるんですけれども、山口県の光井中学校とか、あと、三重県の明正中学

校とか、すごく多く来ていますけれども、何か要因がありますか。 

 

歴史民俗資料館長  この短歌大会自体、回数を重ねております。学校の先生方の中で、国語の

教科担任の先生方の中で、やはり文学に関係というか、ご興味のある先生

が全国各地におられるんですね。端的に言えば、例えばアララギの研究の

ような文学の盛んな大学を出て教員をやっている先生方は、そういった全

国の短歌大会の情報をよくご存じなんです。その辺がありまして、全国か

ら送っていただいている。あと、その先生が公立学校の先生ですと、異動

すると、また赴任先からやっていただくということがございまして、全国

区として認知していただいている次第であります。 

 

木島委員  わかりました。東京が少ないですね。 

 

歴史民俗資料館長  東京は、いろいろな短歌大会が開催され、応募を受け付けておりますので、

東京はそちらの方面をやっている方が多いんですが、それ以外、やはりア

ララギ派の左千夫の短歌を志したいという志の高い先生方、あるいはそう

いったものを継承されているような短歌団体の一般の方は、こちらのほう

に応募していただいていると。そういう傾向です。 

 

木島委員  わかりました。ありがとうございます。 

 

教育長  ほかにはいかがですか。 

 

清水委員  他の大会に応募したものは出してはいけないなど、そういう何か縛りみ

たいなのがあるんですか。 

 

歴史民俗資料館長  ございます。13ページにも書かせていただきましたが、３の短歌募集要

領とありますが、テーマは自由で作品は未発表とする、１人１首となって

おります。 

 

清水委員      わかりました。 

 

教育長  ほかはよろしいでしょうか。 
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○報告第７号 

教育長  報告第７号、行事の共催・後援について、お願いします。教育総務課長、

お願いします。 

 

教育総務課長  資料17ページです。報告第７号、行事の共催・後援についてです。 

 行事共催１件、これは郷土芸能保存団体連絡協議会の郷土芸能振興大会

を共催いたします。 

 それから後援５件。城西国際大学によります柔道大会、剣道大会。３番

目が県のミニバスケットボール連名によります支部選抜交流会。県のソフ

トボール協会によります男子・女子ソフトボール選手権大会関東地区予選

会。それから最後、５番目が市の芸術文化協会によります芸文協まつりと

いうことで、５件を後援いたしております。 

 なお、詳細については資料を添付してありますので、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。いかがでしょう。共催１件、後援５件でござい

ます。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  ありがとうございます。 

                                      

○報告第８号 

教育長  報告第８号、１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。 

 

教育総務課長  資料33ページです。１月の行事予定、教育総務課から申し上げます。 

 左側一番下、16日木曜日ですが、教育委員会第１回の定例会、令和２年

最初の定例会となります。こちらの会議室で行います。終わりましたら、

親睦会がございます。 

 17日金曜日、こちらは執行部ですけれども、令和２年度当初予算の市長

説明です。市長、副市長等に対して説明会を公室で行います。 

 それから30日、第２回教育長・教育委員研修会。先ほどご案内いたしま

したが、市原市市民会館で行います。 

 23日木曜日、午前中の市長との懇談会、総合教育会議の関係です。 

 26日日曜日、松尾小学校の建設の関係で、地元地区説明会を午前中実施

します。 
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 また27日月曜日には、松尾小学校の来年度入学予定者の保護者を対象に

した建設の説明会を行います。 

 教育総務課は以上です。 

 

学校教育課長  続いて学校教育課です。６点ございます。 

 １月７日ですが、市内小中学校の３学期の始業式。 

 ９日は教育長・校長面接ということで、場所は教育委員会で行います。

９時から16時ぐらいまでを予定しております。主に人事関係の面接となり

ます。 

 続いて10日ですが、定例の校長会。 

 16日ですが、教育委員方の学校訪問。この睦岡小学校が今年度最後の訪

問となります。 

 続いて22日ですが、教育長、それから東上総教育事務所長、校長の面接

が山武教育会館で予定されております。 

 28日、学校の情報化推進会議、こちらを山武西小学校を会場に行う予定

でございます。 

 以上です。 

 

学校再編推進室長  続いて、学校再編推進室です。記載はございませんが、日向小学校・山武

西小学校の統合準備委員会、こちらＰＴＡ・通学部会と総務部会を１月中

の開催を目指して調整をしてございます。 

 以上です。 

 

生涯学習課副主幹  生涯学習課です。12日日曜日です。令和２年山武市成人式をのぎくプラ

ザホールで行います。午前の部が成東・蓮沼、式典は11時から、午後、山

武・松尾で、式典は２時半から行います。 

 以上です。 

 

スポーツ振興課長  スポーツ振興課です。19日日曜日、第13回山武市民駅伝競走大会を成東

総合運動公園で開催します。 

 以上です。 

 

成東中央公民館長  成東中央公民館です。29日から31日の３日間で、山武市芸文協まつり、

作品展示と芸能発表を文化会館のぎくプラザで行います。よろしくお願い

いたします。 

 

歴史民俗資料館長  資料館からご案内します。１月26日、先ほど説明しましたが、第68回佐
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千夫短歌大会が10時から、会場は成東文化会館のぎくプラザホールになり

ます。よろしくお願いします。 

 

子育て支援課長   最後に子育て支援課。１月17日金曜日、園長・副園長会議を第６会議

室、15時から行います。 

 以上です。 

 

教育長  以上でよろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長    それでは、その他に報告すべき事項があったらお願いします。指導室長、

お願いします。 

 

指導室長  別紙で教育委員会ダイアリーがあると思います。 

 １番は、先ほどもありましたが、今月の23日で２学期が終了しますとい

うこと。２つ目として、県の教育委員会、東上総教育事務所の訪問が11月

の下旬、27日の日向小学校をもって、全て市内の小中学校の訪問が終わり

ましたという内容です。 

 ３番の市内学校情報ですが、この中で、特に冬休みを前に、この11月か

ら12月３日の間に児童生徒のけが、大きな交通事故、帰宅後の交通事故と

いうことで、車と自転車の衝突がありまして、大きなけがをして入院した

という事故がありました。休み前に交通事故に十分注意するようにという

ことで指導させていただきました。 

 最後、４番の在校時間等の調査で、働き方改革ということで、職員の在

校時間を管理職は把握しているかということと、月80時間以上を超えてい

る、超過勤務が80時間を超えている職員の状況をよく確認して、面接など

でよく聞き取りをしてくださいということを管理職にお話しをさせていた

だきました。 

 また最後に師走ということで、教職員の交通事故、飲酒、個人情報の管

理等、不祥事の防止に再度、引き続きの指導をお願いしますということで、

お話をさせていただきました。 

 裏面につきましては、最初にありました松尾小学校の地域や関係機関と

連携した防犯教育の授業の様子です。新しい学校、学区を子どもたちの手

で、ＧＰＳを活用した安全マップをつくったというような授業を行いまし

た。これは地域の方々も参加してくれまして、大変いい授業だったと思っ

ています。 

 以上です。 
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教育長  ありがとうございます。ほかにはございますか。 

 

生涯学習課副主幹  生涯学習課、岩澤です。家庭教育学級新聞をこども園、各小中学校を通し

て家庭にお配りしました。３回目の家庭教育学級新聞について報告をさせ

ていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

 

教育長  ほかはよろしいですか。 

 以上で教育委員会第 12 回定例会を終了といたします。お疲れさまでした。 

                                      

◎閉  会  午後３時35分 


