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令和２年山武市教育委員会第11回定例会会議録 

 

１．日 時  令和２年11月17日（火）13:30 

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 代理の承認を求めることについて（市議会臨時会提出議案（財産の

取得）に同意することについて） 

 議案第２号 代理の承認を求めることについて（市議会臨時会提出議案（財産の

取得）に同意することについて） 

 議案第３号 市議会定例会提出議案（令和２年度山武市一般会計補正予算（第７

号））に同意することについて 

 議案第４号 市議会定例会提出議案（山武市行政組織の見直しに伴う関係条例の

整理に関する条例）に同意することについて 

 議案第５号 市議会定例会提出議案（国保日向診療所の名称及び位置の変更に伴

う関係条例の整理に関する条例）に同意することについて 

 議案第６号 市議会定例会提出議案（山武市国際教育推進基金条例）に同意する

ことについて 

 議案第７号 令和２年度山武市教育委員会顕彰被表彰者の決定について 

 議案第８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

示の制定について 

 議案第９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の制定

について 

 議案第10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の制

定について 

 議案第11号 山武市女性の会補助金交付要綱を廃止する告示の制定について 

 議案第12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

部を改正する規則の制定について 

 議案第13号 山武市教育委員会が所管する社会教育施設等の今後のあり方につい

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 山武市立小学校及び中学校管理規則の一部改正について 
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報告事項 

 報告第１号 蓮沼中学校・松尾中学校学校統合準備委員会会議の開催状況につい

て 

 報告第２号 12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 

文化会館長 森川 良子 

さんぶの森図書館主査 大石 由香 

成東中央公民館長 川嶋 洋子 

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 並木 稔 

歴史民俗資料館長 稲見 英輔 

子育て支援課長 藤井 浩美 

 

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  ただいまから、令和２年教育委員会第11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２年教育委員会第10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。 

 

 （「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10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３ページになります。 

 10月16日から11月17日、本日までの内容となります。主立った

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。 

 10月16日、職員面談、山武地区教育長協議会、第２回管内教育

委員会教育長会議。職員面談につきましては、先月ご報告したと

おり、今年度新しく教育委員会に移った方々を対象に行ったもの

です。山武地区の教育長協議会ですが、本日協議事項にあります

学年始めの休業について教育長会で協議を行いました。その後に

は管内の教育長会議、東上総管内全ての教育長が参加しています。 

 10月17日、小学校運動会。大平小学校に行ってきております。 

 10月19日、横芝敬愛高校白鳥校長来庁。白鳥現校長が生徒を少

しでも送ってほしいといったお話の中で、色々な紹介をしていた

だきました。 

 その中で特に、横芝敬愛高校が今力を入れているのは学び直し

ということで、現状、新入生の中の入試の点数が100点、良くて

も200点台というような状況の中で、既に小学校、中学校から学

習においてつまずいているということで、そこの学び直しからや
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っていかないと、結局子ども達が本当に自分ができないという思

いの中から自尊心を作っていけない。結果、学校生活が豊かにな

っていかないというようなことがあるので、その学び直しの取り

組みを校長になってから始めているとのことです。その成果が大

分出てきており、少しずつ生徒の様子も変わってきているという

ようなお話でした。 

 つまずいているような子もいるので、我々はしっかりサポート

し、そういう子でも受入れるということで、是非お願いしたいと

いうお話でした。 

 10月20日、庁議。 

 10月22日、議会の全員協議会、市議会第３回臨時会が開催され

ました。臨時会ですが、教育委員会で今回のＧＩＧＡスクール構

想でパソコンを購入する案件です。これについては、議題として

提出されております。また、午後は、おおひらこども園の公開研

究会。教育委員の皆様にもご出席をいただきました。 

 10月23日、12月補正予算の部内ヒアリングを行っています。そ

の後の予算編成打ち合わせですが、来年度に向けての市の主な考

え方についてです。また、市の状況ということで、来年度もまた

大変厳しい予算編成の中で、21％のシーリングというようなお話

がありました。その削減について皆さんにご苦労をおかけしてい

るところでございます。 

 10月28日、部門別予算枠に係る削減調整会議。 

 10月29日、電子黒板視察。旧山武南中学校、新しい日向小学校

の教室に導入する電子黒板を実際の黒板の位置に仮設置してもら

い、状況を見に行ったものでございます。 

 10月31日、小学校運動会。南郷小学校と松尾小学校です。 

 11月１日、スリランカ体操留学生表敬訪問。ミルカ・ギハーニ

さんという子ですが、現在、東京の塚原体操センターに来ており

まして、体操の指導を受けていますが、今回新型コロナウイルス

の影響でスリランカ国にも帰れず日本に滞在していますが、山武

市に訪問していただき、様々な施設等を見てもらっています。 

 11月２日、新規採用職員研修会。教育長講話ということで30分

間のお話をさせていただきました。その日に菊花展審査会がのぎ

くプラザの前でございました。今回、市長賞、議長賞、教育長賞

を金田前教育長が受賞するという快挙を成し遂げたというご報告

をしておきたいと思います。同日、教育功労者表彰伝達式、それ

から教育委員会連絡協議会研修会が行われました。委員の皆様に



－6－ 

もご出席いただいております。 

 11月４日、庁議と新型コロナウイルス感染症対策本部会議。

近またコロナウイルスの感染者が増えてきていますが、山武市で

も現在21名ということで、少しずつ増えている状況です。校長会

の要望書提出につきましては、来年度に向けての校長会からの要

望をお受けしたものです。 

 11月５日、教育委員会第９回協議会。本日の議案にもあります

が、社会教育施設のあり方について皆様に協議をいただいたもの

です。 

 11月６日、山武地区教育長協議会ＩＣＴ研修会。教育長協議会

で、今回、ＧＩＧＡスクール構想で各市町とも１人１台パソコン

を導入するに当たりＩＣＴについて研修をしたいということで、

山武西小学校に行ってまいりました。山武西小学校のフューチャ

ースクールと、川口先生による国の動向、考え方等の説明があり、

その後旧山武南中学校に行って、先ほど説明した電子黒板を見て

いただきました。 

 11月10日、第１回教育長面接。東上総教育事務所に行ったもの

ですが、現在山武市の管理職の状況等を説明し、来年度の人事に

向けて要望をしてきたものです。 

 11月11日、職員採用試験。保育教諭の面接がございました。今

回、 終選考まで残ったのは５名で、うち４名が採用になってい

ます。 

 11月12日、ロータリークラブ記念撮影。空港南ロータリークラ

ブからテントを寄贈していただきました。災害時あるいは行事等

で使ってもらいたいということで頂いております。 

 11月16日、近藤文子氏来庁。近藤様につきましては、山武地区

教育委員会連絡協議会研修会の講師もしていただいた方ですが、

「言の葉ひろ場」という冊子を作っていて、新年号に山武市を載

せたいということで、市長のお言葉を１ページ分、それから教育

長として山武市の歴史、文化、芸術について書いてほしいという

ことで依頼を受けております。市が魅力度で 下位を取ったこと

もあり、市長も宣伝の一つに是非やりたいというようなお話にな

りました。 

 11月17日、本日ですが、午前中に庁議が開かれ、午後に教育委

員会第11回定例会ということになります。 

 以上です。何かご質問等あればお願いします。よろしいでしょ

うか。 
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 （「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３号、

市議会定例会提出議案（令和２年度山武市一般会計補正予算（第

７号））に同意することについて、議案第４号、市議会定例会提

出議案（山武市行政組織の見直しに伴う関係条例の整理に関する

条例）に同意することについて、議案第５号、市議会定例会提出

議案（国保日向診療所の名称及び位置の変更に伴う関係条例の整

理に関する条例）に同意することについて、議案第６号、市議会

定例会提出議案（山武市国際教育推進基金条例）に同意すること

について、これらは市議会定例会提出前であることから、また議

案第７号、令和２年度山武市教育委員会顕彰被表彰者の決定につ

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

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、協議第２号、山武市立小学校及び中学校管理規則の一

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  ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第３号か

ら議案第７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 

教育長  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（市議会臨時会提出議案（財産の取得）に同意することに

ついて）、事務局から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  議案第１号、５ページになります。教育長の代理による事項の

承認についてでございます。 

 山武市教育委員会組織規則第４条第１項の規定により、臨時代

理し処理したので承認を求めるものでございます。本来であれば、

本規則第３条により、重要又は異例に属する事項については議決



－8－ 

事項になっておりますが、会議を招集する時間がございませんで

したので、10月14日に教育長が代理として処理させていただきま

した。 

 件名につきましては、10月22日に開催された市議会臨時会提出

議案、財産の取得についてでございます。 

 内容につきましては、ＧＩＧＡスクール構想における児童生徒

１人１台学習用端末等3,024台等の購入でございます。詳細は記

載のとおりでございます。つきましては、本規則第４条第３項に

より代理したときは、その事項を次の教育委員会会議において報

告し、承認を得なければならないとなっており、承認を求めるも

のでございます。 

 ８ページは入札の結果でございます。 

 説明は以上でございます。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。ただいまの説明についてご質問等があ

ればお願いいたします。よろしいですか。 

 木島委員。 

 

木島委員  3,024台、生徒全員分ということですが、今後、生徒数が増え

た場合、あるいは学校間のバランスが崩れた場合も想定して、ロ

ーテーションを組める形にしてあるのでしょうか。 

 

学校教育課長  3,024台の内、転入生等又は故障等に対応できるよう60台の予

備台数が入っております。 

 

教育長  よろしいですか。 

 

木島委員  はい。 

 

教育長  ほかはよろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  それでは、お諮りします。本議案について賛成する委員の挙手

をお願いします。 

 

 （賛成者挙手） 

教育長      挙手全員です。よって、本議案は原案のとおり承認いたします。 
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○議案第２号 

教育長  議案第２号、代理の承認を求めることについて（市議会臨時会

提出議案（財産の取得）に同意することについて）、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  議案第２号です。議案第１号と同様に教育長の臨時代理による

事項の承認についてでございます。 

 内容につきましては、先ほどのＧＩＧＡスクール構想における

備品の整備でございます。輪番充電機能付き充電保管庫等の購入

でございます。 

 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。パソコンの保管庫ということですが、

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  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。 

 

 （賛成者挙手） 

教育長  挙手全員です。よって、本議案は原案のとおり承認します。 

                                      

○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、市議会定例会提出議案（令和２年度山武市一般会

計補正予算（第７号））に同意することについて、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。 

 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４号 
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（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、市議会定例会提出議案（山武市行政組織の見直し

に伴う関係条例の整理に関する条例）に同意することについて、

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、市議会定例会提出議案（国保日向診療所の名称及

び位置の変更に伴う関係条例の整理に関する条例）に同意するこ

とについて、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 原案のとおり同意 

                                      

○議案第６号 

（議案第６号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  報告第６号、市議会定例会提出議案（山武市国際教育推進基金

条例）に同意することについて、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 原案のとおり同意 

                                      

○議案第７号 

（議案第７号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第７号、令和２年度山武市教育委員会顕彰被表彰者の決定

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。 
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※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 

 

教育長  ここで秘密会を解きます。 

                                      

○議案第８号 

教育長  議案第８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の制定について、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  議案第８号、資料は51ページからになります。 

 本議案は、教育委員会第10回定例教育委員会で協議いただいた

とおり、内容及び提案理由等変更ございません。 

 よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。前回の教育委員会第10回定例会の協議

内容との変更はないようですが、よろしいでしょうか。 

 

 （「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

いします。 

 

 （賛成者挙手） 

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 

教育長  議案第９号、山武市学校支援地域本部事業補助金交付要綱を廃

止する告示の制定について、説明をお願いします。 

 生涯学習課長。 

 

生涯学習課長  議案第９号、資料は55ページからになります。 

 本議案につきましても、教育委員会第10回定例会でご協議をい

ただいたとおり、提案理由及び内容について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。これについてはいかがでしょうか。よ
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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。 

 

 （賛成者挙手） 

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10号 

教育長  議案第10号、山武市学校支援地域本部事業費交付金交付要綱を

廃止する告示の制定について、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  議案第10号、資料は60ページからになります。 

 本議案についても、教育委員会第10回定例会でご協議をいただ

いたとおり、提案理由及び内容について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） 

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。 

 

 （賛成者挙手） 

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11号 

教育長  議案第11号、山武市女性の会補助金交付要綱を廃止する告示の

制定について、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  議案第11号、資料は64ページからになります。 

 本議案につきましても、教育委員会第10回定例会でご協議をい

ただいたとおり、提案理由及び内容について変更はございません。 
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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。この件についても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。 

 

 （賛成者挙手） 

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12号 

教育長  議案第12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を改正する規則の制定について、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 議案第12号、資料は68ページからになります。 

 本議案についても、教育委員会第10回定例会で協議した内容と

提案理由等、変更はございません。 

 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。この件につきまして、何かあればお願

いします。よろしいですか。 

 

 （「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。 

 

 （賛成者挙手） 

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13号 

教育長  議案第13号、山武市教育委員会が所管する社会教育施設等の今

後のあり方について、説明をお願いします。 

 教育総務課長、お願いします。 
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教育総務課長  議案第13号についてご説明させていただきます。71ページをご

覧ください。 

 提案理由でございますが、現在、市では山武市公共施設別施設

計画を策定中であり、教育委員会が所管する社会教育施設等の状

況を踏まえ、その施設が持つ役割や将来性を整備し、今後のあり

方について意見をまとめ、その計画に反映させるためです。 

 内容としましては、社会教育委員会からの答申を踏まえ、教育

委員の皆様に３回に渡りご意見を頂戴しました。その意見をまと

めたものが72ページから75ページまでとなります。 

 前回の協議会より加えたものは79ページ、「はじめに」につい

ては、９行目「教育委員会は、令和元年５月、社会教育委員に対

し「社会教育施設等の将来のあり方について」諮問を行った。社

会教育委員は、施設等のあり方について調査研究を重ね、令和２

年９月に答申を取りまとめた」を加筆しました。 

 続きまして、①「公民館等集会施設について」は、10行目「地

域防災計画における避難所として必要な施設整備も行い」を加筆

しました。 

 79ページ③「博物館施設について」は、８行目「単に観光資源

として見学のために訪れる場ではなく」、11行目「特に、『成

東・東金食虫植物群落』は、大正９年（1920年）に国の天然記念

物に全国 初に指定を受けて以来100年にわたり守り続けてきた

大変貴重な史跡であることから、市内外を問わず多くの人に訪れ

てもらえるよう周知啓発を行うとともに保護柵等必要な整備を行

い維持保存に努める」をそれぞれ加筆しました。 

 74ページ、⑤「社会体育施設について」は、４行目「高齢者等

の利用促進の観点からも」、18行目「位置や施設の老朽化、借地

等財産面も含め検討するものとする」をそれぞれ加筆しました。 

 後に、79ページに「おわりに」を設け、まとめを加筆しまし

た。 

 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した。皆さんに協議会の中でご意見をいた

だいたものをまとめさせていただいています。これについてご意

見があればお願いします。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  それでは、今後、こちらを市長部局へ教育委員会の考え方とし



－15－ 

て提出させていただきます。 

 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。 

 

 （賛成者挙手） 

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。 

                                      

◎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、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ので、よろしく

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、山武市立小学校及び中学校管理規則の一部改正に

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、報告事項です。報告第１号、蓮沼中学校・松尾中学

校学校統合準備委員会会議の開催状況についてご報告をお願いし

ます。 

 学校再編推進室長、お願いします。 



－16－ 

 

学校再編推進室長 資料１ページ、上段からでございます。蓮沼中学校・松尾中学

校の学校統合準備委員会会議の開催状況でございます。まず、上

段が総務部会について記載してございます。校名候補の選定につ

いて、継続して協議をしております。３月市議会への学校設置条

例の一部改正案の提案を予定するものでございます。これに向け

まして、両中学校区の地域住民を対象に、10月９日から11月10日

にかけて公募を実施いたしました。 

 この公募結果を基に、11月27日に第３回総務部会を開催いたし

ます。統合中学校の校名候補の協議を行う予定です。 

 次のページをご覧ください。校名候補の選定のステップを記載

したものでございます。上段のステップ１は公募の概要でござい

ます。下段のステップ４以降は今後の会議の予定です。先ほど申

し上げましたが、11月27日には第３回総務部会を開催し、校名候

補の案、また選定理由について、総務部会案を確定する予定でご

ざいます。ステップ５は代表者会議でございます。12月４日に開

催いたします。全体会議に向けた各専門部会からの議案の調整の

場となります。 後、ステップの６でございますが、統合準備委

員会全体会議でございます。12月10日午後５時半から松尾ふれあ

い館にて開催する予定でございます。統合準備委員会における統

合中学校の校名候補案を確定する場となります。この全体会議に

は教育委員の皆様もご参加をお願いしたいと思います。別途、開

催通知にてお知らせいたします。 

 １ページ目にお戻りください。ＰＴＡ・通学部会については下

段に記載したとおりでございます。こちらについては、これまで

３回の専門部会を開催いたしました。 

 主な議題は通学方法についてでございます。第１回、第２回の

会議で、蓮沼中学校区からの通学手段として、スクールバスを導

入するといったことで意見がまとまりました。 

 11月６日に開催された第３回会議で、今後、全体会議また教育

委員会に報告する案について検討いたしました。この件について

も、校名候補案と同様に、代表者会議、全体会議を経て、教育委

員会に報告することとなります。 

 来年度以降の予算については、今後、議会への報告などもしな

がら、詳細を詰めてまいる予定でございます。設計ができるとこ

ろまで来たところで、債務負担行為の設定をしてまいりたいと思

います。 
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 また、ＰＴＡ・通学部会は今後、詳細を詰めていく場となるこ

とと、制服、体操服の協議も同時に行ってまいります。 

 後に、８月以降のスタートとなりましたが、ここまでは予定

どおり検討が進んでまいりました。８月３日の 初の全体会議の

場の中で、住民の感情、また３か月遅れたスタート、新型コロナ

ウイルス感染症の終息が見えない中で、統合を延期するという案

を含めて検討できないかどうかといったご質問があったかと思い

ます。こちらについては後ほど回答をお願いするということでご

ざいましたが、その場にて、私から大きな決定事項は校名の決定

と通学方法の大筋合意ができるか、そこが１つの判断となると思

う。今後、会議のあり方についても、緊急事態宣言がまた発令さ

れる事態になるか、そういった際にはスケジュールを皆様と相談

しながら進めていきたい。ただし、現状においてはお示ししたス

ケジュール、それは令和３年３月の市議会での校名決定、また年

度内に通学方法の大筋合意を得て、令和４年４月の開校になるわ

けでございますが、このスケジュールで進めたいということをそ

の場にて、回答させていただきました。 

 当初、統合準備委員会の中から、こういった統合の延期といっ

たご意見もございましたが、ここで報告させていただきましたよ

うに、これまで統合準備委員の皆様のご協力を得て、当初のスケ

ジュールどおり進んでいる状況でございますことから、事務局と

いたしましてはスケジュールの変更は行うことなく、令和４年４

月の開校に向け、今後も進めていきたいと考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。教育長、お願いします。 

 

教育長  ありがとうございました。 

 今の報告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。 

 後のスケジュールについてですが、今説明があったように、

統合時期の延期をしてもらえないか、考えてくれないかという話

も出ているようですが、学校再編推進室長から説明があったとお

り、今のところ大きな遅れはなく進んでいる状況ですので、この

まま予定どおりの統合を目指して進めていくということでよろし

いかと思いますが、いかがでしょうか。 

 統合準備委員会からは、教育委員会としてどうかということも

聞かれているようなので、それについては現状ではスケジュール
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どおり進めていくということで回答をさせていただきたいと思い

ます。 

 しかし、今後、新型コロナウイルスの関係で事態が大きく変わ

り、協議も進まない状況になれば考えなければならないと思って

おりますが、現状では当初のスケジュールどおり進めるというこ

とで回答してもらいたいと思っていますので、よろしくお願いし

ます。 

 ほかに何かございますか。 

 

小野﨑委員  11月27日に校名候補を検討して、総務部会として校名候補案、

これは当初の予定どおりですが、先ほどの第１次集約からすると、

11月27日だけではなく代表者会議の前にもう１回行っても良いの

ではないかと思うぐらい難しいところがあるかと思いました。 

 

教育長      その辺も含めて、今度の総務部会では協議がされるわけですね。

今回、結果が出たので、それを基にどうするかという話でしょう

か。 

 

学校再編推進室長 はい、そうです。 

 

清水委員  終的な権限は教育委員会にあるわけですね。あくまでも準備

委員会での議論というのは、参考意見という位置付けですか。 

 

学校再編推進室長 はい、そういうことになります。ただ、１つの案にまとめてほ

しいということでございますが、なかなか難しいことかと考えま

す。 終的な決定は市議会で議会の承認が得られたことによって

決定しますが、その議案をつくるのは教育委員会の議決になりま

すので、そのあたりで判断を委ねられる可能性があります。 

 

木島委員  統廃合の場合、校名を決めることに一番時間がかかりますね。 

 

学校再編推進室長 いろいろなご意見ありがとうございました。また、今後とも継

続して審議してまいります。 

 

教育長      ほかはよろしいでしょうか。それでは、よろしくお願いします。 

                                      

○報告第２号 
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教育長  報告第２号、12月の行事予定について、各所属から報告をお願

いします。 

 

教育総務課長  教育総務課です。74ページをご覧ください。 

 12月17日木曜日、教育委員会第12回定例会を１時半から予定し

ております。よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

学校教育課長  学校教育課です。12月７日月曜日、教育長・校長面接というこ

とで、２年度末の臨時案件につきまして、校長の要望を聞く面接

でございます。人事に関しては例年より１か月早く動いている現

状であります。 

 12月９日水曜日、東上総教育事務所長・校長会意見交換会。ま

た校長会議が２時からです。定例校長会議の前に、東上総教育事

務所長が今年度はあまり学校訪問ができなかったということで、

２回目になりますが、校長会と意見交換会をしたいということで

開催をさせていただきます。 

 12月23日水曜日、市内小中学校の終業式になります。 

 以上です。 

 

学校再編推進室長 学校再編推進室です。先ほど申し上げましたとおり、12月10日

木曜日、17時半から松尾ふれあい館にて、蓮沼中学校・松尾中学

校の統合準備委員会全体会を行います。別途通知をしたいと思い

ます。 

 以上です。 

 

生涯学習課長  生涯学習課です。12月１日火曜日、午前９時50分から家庭教育

講演会を文化会館のざくプラザのホールで行う予定です。例年で

すと家庭教育学級の合同開級式のときにこの講演会を行っていま

すが、今年度はコロナウイルス等の関係から、この時期となりま

した。今回は講師として箕浦健治さんという方をお呼びする予定

です。この方は花まる学習会という、小学生や幼児を中心とした

塾の講師等をやっている方です。もしご都合がよろしければいら

していただければと思います。 

 以上です。 

 

子育て支援課長  子育て支援課です。12月18日金曜日、園長・副園長会議を午後
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３時から第６会議室で開催します。よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

歴史民俗資料館長 歴史民俗資料館です。12月１日火曜日から資料館の企画展「食

虫植物群落保存 百年の道のり」第Ⅱ期圃場整備による消滅の危

機から現在までの取組に関して、展示を開始いたします。会期と

しては来年５月末日までです。 

 12月27日日曜日、歴史民俗資料館の仕事納めとなります。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。そのほかに報告すべき事項があればお

願いします。 

 

学校教育課長  80ページからになります。教育委員会ダイアリーです。 

 １番、不祥事の根絶ということで、先月も宝塚市で柔道部の顧

問による体罰の報道がありました。教職員のわいせつ、盗撮、飲

酒等のことについて、校長会において指導させていただきました。 

 ２番目は修学旅行等の代替行事の情報であります。10月末まで

に届出のあった小学校の修学旅行の代替等の行事であります。 

 裏面81ページになります。写真ですが、コロナ禍の中、運動会

について教育委員の皆様どうもありがとうございました。無事に

全ての学校が終わりました。その中で、今年度はＹｏｕＴｕｂｅ

を活用して、保護者に視聴をしてもらうという取り組みをしまし

た。 

 また、真ん中の左側、成東中学校ではＺｏｏｍの接続テストと

いうことで、仮に休校になった場合に一度Ｚｏｏｍテストという

ことで、全家庭と通信の状況を確認したという報告がありました。 

 報告は以上です。 

 

教育長  生涯学習課長。 

 

生涯学習課長  本日、机上に配らせていただきました家庭教育新聞についてお

話しさせていただきます。今年度はなかなか家庭教育学級等がで

きなかったので、２回目の発行になります。表面には親業講座を

掲載してございます。今年度の10月に２回行いました。内容につ

いて記載させていただき、参加されていない家庭にも内容を届け

たいということで、こちらに整理をいたしました。 



－21－ 

 同じ内容ですが、年明け１月19日にもう１回、親業講座を開催

する予定です。よろしくお願いします。 

 裏面につきましては、２学期から始まりました家庭教育学級で

す。各学校の取り組みについて記載させていただいております。

後ほどご覧いただければと思います。よろしくお願いします。 

 なお、本日、机上に緑の封筒を配らせていただきましたが、成

人式のご案内です。当日のご出席をよろしくお願いします。 

 以上になります。 

 

教育長  さんぶの森公園管理事務所長。 

 

さんぶの森公園管理事務所長 さんぶの森ふれあい公園テニスコート駐車場と書か

れた地図と、裏面が写真の資料をご覧ください。 

 こちらですが、草刈り作業中の事故についてご報告させていた

だきます。事故の場所ですが、さんぶの森ふれあい公園テニスコ

ート駐車場。あららぎ館脇の駐車場になります。 

 内容につきましては、10月22日午前11時40分頃、作業員が草刈

り作業中に石が跳ね、駐車していた車両側面のガラスを破損して

しまったものでございます。写真はその時のものです。相手方の

賠償金は、修理費として９万97円でした。車両につきましては修

理が完了し、通常どおり使用できる状況になっています。今後は

このようなことが起こらないよう気をつけてまいります。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

教育長  そのほか、よろしいでしょうか。 

 

渡邊委員  教育委員会ダイアリーに関係して、修学旅行の代替行事をまだ

実施していない学校がありますか。 

 

学校教育課長  はい。 

 

渡邊委員  航空機フライト体験授業は、１泊２日の修学旅行に行けなくて

も子どもの興味が満たされる体験が出来、良いと思います。また

定住促進事業の一環でもあるということですが、これについてい

つ頃か、どの辺を周遊するのか情報が分かりましたら教えてくだ

さい。 
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学校教育課長  ありがとうございます。航空機フライト体験につきましては、

旅客機２機をチャーターしまして、２日に渡り行うということで、

期間につきましては１月から３月上旬までとなります。ＪＡＬ、

両総観光と日程を調整しているところです。フライト体験で、芝

山町にある航空博物館でいろいろ体験をして、その後、飛行機に

搭乗し約２時間のフライトということで、大阪付近の上空を往復

してくるという予定で、１機約300万円近くチャーターにかかり

ますが、小学校６年生にはいい思い出になるかと思います。今の

ところ、授業との調整をしておりますが、全校参加です。個人へ

の承諾はこれからですので、承諾されない家庭もあるかもしれま

せんが、そのような予定で行います。 

 

渡邊委員  ありがとうございました。 

 

教育長  よろしいですか。 

 

渡邊委員  はい。 

 

教育長  ほかにございますか。小野﨑委員。 

 

小野﨑委員  年末年始についての学校の扱いについて、教育長協議会で何か

話はありましたか。 

 

教育長  学校については、基本的には変更はありません。始まりも通常

どおりとなります。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

 

 （「なし」の声あり） 

教育長  それでは、以上で教育委員会第11回定例会を終了いたします。

お疲れ様でした。 

                                      

◎閉  会  午後３時00分 
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