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令和２年山武市教育委員会第10回定例会会議録 

 

１．日 時  令和２年10月15日（木）午後１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 

 

協議事項 

 協議第１号 山武市教育支援委員会設置条例の一部改正について 

 協議第２号 山武市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例の一部改正について 

 協議第３号 山武市スポーツ推進審議会条例の一部改正について 

 協議第４号 山武市さんぶの森中央会館等条例の一部改正について 

 協議第５号 山武市奨学資金貸付条例施行規則の一部改正について 

 協議第６号 さんむスプリングフェスタ実行委員会補助金交付要綱を廃止する告

示について 

 協議第７号 山武市学校支援地域本部事業補助金交付要綱を廃止する告示につい

て 

 協議第８号 山武市学校支援地域本部事業費交付金交付要綱を廃止する告示につ

いて 

 協議第９号 山武市女性の会補助金交付要綱を廃止する告示について 

 協議第10号 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 

 

報告事項 

 報告第１号 行事の共催・後援について 

 報告第２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 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 

成東中央公民館長 川嶋 洋子 

さんぶの森公園管理事務所長 並木 稔 

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  皆さん、ご苦労さまです。 

 なるとうこども園の園児の様子、いかがでしたでしょうか。も

うすっかり英語にもなじんで、楽しく受けていたのが印象的でし

たが、幼少期から英語に少しずつなじんでいくというのは大切な

ことだと思いますし、それがその後の山武市の子ども達の英語力

の向上に繋がるようにしていきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 また、先ほど事務局からもありましたように、定例会の後、協

議会を予定しています。施設のあり方ということで、時間が掛か

るかと思いますが、よろしくお願いします。 

 それでは、只今から令和２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。本日は今関委員を

指名いたします。よろしくお願いします。 

                                      

◎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、いかがでしょう

か。よろしいでしょうか。 

 

 （「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、教育長報告を行います。資料の２ページをご覧くだ

さい。 

 ９月18日から10月15日本日までとなります。主だったものを説

明してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 ９月18日、松尾小学校の仮設校舎の視察。委員の皆様にも一緒

に行っていただきました。新校舎建設のための仮設校舎の状況は

どうかということで、ご覧いただいたものでございます。その後、

園長・副園長会議があり、出席しています。 

 ９月19日、小学校運動会。蓮沼小学校に行ってまいりました。
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コロナ禍ということで様々な工夫をしながら行っていましたが、

子ども達は非常に楽しく運動会をしていたようです。 

 ９月24日、市議会第３回定例会の閉会日。全議案可決をしてお

ります。その後に新型コロナウイルス感染症対策の本部会議が開

催されました。 

 また、山武地区教育委員会連絡協議会選考委員会及び理事会が

開催されました。この中で例年行っています教育功労者表彰です

が、表彰式は中止となりました。この後に行っています研修会で

すが、今年は研修会のみ実施をいたします。今回、山武市教育委

員会が担当ですので、今のところ大会議室での研修会を予定して

おります。委員の皆様にはご出席をお願いしたいと思います。 

 ９月26日、小学校の運動会。日向小学校、睦岡小学校でござい

ました。睦岡小学校は学校の校庭ではなくて、さんぶの森公園多

目的広場で行われました。また、日向小学校ですが、当日、運動

会の様子をＹｏｕＴｕｂｅで配信をしていまして、非常にきれい

に映っておりました。今回、コロナ禍で保護者の人数制限をして

いることから、こういった取り組みで多くの方に見ていただけた

かと思います。 

 ９月28日、行政組合教育委員会の定例会。 

 ９月29日、小中学校の運動会。成東小学校と成東東中学校でご

ざいまして、少しずつですが、視察させていただきました。また、

市教職員組合要望書提出ということで、毎年行われているもので

すが、要望書の提出がございました。 

 10月１日、職員面談。毎年新たに教育委員会に異動になった

方々について、教育長との面談を行っています。この後も日を分

けて行っているものです。 

 10月２日、中学校の体育祭。山武中学校に行ってきています。

また、教育委員会第10回定例会事前打ち合わせということで、本

日の定例会の議案確認を行っております。 

 10月３日、こども園運動会。おおひらこども園に行かせていた

だきました。 

 10月６日、庁議、校長会議が行われています。その後、東上総

教育事務所の中田次長が来庁され、次年度の人事について動き始

めたところでございます。 

 10月８日、教育委員会第７回協議会。教育施設のあり方につい

て教育委員の皆様と協議をしたものでございます。本日はその続

きです。また、山武市教育支援委員会会議がございました。今年
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度、教育支援委員の変更がありまして、委嘱状の交付をさせてい

ただいています。 

 10月９日、槍木氏来庁。前回、皆様にもいろいろお話をさせて

いただいた槍木様からの１千万円の寄附について、教育委員会に

来ていただいてお話を伺いました。槍木様から、山武市の子ども

達の学力向上について、特に外国語教育、英語教育に役立ててほ

しいというお話がございました。ご本人も結構海外に行かれる機

会が多かったようで、そのときに言葉の必要性、重要性というこ

とをつくづく感じておられたというようなお話がございました。

この寄附については、教育総務課、学校教育課等で事務手続きに

ついて検討をしているところでございます。 

 10月12日、インタラックの社長が来庁されています。インタラ

ックは、ＡＬＴの派遣をしてもらっている会社です。お話では、

社長が交代するのが35年ぶりだということで、会社も大きく変化

するのではないかと思います。 

 10月13日、学校給食センター運営委員会がございました。今、

学校給食センターの建て替えについて検討をしているところでご

ざいますが、運営委員会からも、早く進めてほしいとのご意見を

いただきました。 

 10月14日、第２回指定管理者選定委員会。今年度、学童クラブ

の指定管理者が期間を迎えましたので、その新たな選定でござい

ます。成東、松尾、大平の各学童クラブですが、選定結果は、今

までと同じところで指定することになりました。 

 10月15日、本日です。午前中、なるとうこども園でＡＬＴとの

英語活動の参観。そして、教育委員会第10回定例会となります。 

 報告は以上です。何かあればお願いします。 

 

小野﨑委員  私から１つだけ。中学校の修学旅行は話題になりましたが、小

学校の状況はどうなりましたか。 

 

教育長  現状について報告してください。 

 

指導室長  前回、教育委員会ダイアリーで一部紹介しましたが、それ以降

に出ているものについて報告させていただきます。 

 松尾小学校が千葉市の少年自然の家と鴨川シーワールド、大平

小学校が鴨川シーワールド、緑海小学校がマザー牧場と鋸山、睦

岡小学校が芝山仁王尊等、今のところ、そういった場所を回って
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くるということです。 

 

清水委員  よろしいですか。文科省で修学旅行に関しての通知が出たと伺

ったのですが、その後の対応はどのように考えていますか。 

 

指導室長  市としては、全体中止ということでは考えておりませんので、

現在計画しているものについては一部見直し、代替を行うという

方向で動いており実施ということになってきます。 

 

学校教育課長  指導室長が言ったとおり、小学校では全て修学旅行として実施

しているところです。 

 

清水委員  宿泊ではないのですね。 

 

指導室長  市の規定では、修学旅行は原則日帰りということになっており

ます。 

 

清水委員  日帰りですか。 

 

指導室長  はい。但し、宿泊も認めるということはできます。原則として

日帰りということです。 

 

清水委員  分かりました。 

 

教育長  この修学旅行の代替ということで、先日、白子町教育委員会の

教育長が校長会にお見えになりました。白子町はテニスが盛んで、

宿泊業者が沢山あるのですが、このコロナ禍で非常に厳しい状況

にあり、小学校、中学校、学校関係の代替等で利用してもらえな

いかといったことで、白子町教育委員会の教育長が直々に来てＰ

Ｒをして行かれました。少しでも役に立てればという気持ちはあ

るのですが、各学校では既に計画がなされている状況だと思いま

す。 

 また、ＪＡＬから飛行機をチャーターして２時間程度の遊覧飛

行の体験をという話がありました。先日、空港みらい対策室で校

長会の中で説明があり、市の予算で実施するということです。 

 

小野﨑委員  成田から出て広島まで行って帰ってくるルートですね。 
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教育長  飛行機に乗って行くという体験が、空港や航空関係に対する興

味を高める。そういうことにも結びつくのではないかということ

で、話がありました。後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、協議第１号、

山武市教育支援委員会設置条例の一部改正について、協議第２号、

山武市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例の一部改正について、

協議第３号、山武市スポーツ推進審議会条例の一部改正について、

協議第４号、山武市さんぶの森中央会館等条例の一部改正につい

て、これらは市議会定例会提出前であることから、協議第５号、

山武市奨学資金貸付条例施行規則の一部改正については、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。 

 

 （全員挙手） 

教育長  挙手全員です。よって、協議第１号から協議第５号までは秘密

会といたします。 

                                      

◎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。協議第１号、山武市教育支援委員会設置

条例の一部改正について、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。 

 学校教育課指導室長、お願いします。 

 

※学校教育課指導室長から、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、山武市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例の一
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部改正について、説明をお願いします。 

 学校教育課指導室長、お願いします。 

 

※学校教育課指導室長から、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、山武市スポーツ推進審議会条例の一部改正につい

て、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 原案のとおり了承 

                                      

○協議第４号 

（協議第４号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  協議第４号、山武市さんぶの森中央会館等条例の一部改正につ

いて、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。 

 

※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５号 

（協議第５号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  協議第５号、山武市奨学資金貸付条例施行規則の一部改正につ

いて、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 原案のとおり了承 
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教育長  ここで、秘密会を解きます。 

                                      

○協議第６号 

教育長  協議第６号、さんむスプリングフェスタ実行委員会補助金交付

要綱を廃止する告示について、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  協議第６号、さんむスプリングフェスタ実行委員会補助金交付

要綱を廃止する告示について、ご協議させていただきます。資料

は33ページになります。 

 提案理由ですが、さんむスプリングフェスタ実行委員会は、平

成29年度の事業を 後に、実行委員会の立ち上げ及び主催事業の

実施はされていません。内容としましては、蓮沼地区で開催して

おりましたいちごジョギング、Ｓ１グランプリ、植樹祭の３つが

事業となっております。これらの事業は複合事業として実施され

ていないという形になります。 

 また、さんむスプリングフェスタ内で行われていた一部の事業。

今言った中でのＳ１グランプリと植樹祭ですが、こちらは他の団

体が実施しており、今後、本実行委員会での事業実施が見込まれ

ないことから、補助金交付要綱の廃止を行うものです。 

 34ページは、その要綱の告示文の案を掲載してございます。 

 また、35ページ以降については、現行例規を記載させていただ

いております。説明は以上です。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。この件に関してはいかがでしょうか。

よろしいですか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

教育長  本案件は、原案のとおり了承します。 

                                      

○協議第７号 

教育長  協議第７号、山武市学校支援地域本部事業補助金交付要綱を廃

止する告示について、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  協議第７号、山武市学校支援地域本部事業補助金交付要綱を廃

止する告示について、協議させていただきます。 
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 提案理由ですが、山武市学校支援地域本部事業については、現

在、市が直接管理する事業として行われており、補助金を交付す

る形態ではないことから、補助金交付要綱の廃止を行うものです。 

 38ページに廃止要綱の告示文、39ページ以降に現行例規を掲載

させていただいております。 

 説明は以上です。よろしくお願いします。 

 

教育長      ありがとうございます。ただ今の件については、いかがですか。

何かございますか。よろしいですか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

教育長  本案件は、原案のとおり了承いたします。 

                                      

○協議第８号 

教育長  協議第８号、山武市学校支援地域本部事業費交付金交付要綱を

廃止する告示について、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  協議第８号、山武市学校支援地域本部事業費交付金交付要綱を

廃止する告示について、協議をいただきたいと思っております。 

 提案理由ですが、山武市学校支援地域本部事業につきましては、

先ほども説明しましたとおり、現在、市が直接管理している事業

です。このため、交付金を交付する形態でないことから、交付金

交付要綱の廃止を行うものです。43ページに廃止に係る告示文の

案、44ページから現行例規を掲載させていただいております。よ

ろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。この件に関してはいかがでしょうか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

教育長  本案件は、原案のとおり了承いたします。 

                                      

○協議第９号 

教育長  協議第９号、山武市女性の会補助金交付要綱を廃止する告示に

ついて、説明をお願いします。 

 生涯学習課長、お願いします。 
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生涯学習課長  協議第９号、山武市女性の会補助金交付要綱を廃止する告示に

ついて、協議させていただきます。 

 提案理由ですが、山武市女性の会は、令和元年５月の総会をも

って解散し、その後、代わる団体の発足が見込まれないことから、

補助金交付要綱の廃止を行うものです。 

 47ページに廃止に伴う告示文。48ページ以降、現行例規を掲載

させていただいております。 

 説明は以上です。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。これについてはいかがでしょうか。よ

ろしいですか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

教育長  本案件は、原案のとおり了承いたします。 

                                      

○協議第10号 

教育長  協議第10号、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、説明をお願いします。成東中

央公民館長、お願いします。 

 

成東中央公民館長 50ページをご覧ください。協議第10号、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です。 

 提案理由は、山武市女性の会の解散のため、協議第９号の山武

市女性の会補助金交付要綱を廃止することに併せて、女性の会を

公民館施設使用料の減免対象から削除するものです。 

 改正案については、52ページの新旧対照表をご覧ください。使

用料の減免について、現行欄の第９条第１号ウ中（ウ）山武市女

性の会（支部を含む。）を削り、（エ）以降を１つずつ繰り上げ

るものです。 

 なお、施行期日は公布の日を予定しています。 

 説明は以上です。 

 

教育長      ありがとうございます。この件についてもよろしいでしょうか。 

 それでは、本案件は、原案のとおり了承します。 

                                      

◎日程第５ 報告事項 

○報告第１号 
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教育長  日程第５、報告事項。報告第１号、行事の共催・後援について

事務局からの報告をお願いします。 

 教育総務課長、お願いします。 

 

教育総務課長  資料の53ページをご覧ください。９月の行事の共催・後援につ

いての承認件数ですが、後援のみ１件になります。内容につきま

しては、54ページから56ページまででございます。よろしくお願

いします。 

 

教育長  いかがでしょうか。資料がついておりますので、ご覧になって

いただければと思います。よろしいですか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

                                      

○報告第２号 

教育長  報告第２号、11月の行事予定について、各所属長から順次報告

をお願いします。 

 

教育総務課長  教育総務課です。 

 ２日月曜日、午後３時から山武地区教育委員会連絡協議会研修

会を、本庁舎の３階大会議室で予定しております。講師はＮＰＯ

法人ちば文芸フォーラム理事長の近藤文子氏。また、講義内容は

「言葉の力について」となっております。 

 17日火曜日、午後１時半から教育委員会第11回定例会を予定し

ております。以上です。 

 

学校教育課長  学校教育課です。 

 ４日水曜日、定例の校長会議を午後２時から行います。 

 以上です。 

 

学校再編推進室長 学校再編推進室です。 

 蓮沼中学校、松尾中学校のＰＴＡ通学部会第３回の会議を６日

金曜日に行います。時刻は午後６時から、場所は蓮沼スポーツプ

ラザで行います。 

 以上です。 

 

子育て支援課長  子育て支援課です。 
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 20日金曜日、園長・副園長会議を午後３時から第６会議室で行

います。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございました。 

 その他報告すべき事項があればお願いします。学校教育課指導

室長、お願いします。 

 

指導室長  山武市教育委員会ダイアリーです。10月６日の校長会で発行し

たものと同様のものとなります。 

 一番上の段ですが、運動会、体育祭が無事終了しつつあります。

残すところ大平小学校、南郷小学校、松尾小学校となります。 

 学校の状況ですが、児童生徒、教職員とも頑張っておりますが、

市内では思うように物事が進まず、悩んでいる教員が散見されて

いるということで、こちらでは目標進行に関わる中間面談を必要

に応じて行うということですが、ぜひ１人ずつ実施していただき

たいという話をしました。初期対応をきちんと行うことが、次に

起こるかもしれない事案の未然防止にも繋がるだろうということ

で伝えてあります。 

 また人事につきましては、今年は例年よりも早く、今月から始

めていくということです。これは昨年から周知のとおりでありま

すので、学校でも落ち着いてそちらのほうに向かえるようにとい

うことでお願いしました。 

 ２つ目の修学旅行等の代替行事要綱ですが、９月25日までに届

いたものについて記載してあります。また、先ほど説明しました

９月25日以降につきましては、次回の号で載せていこうと思って

おります。 

 では、裏面をご覧ください。上段が運動会発表に向けてのダン

スレッスンの小学校児童の様子でございます。中段ですが、松尾

小学校のプレハブ校舎について様子を載せてあります。一番下で

すが、新しい形の運動会ということで、幾つか載せてあります。

また、授業でもこの後、行われたものについて紹介していきたい

と思います。各校、ＹｏｕＴｕｂｅでの配信であるとか、そうい

ったことでも工夫をされております。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。内容について何かお聞きになりたいこ
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とはございますか。よろしいですか。 

 では、他にあればお願いします。 

 スポーツ振興課長、お願いします。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課から報告します。 

 令和３年２月11日に開催を予定しておりました、山武郡市スポ

ーツ協会が主催する山武郡市民駅伝競走大会は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止と、関係者の健康、安全面を 優先とし中止

となりました。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。他にございますか。 

 では、ないようですので、以上で教育委員会第10回定例会を終

了といたします。お疲れさまでした。 

                                      

◎閉  会  午後２時15分 
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