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令和２年山武市教育委員会第７回定例会会議録 

 

１．日 時  令和２年７月16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 山武市教育委員会の所管に係る山武市公の施設指定管理者選定委員会委員の委嘱

について 

 議案第２号 山武市立松尾小学校学校運営協議会委員の任命について 

 議案第３号 山武市立山武中学校学校運営協議会委員の任命について 

 議案第４号 市議会臨時会提出議案（請負契約の締結）に同意することについて 

 議案第５号 令和３年度教科用図書の採択について 

 議案第６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及び山武市教育委

員会が管理する公民館等施設の管理に関する規則の一部を改正する規則の制定

について 

 議案第７号 山武市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則及び山武市成東城跡公園の

テニスコートの管理に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

 議案第８号 山武市体育協会補助金交付要綱の一部を改正する告示の制定について 

 議案第９号 市議会臨時会提出議案（令和２年度山武市一般会計補正予算（第５号））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 

 協議第２号 山武市立小中学校修学旅行等の中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱につい

て 

 協議第３号 成人式の実施について 

 

報告事項 

 報告第１号 市内小中学校運動会・体育祭について 

 報告第２号 行事の共催・後援について 

 報告第３号 ８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 嘉瀬 多市 

学校教育課長 越川 幸夫 

学校教育課指導室長 髙野 隆博 

学校再編推進室長 川島 美雄 

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 

成東中央公民館長 川嶋 洋子 

松尾公民館長 越川 信 

子育て支援課長 藤井 浩美 

子育て支援課主幹 野口 博明 

 

事務局 

教育総務課副主幹 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 齋藤 未希  
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◎開  会  午後１時30分 

教育長  委員の皆様には、午前中、新しくなったまつおこども園を視察いただき

ました。前回の視察とは違い、子どもたちがいるとやはり様子が少し違っ

て、活気があったと思います。大変環境の良いところで、今まで以上に良

くなったと感じました。 

 また、新型コロナウイルス感染症に関しましては、６月に入り様々な条

件を緩和しながら活動を元に戻す方向で進んできておりましたが、ここに

来て、また感染者が少し増えてきています。東京でも280人以上になるとい

うニュースが入ってきております。 

 そんな中で、今後、学校としても、運動会、体育祭、修学旅行など、そ

ういった行事が多く予定されており、それぞれの状況が変化していく中で、

その対応も固定化できずに、その都度、考え方を変えていかなければなら

ない状況が来るかと思います。委員の皆様にも情報はしっかりと共有した

いと思いますが、何かあればご意見をいただきたいと思いますのでよろし

くお願いします。 

 それでは、ただいまから、令和２年教育委員会第７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ですが、本日、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。 

                                      

◎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２年教育委員会第６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。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

教育長  異議ないようですので、教育委員会第６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２ページになります。６月19日から７

月16日、本日までの内容となります。よろしくお願いします。 

 ６月19日、園長・副園長会議が開催され出席しました。 

 ６月22日、松尾高校校長・教頭来庁。松尾高校では、スーパーグローバ

ルハイスクールの指定を受けて５年が経過し、指定が終了しましたが、そ

の後、地域との協働による高等学校教育改革推進事業があり、松尾高校が
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手を挙げて申請をされました。その結果ですが、この推進事業には採用さ

れなかったということですが、予算は付きませんが、アソシエイトという

事業を進めることになったということで、その説明に来られました。市長

とも今後、今までと同様に市の協力をお願いしたいというようなことでお

話がありました。 

 ６月24日、山武教育会館理事会。教育会館で行われました。 

 ６月26日、都市教育長協議会第１回及び第２回役員会等。この日、役員

会の後に全体会、それから分科会が開催されました。 

 ６月29日、市議会第１回臨時会。調査特別委員会を設置するためのもの

でございます。その後、部長との期首面談。この後、市長との面談があり、

その前の一次面談です。 

 ６月30日、行政組合教育委員会臨時会。行政組合の教育委員会の事業に

対する点検評価を行ったものです。 

 ７月１日、人事評価期首面談。先ほどの部長面談で市長と行っています。 

 ７月３日、ＧＩＧＡスクール構想についての部内ヒアリング。今回、Ｇ

ＩＧＡスクール構想で１人１台、パソコンを用意するということになって

おりますが、その計画についてのヒアリングです。その後、市長への説明

も行っております。同日、文化会館運営協議会が開催され、委嘱状の交付

等を行いました。 

 ７月７日、地方創生臨時交付金（第２次）に係る事業説明。本日、議案

の中でも説明がありますが、今回、採択されたものに対する要望の確認で

す。また、教育委員会第７回定例会事前打ち合わせ。議案の確認です。そ

の後、校長会議が開催されました。 

 ７月８日、庁議。その後、新型コロナウイルス感染症警戒本部会議が行

われました。 

 ７月９日、東上総地区都市教育長協議会の教育長会議。茂原市役所で行

われましたが、この東上総地区での都市教育長会は、今までは開催されて

おりませんでした。今回、６市で集まりましたが、来年度、令和３年度の

関東地区の都市教育長会において分科会の発表がありますが、それが千葉

県担当となっており、その中で東上総地区が発表するということで、どこ

の自治体が発表するのかという話し合いを行ってきました。 

 結果、第１分科会ですが、発表が大網白里市、司会が山武市、記録が茂

原市ということで決まりました。もう１点は、令和４年度について。これ

も輪番ですが、県の都市教育長協議会の会長が東上総地区に回ってきます。

それについては、話し合いの上、東金市が受けてくれることになりました。 

 また、７月13日、ＧＩＧＡスクール構想についての市長ヒアリング。７

月３日に打ち合わせを行ったものでございます。教科用図書山武採択地区
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協議会、第２回協議会。芝山町で行われました。本日、採択いただくもの

ですが、中学校用の教科用図書をこの協議会で山武地区として採択を行い

ました。 

 ７月14日、山武市郷土芸能保存団体連絡協議会の総会。大会議室で行わ

れました。 

 ７月16日、本日となります。午前中、こども園訪問、それから教育委員

会第７回定例会となります。 

 私からの報告は以上です。 

 何かございますでしょうか。小野﨑委員。 

 

小野﨑委員  ＧＩＧＡスクール構想については、市長ヒアリングでどうなりましたか。 

 

教育長  議案にも出てきますが、ＧＩＧＡスクール構想については、要望どおり

予算をつけていただきました。今年度中に１人１台端末の用意ができると

思いますが、全国的に取り組んでいることですので、ハードが間に合うの

かどうかという問題がありますが、手続上は進めてまいりたいと思います。 

 あとはよろしいでしょうか。 

 

 （「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、山武市教育委員会の所管に係る山武市

公の施設指定管理者選定委員会委員の委嘱について、議案第２号、山武市

立松尾小学校学校運営協議会委員の任命について、議案第３号、山武市立

山武中学校学校運営協議会委員の任命について、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、これ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おそれがあり、公開に

適さない事項であることから、議案第４号、市議会臨時会提出議案（請負

契約の締結）に同意することについて、議案第９号、市議会臨時会提出議

案（令和２年度山武市一般会計補正予算（第５号））に同意することにつ

いて、これらは市議会に提出前であることから、議案第５号、令和３年度

教科用図書の採択については、公正確保の観点から公開に適さない事項で

あることから、協議第２号、山武市立小中学校修学旅行等の中止に伴うキ

ャンセル料等補助金交付要綱について、協議第３号、成人式の実施につい

ては、意思形成過程で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。 
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 （全員挙手） 

教育長  挙手全員です。よって、議案第１号から議案第５号、議案第９号、協議

第１号から協議第３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。議案第１号、山武市教育委員会の所管に係る山武

市公の施設指定管理者選定委員会委員の委嘱について。ここからは秘密会

といたします。 

 それでは、提案理由の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 

                                      

○議案第２号 

（議案第２号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第２号、山武市立松尾小学校学校運営協議会委員の任命について、

提案理由の説明をお願いします。 

 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 

                                      

○議案第３号 

（議案第３号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第３号、山武市立山武中学校学校運営協議会委員の任命について、

提案理由の説明をお願いします。 

 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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○議案第４号 

（議案第４号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第４号、市議会臨時会提出議案（請負契約の締結）に同意すること

について、提案理由の説明をお願いします。 

 教育総務課長、お願いします。 

 

※教育総務課長から、資料に基づき内容を説明 

 

※審議結果 原案のとおり同意 

                                      

○議案第５号 

（議案第５号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第５号、令和３年度教科用図書の採択について、提案理由の説明を

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 原案のとおり可決 

 

教育長  ここで、一旦、秘密会を解きます。 

                                      

○議案第６号 

教育長  議案第６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

規則及び山武市教育委員会が管理する公民館等施設の管理に関する規則の

一部を改正する規則の制定について、提案理由の説明をお願いいたします。 

 スポーツ振興課長、お願いします。 

 

スポーツ振興課長 資料12ページからになります。議案第６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及び山武市教育委員会が管理する公民館

等施設の管理に関する規則の一部改正については、教育委員会第６回定例

会で協議したとおりです。内容に変更はございません。 

 よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 前回協議した内容と変更がないということでございます。よろしいでし
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ょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  それでは、お諮りします。本議案に賛成する委員の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、本議案は原案のとおり可決いたします。 

                                      

○議案第７号 

教育長  議案第７号、山武市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則及び

山武市成東城跡公園のテニスコートの管理に関する規則の一部を改正する

規則の制定について、説明をお願します。 

 スポーツ振興課長、お願いします。 

 

スポーツ振興課長 議案第７号、山武市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則及び山武

市成東城跡公園のテニスコートの管理に関する規則の一部改正について、

こちらも教育委員会第６回定例会で協議したとおりとなります。内容の変

更はございません。 

 よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 こちらも変更はないということです。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  では、お諮りします。本議案に賛成する委員の挙手をお願いします。 

 

 （全員挙手） 

教育長      挙手全員です。よって、本議案は原案のとおり可決いたします。 

                                      

○議案第８号 

教育長  議案第８号、山武市体育協会補助金交付要綱の一部を改正する告示の制

定について、提案理由の説明をお願いします。 

 スポーツ推進課長、お願いします。 

 

スポーツ振興課長 議案第８号、山武市体育協会補助金交付要綱の一部改正について。こちらも

教育委員会第６回定例会で協議したとおりです。内容に変更はありません。 
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 よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 こちらも変更はないということです。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  それでは、お諮りします。本議案に賛成する委員の挙手をお願いします。 

 

 （全員挙手） 

教育長  挙手全員です。よって、本議案は原案のとおり可決します。 

                                      

○議案第９号 

（議案第９号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第９号、市議会臨時会提出議案（令和２年度山武市一般会計補正予

算（第５号））に同意することについて。ここから秘密会とします。それ

では、提案理由の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 

                                      

○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、山武市立小中学校修学旅行等の中止に伴うキャンセル料等

補助金交付要綱について、説明をお願いします。 
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 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、成人式の実施について説明をお願いいたします。 

 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 

 

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。報告第１号、市内小中学校運動会・体育祭につい

て、事務局の報告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  報告第１号、市内幼稚園・こども園・小中学校運動会・体育祭について、

44ページになります。 

 この表のとおり、春に予定していた行事が秋に動いた学校があります。

中学校は平日、幼稚園、こども園、小学校につきましては土曜日という予

定になっております。 

 新型コロナウイルス感染症防止の関係で、今年度の運動会・体育祭につ

いては来賓をご招待せずにというような形式で行いたいと考えております。

また、各学校も規模を縮小して、弁当もなく午前中で終わるような小学校

もありますし、様々ではありますが、感染予防を考えての開催となります。 

 教育委員の皆様につきましては、この会の終了後に、もし視察という形

でご希望があれば、学校に様子を見に行っていただければと思いますので、

会が終わった後にご希望を聞きたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 報告は以上です。 



－11－ 

 

教育長  ありがとうございます。 

 運動会・体育祭については、今、説明があったように、大分内容も変え

て簡素化させた形で開催すると考えております。今までと違う、新型コロ

ナウイルスの状況下での運動会・体育祭はどういうふうに行われているか

ということを、教育委員の皆さんにも幾つか学校を回っていただいてその

様子を見ていただきたいということから、こういう形を取らせていただい

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

                                      

○報告第２号 

教育長  続いて、報告第２号、行事の共催・後援について、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  報告第２号についてご説明します。45ページをご覧ください。６月の行

事の共催・後援についての承認件数ですが、共催なし、後援４件です。内

容につきましては、資料46ページから57ページまでとなります。ご確認を

お願いします。 

 

教育長  資料、ご確認ください。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３号 

教育長  報告第３号、８月の行事予定について、お願いいたします。 

 

教育総務課長  教育総務課です。 

 ８月３日月曜日、千葉県教科用図書選定審議会が午後１時半から県庁中

庁舎で開催されます。続きまして、20日木曜日、第８回定例会を午後１時

半から予定しております。 

 以上です。 

 

学校教育課長  学校教育課です。 

 学校は、８月11日から14日まで学校閉庁日ということになっております。

２学期の始業式が８月20日木曜日となっております。また、25日から27日

まで、今年度の管理職選考を志願する先生方の市内の面接を予定しており

ます。 

 以上です。 



－12－ 

 

学校再編推進室長 学校再編推進室です。 

 ８月３日月曜日午後５時半から、山武市役所車庫棟２階において、蓮沼

中学校、松尾中学校の第１回統合準備委員会全体会を開催する予定です。

なお、詳細については、この後、会議終了後にご報告申し上げます。 

 以上です。 

 

生涯学習課長  生涯学習課です。 

 ８月５日水曜日、第２回社会教育委員会議を午後２時からこちらの会議

室で行う予定です。以上です。 

 

子育て支援課長  子育て支援課です。 

 21日金曜日、園長・副園長会議を午後３時から第６会議室で開催する予

定でございます。よろしくお願いいたします。 

 

教育長  以上、よろしいですか。 

 行事についてはよろしいでしょうか。 

                                      

○その他 

教育長      それでは、そのほか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  教育委員会ダイアリーについてです。これは、７月７日行われました校

長会に配付されたものと同様のものであります。 

 学校では、６月から平常に近い形で再開されました。ひと月半経つわけ

ですが、今日は３番について説明させていただきたいと思います。 

 市内学校情報等というところですけれども、寄せられた情報は、合計で

18件ございました。小学校につきましては12件、中学校につきましては、

６件ありました。児童生徒の対応で８件ですが、その内訳は、虐待が３件、

いじめが２件、不登校が２件、マナー違反が１件ということでございます。

また、継続しているものがありますが、虐待関係につきましては、朝食を

食べさせないであるとか、母親の体罰であるとかということであります。

母親の体罰につきましては、継続的にこの後も指導をしていくというとこ

ろでございます。 

 保護者対応１件につきましては、新型コロナウイルスの関係がありまし

て、３月に約束していたことと６月再開の対応が違うということでありま

した。 
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 その他の９件ですが、教員関係のことが多く、特に自動車の事故という

ことで６件ございました。 

 裏面の写真ですが、一番上の写真は、特別支援学級が、例年であります

と学校ごとに交流を持つわけですが、このような状況でできませんので、

Ｚｏｏｍを使った交流を蓮沼小学校、それから大平小学校で様子を撮影し

ました。 

 また、成東中学校について、生徒総会。こちらも全体で集まるというこ

とができにくい状況ですので、放送で行ったという様子であります。 

 一番下でありますが、これはＳＴＯＰｉｔの授業の様子であります。全

体で行っている様子と学級ごとに行っている様子です。 

 以上でございます。 

 

教育長  生涯学習課長。 

 

生涯学習課長  生涯学習課からは、２点ございます。まず１点目は、家庭教育学級新聞

の発行でございます。61ページ、62ページになります。 

 今年度の第１号を７月３日に発行いたしました。園、学校等を通じまし

て、各家庭に配布されております。例年でしたら、合同開級式や、各園、

学校で行われている家庭教育学級について、その様子を掲載しているとこ

ろですが、新型コロナウイルスの関係で１学期の活動が停止しております。

このため、今回、家庭教育学級とは何か、どのような内容があるのかとい

ったお知らせをするとともに、62ページには、オンラインで学べる子育て

の紹介をさせていただきました。一読いただければ幸いです。 

 ２つ目としましては、７月10日からの社会教育・体育施設の使用基準に

ついてお知らせしたいと思います。施設の使用基準につきましては、３密

の回避や新しい生活様式の実践を考慮した上で、国の方針に基づき、緊急

事態宣言から３週間ごとに見直しを行っております。今回、７月10日から

見直しを行いました。内容の主な点としましては、今まで夜間の使用を行

っていなかったところを、今回、７月10日から、可能な範囲で夜間の使用

を許可し始めました。また、図書館では、滞在時間を30分から１時間に緩

和したり、さんぶの森公園では、キャンプピットの使用についても、デイ

キャンプだけですが、使用を可能としております。なお、体育施設におき

ましては、大会等の使用や県外居住者への貸出しは引き続き見合わせてお

ります。 

 次回は、８月１日からの使用について、感染状況等を配慮しながら見直

しをしていきたいと考えております。これから、各施設と協議をしながら

行ってまいります。 
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 以上２点、ご報告させていただきます。 

 

教育長  ほかにはございますか。 

 中学校の新人戦、秋季大会の状況についてですが、14日付けで千葉県小

中体育連盟の会長から市町の教育長宛に通知が来ています。秋季大会、中

学校の新人体育祭は感染症対策を十分整えた上で開催をするとなっていま

す。また、千葉県中学校駅伝大会についても、感染症対策をした上で開催

ということで連絡が来ています。ただ、種目によっては、十分にその内容

を精査し、整えた上で、実施するといった形になっています。 

 それに伴って、小中体連山武支部として、郡の秋季大会、中学校駅伝大

会も開催する方向でいます。ただ、小学校の球技大会については、今、検

討中であり、７月中旬には方向性を出したいとのことです。 

 ですので、今感染者が増えていますが、基本的に、各協会の行うバスケ

ットボールやバレーボールについては行うといった通知が来ており、県教

委が後援になっているので、中学校では部活が始まっており、その様な中

でどうしていくかについてはそれぞれに検討してもらっています。 

 

学校教育課長  中学校では、県が代替大会として、３年生のために代わりとなる大会を

開催するということで、県大会以上のものは、陸上競技とバスケットボー

ルとバレーボールが予定されておりますが、山武市からは出場しないとい

うことになっています。それは学校単位ではなく、連盟とか協会が主催で

行う大会になりまして、校長会の中でも、体力がまだまだ戻っていないの

で、７月中は対外試合を行わないという取決めもあり、３年生の最後の引

退の記念としては、８月に入り最初の土日辺りで、近い学校間での練習試

合を行いたいといった話がありました。 

 

教育長  練習試合を近隣市町と行いたいといったところもあるようですが、８月

までは行わない方向で、地区の教育長会の中では話をしています。ただ、

それ以降は、遠くまで行くのではなく、例えば山武市と横芝光町が行うな

ど、十分に感染対策をした上であれば可能であるという話にはなっていま

す。これを話しているときの状況と今の状況が変わってきているので、今

後の判断も変わってくる可能性があるという状況です。 

 ほかはよろしいですか。 

 それでは、以上で教育委員会第７回定例会を終了いたします。お疲れさ

までした。 

                                      

◎閉  会  午後３時20分 


