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令和３年山武市教育委員会第２回定例会会議録 

 

１．日 時  令和３年２月２日（火）13:30開会 

２．場 所  成東文化会館のぎくプラザ視聴覚室 

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 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10

号））に同意することについて 

 議案第２号 市議会定例会提出議案（山武市都市公園条例の一部を改正する条 

例）に同意することについて 

 議案第３号 山武郡市広域行政組合規約の変更に関する意見について 

 議案第４号 山武市通学バス運行及び利用に関する規程の一部を改正する告示の

制定について 

 議案第５号 山武市教育委員会顕彰被表彰者の決定について 

 

協議事項 

 協議第１号 山武市教育委員会組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則

について 

 協議第２号 山武市教育委員会組織見直しに伴う関係訓令の整理に関する訓令に

ついて 

 協議第３号 山武市教育委員会組織見直しに伴う関係告示の整理に関する告示に

ついて 

 協議第４号 山武市教育委員会組織規則の一部改正について 

 協議第５号 山武市教育委員会処務規程の一部改正について 

 協議第６号 山武市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一

部改正について 

 協議第７号 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保

護者負担に関する要綱について 

 協議第８号 山武市学校支援センター設置要綱について 

 協議第９号 山武市さんぶの森公園バーベキューピット使用規程について 

 協議第10号 山武市学校給食費に関する規則について 

 協議第11号 山武市学校給食センター管理規則の一部改正について 

 協議第12号 成東・東金食虫植物群落保存活用計画策定委員会設置要綱について 

 協議第13号 山武市文化財の保護に関する条例施行規則の一部改正について 
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報告事項 

 報告第１号 山武市教職員等合同着任式について 

 報告第２号 学校統合準備委員会会議の開催状況について 

 報告第３号 ３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 

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 川嶋 洋子 

松尾公民館長 越川 信 

学校給食センター所長 仲村 由美子 

学校給食センター主査 平山 朋史 

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 

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、ご苦労様です。第２回定例会でございますが、第１回

定例会から10日ほどしか経っておらず、また、先日協議会も行い

ました。委員の皆さんには、何度もお集まりいただいており大変

申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 

 新型コロナウイルス感染症につきましても、収束が見えず、緊

急事態宣言が延長される状況になってきております。学校、こど

も園等におきましても、難しい状況が続いておりますので、また

何かあれば皆さんに状況をご報告させていただきます。 

 このようなコロナ禍において、昨年、2020年の自殺者が増えて

きたというニュースがありましたが、その中でも特に小中高生の

自殺者が増えているそうです。我々の身近なところではそのよう

な話は聞きませんが、全体の中で様々な問題が起こってきている

のだと思います。ですから我々も気を緩めずに、きちんとそのよ

うな細かいところに配慮をし、目を向けながら進めていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、令和３年教育委員会第２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、渡邊委員

にお願いします。 

 

渡邊委員  はい。 

 

教育長  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３年教育委員会第１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、皆さん、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１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。資料は３ページになります。 
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 １月22日から２月２日、本日までとなります。 

 １月22日、市議会全員協議会が開催されました。当初予算につ

いての質疑、要望等が出されたことに関して回答を行ったもので

ございます。当初予算の市長説明が行われました。 

 １月26日、東上総教育事務所の中田次長がおいでになりました。

管理職人事に関するものでございます。また、市職員表彰式が行

われました。本来ですと仕事始め式の後に執り行っておりますが、

今回は仕事始め式がなかったため、26日に行いました。今年は７

名の方が表彰されて、教育委員会では学校再編推進室の若梅主査

補が表彰されております。それから教育委員会第１回協議会。皆

さんにご出席をいただき、教育振興基本計画について協議を行い

ました。 

 １月27日、任期付職員の採用試験ですが、保育士の方２名の面

接がございました。 

 ２月２日、本日ですが、午前中に庁議、午後に教育委員会第２

回定例会になります。よろしくお願いいたします。 

 何か質問等ありますでしょうか。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  ありがとうございます。 

 それでは、議事に入ります。 

 本日の議題ですが、議案第１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10号））に同意することにつ

いて、議案第２号、市議会定例会提出議案（山武市都市公園条例

の一部を改正する条例）に同意することについて、議案第３号、

山武郡市広域行政組合規約の変更に関する意見について、これら

は市議会定例会提出前であることから、議案第５号、山武市教育

委員会顕彰被表彰者の決定については、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、議案第２号、議案第３号

及び議案第５号は秘密会といたします。 
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◎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、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10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いたします。 

 教育総務課長、お願いします。 

 

※各所属長から順次、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、市議会定例会提出議案（山武市都市公園条例の一

部を改正する条例）に同意することについて、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 原案のとおり同意 

                                      

○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、山武郡市広域行政組合規約の変更に関する意見に

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 

 

教育長  ここで秘密会を解きます。 
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○議案第４号 

教育長  議案第４号、山武市通学バス運行及び利用に関する規程の一部

を改正する告示の制定について、説明をお願いします。 

 学校再編推進室長、お願いします。 

 

学校再編推進室長 資料は27ページからとなります。提案する議案は、山武市通学

バス運行及び利用に関する規程の一部を改正する告示の制定につ

いてでございます。 

 提案理由でございますが、令和３年４月１日に、日向小学校と

山武西小学校の統合小学校として開校する日向小学校の通学方法

として、一部通学バスを導入するに当たって、第２条に規定され

る利用者の範囲、別表に新たに当該小学校区の対象地域を加える

ものでございます。 

 施行期日は公示の日となります。 

 改正文は28ページ、新旧対照表は29ページでございます。 

 前回ご協議いただきました内容に変更はございません。ご審議

をいただきますようお願い申し上げます。 

 説明は以上となります。 

 

教育長  ありがとうございます。新しい日向小学校の部分を追加するも

のですが、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可決いたします。 

                                      

○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、山武市教育委員会顕彰被表彰者の決定について。

ここから秘密会とします。提案理由の説明をお願いいたします。 

 学校再編推進室長、お願いします。 

 

※学校再編推進室長から、資料に基づき内容を説明 
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※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。 

                                      

◎日程第５ 協議事項 

○協議第１号 

教育長  日程第５、協議事項。 

 協議第１号、山武市教育委員会組織の見直しに伴う関係規則の

整理に関する規則について、事務局から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  協議第１号から６号につきましては組織改編によるものでござ

いますので、初めに令和３年度からの組織改編について、今回机

上配付しました資料によりご説明します。現行は12所属ございま

したが、今後は６所属になります。 

 それでは、教育総務課よりご説明します。施設整備係を独立さ

せ、現行の総務企画係と適正配置前期計画５件中３件の統合が終

了し、大方のめどがついた学校再編推進室を係として、２係の構

成となります。 

 続いて、子ども教育課についてご説明します。現行では学事係

と指導室で構成されておりましたが、新たに家庭児童相談係を設

置します。新しい取組内容は、子育て支援課で所掌していた学童

保育事業に関する事務について移管を行い、併せて生涯学習課で

所掌している放課後子ども教室も移管し、連携を強化した上で、

放課後等に全ての子どもを対象とした学習支援や多様なプログラ

ムを実施します。 

 また、子育て支援課で所掌している家庭児童相談事業に関わる

事務についても移管を行い、子ども家庭相談支援拠点として家庭

教育力の向上を図ります。更に教育課題の解決に向けた学校での

取組を支援し、学校教育の振興等充実を図ることを目的とした学

校支援センターを指導室内に設置します。 

 以上が改編の内容となります。 

 続きまして、施設整備課についてご説明します。教育総務課か

ら独立し、維持管理係と施設整備係の２係からの構成となります。

取組内容は、維持管理係は通常の学校の維持管理を行い、施設整

備係は教育委員会全体で所管する施設が多い中、経年劣化による

工事も多く、担当が不慣れな中での業務を解消するため、全体の
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大規模工事を実施し、工事の迅速化、効率化を図り、また各施設

の整備計画を総括するなど、専門の課として教育委員会全体の施

設を総合的に管理してまいります。 

 続いて、生涯学習課についてご説明します。現行ではそれぞれ

独立していた公民館、文化会館、図書館、歴史民俗資料館を生涯

学習課の中に集約して、係は生涯学習係１つとし、社会教育関係

全般の企画運営を行い、各施設がそれぞれ維持管理、運営を行い

ます。また、教育委員会第11回定例会及びそれまでの協議会で議

論いただいた、教育委員会が所管する社会施設等の今後のあり方

についても、市民ニーズを踏まえた事業の精選、見直しを行い、

山武市の社会教育をより効率的、効果的に推進していくとともに、

施設の維持、統合、廃止、拡充を検討する際、生涯学習課として

１つにまとめたことにより、迅速化、効率化が図れます。 

 続いて、スポーツ振興課についてご説明します。現行では独立

していたさんぶの森公園管理事務所を運動公園管理事務所として

スポーツ振興課に集約して、係はスポーツ振興係１つとし、社会

体育関係全般の企画運営を行い、成東運動公園、蓮沼スポーツプ

ラザ、松尾運動公園等の施設の維持管理運営は運動公園管理事務

所で全般を行います。運動公園管理事務所による総合的な維持管

理の利点としましては、運動公園管理事務所では複数の施設を会

計年度任用職員により直営で管理していた実績があり、作業機械

等が豊富であるとともに、管理に精通しているため、作業の迅速

化、効率化が図れます。 

 続いて、学校給食センターについてご説明します。学校給食セ

ンターにつきましては現行との変更はございません。 

 続いて別添の資料、教育委員会庁舎より、成東中央公民館の組

織の配置図が添付されております。 後のページに、生涯学習課

及びスポーツ振興課につきましては、行事開催等が日曜出勤のた

め、組織改編に合わせて、日曜出勤、月曜休館の成東中央公民館

にその場所を移転する予定でございます。 

 以上が、令和３年度からの組織図の説明となります。 

 それでは、協議第１号についてご説明します。30ページをご覧

ください。提案理由でございますが、教育委員会組織の見直しに

伴い、３つの関係規則の一部を改正するものでございます。これ

らの規則は、組織見直しに関わる改正と理由が一致するため、一

括して改正を行い、整備に関する規則として制定するものでござ

います。 
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 それでは、32ページの新旧対照表をご覧ください。上段は先ほ

ど説明したように、学校教育課が子ども教育課に名称変更される

ものによります。 

 続いて２段目は、文化会館等条例に、庶務に関する条を加える

ことを昨年の12月市議会で可決されたため、規則では不要となり

削除するものでございます。 

 ３段目も２段目と同様となります。 

 説明は以上となります。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございました。ただいまの説明について、何かご質

問等あればお願いします。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長      それでは、本案件につきましては原案のとおり了承いたします。 

                                      

○協議第２号 

教育長  協議第２号、山武市教育委員会組織見直しに伴う関係訓令の整

理に関する訓令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  33ページをご覧ください。提案理由でございますが、教育委員

会組織の見直しに伴い、２つの関係訓令の一部を改正するもので

ございます。これらの訓令は、組織見直しに関わる改正として理

由が同様のため、一括して改正を行い、整理する訓令として設定

するものでございます。 

 それでは、36ページの新旧対照表をご確認ください。別表の２

段目、生涯学習課及びスポーツ振興課に勤務する職員の週休日が、

先ほど組織改編の全体イメージ図でご説明したとおり変更するた

めによります。 

 ３段目は、各施設の名称が記載されていますが、組織改編に伴

い、後ほど説明します47ページの山武市教育委員会組織規則の第

11条、教育機関の名称一覧表の改正に合わせた順番というような

内容になっております。 

 続いて37ページをご覧ください。別表第１は、学校教育課が子

ども教育課に名称変更されるためのものでございます。 

 説明は以上です。よろしくお願いします。 
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教育長  ありがとうございます。ただいまの説明についていかがでしょ

うか。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長      それでは、本案件につきまして、原案のとおり了承いたします。 

                                      

○協議第３号 

教育長  協議第３号、山武市教育委員会組織見直しに伴う関係告示の整

理に関する告示について、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  引き続き38ページをご覧ください。こちらも教育委員会組織の

見直しに伴って、関係告示の一部を改正するものでございます。

これらの告示は、組織見直しに関わる改正と理由が同様のため、

一括して改正を行い、整理に関する告示として制定するものでご

ざいます。 

 それでは、40ページの新旧対照表をご確認ください。１段目、

山武市日向の森テニスコート使用規程につきましては、事務所の

名称変更と併せて、現在本規程の第４条に、使用者は本市に居住

する者、市内に勤務する者と限定されているため、「ただし、山

武市に在住又は勤務をする者以外の者の受付時間は、２か月前か

ら当日までとする」は不要のため、削除します。 

 ２段目から４段目につきましては、課の名称変更によるもので

ございます。 

 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。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長      それでは、本案件につきまして、原案のとおり了承いたします。 

                                      

○協議第４号 

教育長  協議第４号、山武市教育委員会組織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  引き続き41ページをご覧ください。提案理由でございます。教
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育委員会組織の見直しに伴い、部等の設置及び教育機関の表を改

めるとともに、分掌事務等を整備するものでございます。 

 それでは、47ページの新旧対照表をご確認ください。第８条で

は、改編後の事務局の課及び係となります。 

 第10条、13条、14条、15条では、学校再編推進室が教育総務課

学校再編推進係となるため、「室」が不要となったため削除しま

す。 

 第11条では、本則第２条で「市立の幼稚園、小学校及び中学

校」を「学校」と定義されたため、定義と合わせて「学校」と改

正します。 

 また一覧表では、現行では所属の欄がなかったため、新しく欄

を設け、改編後の教育機関の名称を記載し、区分や所属がより分

かりやすい表としました。 

 50ページの別表第１の分掌事務については、上から順にそれぞ

れの課長よりご説明いたします。 

 初めに教育総務課についてご説明します。総務企画係の所掌事

務に変更はございません。学校再編推進係は現行の学校再編推進

室の所掌事務を取り入れた内容となります。 

 施設整備課についてご説明します。54ページをご覧ください。

現行の教育総務課施設整備係の所掌事務を、施設整備課維持管理

係と施設整備係に振り分け、施設整備係には、２に、先ほど全体

のイメージで説明したとおり、全体の整備計画の総括に関するこ

とを加え、また５には、大規模工事に関することを加え、６では、

小規模工事においての支援に関することを加えました。今回新た

に加えた所掌事務により、教育委員会所管施設全体の工事を総合

的に管理する内容となります。 

 教育総務課については以上です。 

 

学校教育課長  子ども教育課についてです。 

 52ページからをご覧ください。家庭児童相談係に、これまで子

育て支援課で所掌しておりました１番から７番、１番の子ども家

庭総合支援拠点に関すること、２番、家庭児童相談室に関するこ

と、３番、要保護児童等対策に関すること、４、児童福祉法に基

づく援護措置に関すること、５、婦人相談員に関すること、６、

母子父子自立支援員に関すること、７、ＤＶ相談に関することが

入っております。 

 続きまして53ページ、これは指導室でございます。16番、これ



－13－ 

までの「学校における人権教育」に関することを「人権教育」、

17番、「国際理解教育」に関することを「国際教育」に関するこ

とに修正させていただきました。 

 26番以降は新しく入れさせていただきまして、生涯学習課でこ

れまで行っていました、26、社会教育指導員に関すること、27、

家庭教育指導員に関すること、28、コミュニティ・スクールに関

すること、29、放課後児童健全育成事業に関すること、30、放課

後子ども教室に関すること、31、学校地域協働本部に関すること、

32、家庭教育学級の企画運営に関すること、33、親業訓練講座に

関すること、34、家庭教育の相談や指導に関することを入れさせ

ていただきました。 

 子ども教育課は以上です。 

 

生涯学習課長  生涯学習課です。 

 54ページをご覧ください。下段にございます生涯学習課の事務

になりますが、先ほど子ども教育課から説明がありました、現行

では「家庭教育の支援に関すること」が子ども教育課に移管しま

すので、こちらを改正案では削除してございます。 

 また６番、現行「社会教育指導員及び家庭教育指導員に関する

こと」ですが、こちらにつきましても改正案では５番としまして、

家庭教育指導員を除いた形、「社会教育指導員に関すること」と

いたしました。 

 後に、現行８番、課の庶務に関することでございます。こち

らにつきましては、これまで生涯学習課は１課１係でございまし

たが、新しい組織では生涯学習課内に各社会教育施設が含まれる

ようになりますので、課の庶務ということを１項目加えさせてい

ただきました。 

 説明は以上です。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。 

 55ページをご覧ください。スポーツ振興係の変更点について説

明します。現行の欄の２番、社会体育施設の管理及び運営に関す

ることと、４番の社会体育施設の使用許可に関すること、こちら

の２つについてはスポーツ振興係から削除して、運動公園管理事

務所を追加いたします。 

 また現行の３番、学校体施設の開放に関することと、５番の学

校開放利用団体との調整に関することは、内容が重複しておりま
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すので、５番の学校開放利用団体との調整に関することを削除い

たします。 

 続いて、改正案の３番、スポーツ推進審議会に関することと、

11番の課の庶務に関すること、こちらの２点については、現在も

スポーツ振興係の事務として行っておりますが、現行の規則には

記載がありませんので、今回追加させていただきました。 

 以上です。 

 

教育総務課長  続いて55ページの別表第２になります。55ページの別表第２に

つきましては、47ページの山武市教育委員会組織規則第11条の教

育機関の区分一覧表のとおりに並び順を変更しました。一応内容

の変更もございますので、それは各所属長より順次ご説明します。

公民館からお願いします。 

 

松尾公民館長  公民館です。 

 55ページ、真ん中辺り、別表第２（第12条関係）、この 下段

から56ページ上段及び中段の部分をご覧ください。教育委員会組

織の見直しに伴いまして、教育機関の区分及び分掌事務１を改め

るものでございます。 

 教育機関の区分につきまして、現行では、成東中央公民館並び

に松尾公民館の２つに区分されておりますが、これらを公民館と

して１つの区分に改めるものでございます。これに伴いまして、

55ページ 下段の分掌事務１に掲げる所管施設を、成東中央公民

館、蓮沼公民館、松尾公民館及び農村環境改善センターに改める

ものでございます。 

 資料56ページ、分掌事務の２から11の内容につきましては、現

行の成東中央公民館の分掌事務の２から11と同様としまして、変

更はありません。 

 以上でございます。 

 

文化会館長  文化会館です。 

 文化会館につきましては、56ページ 下段から57ページにかけ

てでございます。文化会館については所掌事務には大きな変更は

ございません。事務の内容につきまして、より分かりやすい表現

に変更させていただいております。 

 以上です。 
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図書館長  図書館です。 

 資料57ページをご覧ください。改正点ですが、改正前は「図書

係」という係がございましたが、「図書係」がなくなり、図書館

１つにまとめております。 

 その他につきましては、他と同じく分かりやすい表現、同じよ

うな条件で並び替えをしてございます。 

 また、それに伴いまして字句等を整理し、このように修正させ

ていただきました。 

 図書館は以上です。 

 

歴史民俗資料館長 歴史民俗資料館です。 

 資料58ページをご覧ください。歴史民俗資料館について、現行

との違いですが、改正案の中において文化財担当事務を執る課で

あることを明確にするということを主眼に置いて、並び替えをさ

せていただきました。特に松尾藩資料館の取扱いに関して現行で

はございませんでしたので、この中で明確化しております。 

 また、現行では資料館の自主事業に関することがありましたが、

これは削除をし、改正案の１の事業の実施及び運営に関すること

に含まれております。 

 また３番ですが、文化財の調査及び保護に関することというこ

とで、これは広く広義の意味での文化財保護法に規定されるもの

なので、食虫植物群落の保護に関してもこの中に含まれるという

ことです。 

 説明は以上です。 

 

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です。 

 資料58ページになります変更点としましては、名称をさんぶの

森公園管理事務所から運動公園管理事務所に変更しております。 

 また、さんぶの森公園管理事務所の分掌事務であった、さんぶ

の森及び日向の森体育施設の整備計画につきましては、スポーツ

振興課の分掌事務となります。 

 スポーツ振興課の分掌事務、社会体育施設の管理と運営は、さ

んぶの森公園管理事務所の社会体育施設の維持管理と合わせての

分掌事務となります。 

 以上です。 

 

学校給食センター所長 学校給食センターです。 
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 給食センターの改正案は特にございません。 

 以上です。 

 

教育総務課長  説明は以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。それでは、ただいまの説明について、

ご質問等あればお願いします。小野﨑委員。 

 

小野﨑委員  42ページの表に、指導室はないのでしょうか。 

 

教育部長  指導室については、係より一段上の扱いになり、係の中には入

れられませんが、８条第２項として「前項の規定にかかわらず、

教育部子ども教育課に指導室を置く」としています。 

 表の中には、指導室は、係ではないので入れることはできませ

んが、課の中に指導室を置くということを明記しており、そこは

以前と変わりません。ただ、第２項で、指導室を設置している学

校教育課が子ども教育課に改まるという改正を、この第８条では

しております。ですから、指導室については、表記していないわ

けではなく、別の場所で位置づけをしているということになりま

す。 

 

小野﨑委員  第８条第２項は、「教育部子ども教育課に指導室を置く。」、

これだけでよろしいのですか。 

 

教育部長  はい。 

 

教育長  第８条中の表は、あくまでも係名ということになるので、こち

らには係としては入らないということですが、同条第２項で表記

しているということでご理解いただけますでしょうか。 

 

小野﨑委員  少し分かりづらいですね。 

 

清水委員  よろしいですか。45ページの生涯学習課について、社会教育施

設の整備計画についての記載が見当たりません。社会体育施設の

整備計画は記載がありますが、なぜですか。社会教育施設の整備

計画はどの部署が行うのですか。 
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教育総務課長  生涯学習課の中には書いてありませんが、それに集約された各

施設、文化会館、歴史民俗資料館、運動公園管理事務所そのもの

に、全部整備計画をやっていると入れてございます。 

 例えば、45ページの公民館では10番目に、「公民館等の整備計

画に関すること」、同じく46ページの文化会館では８番目に、

「文化会館等の整備計画に関すること」、歴史民俗資料館では９

番目に、「資料館の整備計画に関すること」、運動公園管理事務

所では１番目に、「さんぶの森公園及びさんぶの森中央会館の整

備計画に関すること」と記載されてあります。 

 

清水委員  例えば、運動公園管理事務所の中で、さんぶの森公園とさんぶ

の森中央会館は抜き出していますが、社会体育施設と言われるも

のはこのほかにもありますか。 

 

教育総務課長  それはスポーツ振興課に入っています。 

 

清水委員  スポーツ振興課と運動公園管理事務所との関連については大丈

夫ですか。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課では、市の社会体育施設全般の整備計画に関す

ることを行います。 

 

清水委員  社会体育施設の中にはさんぶの森公園とさんぶの森中央会館が

入ることになりますが、その場合はどちらの部署が行うのですか。 

 

さんぶの森公園管理事務所長 今の社会体育施設、こちらにつきましては運動施設

になっております。それに属さないさんぶの森公園と、さんぶの

森中央会館、こちらは公民館になりますが、こちらはここに残す

という形での協議になっております。 

 

教育長  さんぶの森中央体育館と武道館はここに入らず、スポーツ振興

課に入っているということですね。 

 

木島委員  バランスを取って、生涯学習課にも、施設の整備計画に関する

ことの一文を入れておいたほうが、分かりやすいのではないでし

ょうか。 
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清水委員  どこかはっきりと区分けできるように、重複してしまうとどち

らがやるのか分からなくなりますから、それが区分けできるよう

な形にしたほうがいいのではないですか。 

 

生涯学習課長  まず社会教育施設につきましては、各施設で整備計画等を行う

ことになっています。ですので、今お話がありました公民館や文

化会館、歴史民俗資料館が入っています。あと、運動公園管理事

務所にありますさんぶの森公園は別ですが、さんぶの森中央会館、

こちらは社会体育施設ではなく、社会教育施設になり、こちらは

そのまま運動公園管理事務所に残ります。よって、全て重複の表

記はされていないということになります。 

 

さんぶの森公園管理事務所長 48ページに、社会体育施設という改正案が表記され

ております。その中の運動公園管理事務所で、さんぶの森中央会

館のみ、社会教育施設という枠に入れております。 

 

小野﨑委員  こちらで表現しているのですね。 

 

教育総務課長  複合施設になることで、公園施設や社会教育施設、社会体育施

設が交ざっているところがあるので、それをどこで線引きするか

といろいろ考え、こういう形にまとめたところでございます。 

 

教育長  さんぶの森公園に関しては、体育館と中央会館が一緒になって

いるので、そこを分けるわけにいかないため、運動公園管理事務

所で整備するということで、１段分けておりますので、重複する

ことがない形にそれぞれ表現されているということです。 

 

清水委員  よろしいですか。55ページのスポーツ振興課について、社会体

育施設の管理運営が以前はあったと思いますが、それぞれのとこ

ろで行うため、なくなるということですか。 

 

スポーツ振興課長 社会体育施設の管理運営については、運動公園管理事務所で一

括して行うようになりますので、スポーツ振興課係ではやらない

ということです。 

 

清水委員  わかりました。以上です。 
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渡邊委員  よろしいですか。通学路について相談があった場合はどの部署

が対応するのでしょうか。 

 

学校教育課長  通学路についての相談に関しては、現在、指導室で承っていま

す。 

 

渡邊委員  ここには文字としては出ていませんね。表記してもらうことは

できるのでしょうか。 

 

教育長  安全教育に関することが該当するのでしょうか。 

 

学校教育課長  表記につきましては、検討させてください。 

 

教育長  通学路に関する部分については検討するとのことですので、よ

ろしくお願いします。 

 

渡邊委員  ありがとうございます。 

 

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、今何点か出た意見について検討お願いします。 

 本案件については、原案のとおり了承します。よろしくお願い

します。 

                                      

○協議第５号 

教育長  協議第５号、山武市教育委員会処務規程の一部改正について、

説明をお願いします。 

 

教育総務課長  60ページをご覧ください。提案理由でございます。教育委員会

組織の見直しに伴い、処理すべき事務の専決事項及び文書の取扱

い等について整理するためのものでございます。 

 それでは、66ページの新旧対照表をご確認ください。別表第１

の１、議長の専決事項では、室長及び教育機関の長を削除します。

これは先ほどからご説明しているとおり、学校再編推進室の変更

による「室」の削除、また47ページ、山武市教育委員会組織規則

第11条の教育機関の区分及び所属で示したとおり、給食センター
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を除いた教育機関は、生涯学習課及びスポーツ振興課のそれぞれ

の所属と変更するため、教育機関等の長を削除します。 

 その中で新たに学校給食センターを加えるものでございます。

ただし、教育機関等の長そのものをなくすわけではございません。 

 ４、個別専決事項として、教育総務課、子ども教育課、施設整

備課、生涯学習課、スポーツ振興課につきましては、先ほどより

ご説明している新しく加わった分掌事務に応じた専決区分をそれ

ぞれ加えました。 

 続いて、72ページ、73ページをご覧ください。（６）教育機関

等の長に関する事項については、47ページ、山武市教育委員会組

織規則第11条の教育機関の区分の一覧表どおりに並び順を変更す

るとともに、成東中央公民館、蓮沼公民館、松尾公民館、農村改

善センターを公民館一つにまとめ、さんぶの森公園管理事務所を

運動公園管理事務所に変更し、一部社会体育施設を加えます。 

 別表第２の１、事務局欄及び２、教育機関等の欄も改編後に合

わせた文書記号とします。 

 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。ただいまの説明についていかがですか。 

 

木島委員  １点よろしいですか。 

 

教育長  木島委員、お願いします。 

 

木島委員  今後また、室長ポストが出てくる可能性はないのでしょうか。

またそういったポストが生まれることによって、ここの部分を改

正する必要が出てくると思います。ですから少し心配はあります。 

 

小野﨑委員  その可能性はありますね。 

 

教育部長  木島委員がおっしゃるとおり、組織については、そのときの状

況によって変わってくるものであり、先のことは予測ができませ

ん。ただ、現在の市全体としては、課待遇の室を極力なくそうと

いう流れになっています。 

 ですから、今回もその流れに乗り、室をなくす動きになってい

ますが、将来にわたって同じ流れになるかというのは何とも言え

ませんので、その際は、状況に合わせた例規整備をさせていただ
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くことになります。 

 

教育長  ほかにはいかがでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  それでは、本案件については原案のとおり了承します。 

                                      

○協議第６号 

教育長  協議第６号、山武市長の権限に属する事務の委任及び補助執行

に関する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  75ページをご覧ください。提案理由でございますが、今回の組

織改編では、市長部局の保健福祉部所管事業も教育部に移管する

など、行政組織の見直しがあったことにより、市長の権限に属す

る事務のうち、新たに国際教育推進基金、家庭児童相談、学童ク

ラブ、こども園の大規模改修工事等の事務について、教育委員会

の事務を補助する職員に行わせることにより行います。 

 それでは、77ページの新旧対照表をご確認ください。別表第２、

補助執行を行う事務として、下段（９）には、国際教育推進基金

条例に関することを加えました。こちらは、11月に寄附のあった

１千万の寄附金の運用に関することとなります。 

 78ページの（10）から（17）に関しましては、家庭児童相談係

が子育て支援課より子ども教育課へ移管されることにより加えた

ものでございます。（18）につきましては、新設する施設整備課

でこども園の大規模改修工事を行うことにより加えたものでござ

います。 

 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。よろ

しいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  それでは、本案件についても原案のとおり了承いたします。 

                                      

○協議第７号 

教育長  協議第７号、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済
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給付制度に係る保護者負担に関する要綱について、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  協議第７号、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済

給付制度に係る保護者負担に関する要綱についてでございます。

79ページをご覧ください。 

 災害共済給付制度とは、学校教育の円滑な実施に資するため、

独立行政法人日本スポーツ振興センターと学校・保育所等の設置

者と契約により、学校・保育所等の管理下における児童生徒の災

害に対して災害給付を行うものでございます。その運営に要する

経費を国、学校等の設置者、保護者の３者で負担する互助共済制

度でございます。山武市においても、加入対象となる学校の児童

生徒、幼稚園、こども園の園児等の保護者から同意を得て加入し

ております。 

 この提案理由でございますが、共済掛金は学校・保育所等設置

者と保護者が負担することになっていますが、保護者から徴収す

る額の範囲を定め徴収することとされており、保護者からの負担

額を定めるものでございます。 

 以前よりこの制度はありましたが、スポーツ振興センターに国

の会計検査院の調査が入り、センターから、市町村へ補助してい

る要保護・準要保護児童生徒保護者支出分充当補助を受ける場合、

保護者からの負担金を徴しないと明文化するよう指導があり、こ

れをきっかけに市町村も同様とするよう通知がありました。今回

の要綱制定は、このことが機会となりました。 

 80ページは要綱の内容でございます。第２条については保護者

負担の額でございます。令和３年４月１日を施行としております。 

 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  ただいまの件についてはいかがでしょう。何かご質問等ありま

すか。 

 木島委員、お願いします。 

 

木島委員  こちらの負担分は、以前からずっと５割で来ているのですか。 

 

学校教育課長  そうでございます。 
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木島委員  これはたしか、４割から６割と幅があると思いますが、各家庭

の負担を４割に下げるというような考えはないのでしょうか。 

 

学校教育課長   現在のところは国と同様に、５割ということで考えております。 

 

木島委員  分かりました。 

 後に１つお伺いしたいのですが、山武市の場合には免責の特

約はつけてありますか。 

 

学校教育課長  特約の部分については検討させていただきます。 

 

木島委員  よろしくお願いします。 

 

教育長  清水委員、お願いします。 

 

清水委員  こども園の園児（長児部）、それから幼稚園の園児（短児部）

とありますが、教育委員会の所管事務と考えていいのでしょうか。

教育委員会で徴収できるのかどうか。もし市長の権限だとすると、

市長が徴収権者ということになりますね。こども園、幼稚園児に

ついて徴収できる根拠はあるのでしょうか。徴収者、徴収権利者

などについては、誰の名前で納めてくださいと言っているのでし

ょうか。教育委員会か教育長、あるいは学校長か園長、どれが該

当するのでしょうか。 

 

学校教育課長  すみません。確認します。 

 

清水委員  市長権限であった場合、補助執行について規則や要綱で定める

ことになりますね。ですから、これは一番の土台になってきます

ので、そのあたりをはっきりしておかないと、徴収がそもそもで

きなかったということになると大変なことになると思いますので、

確認をお願いします。 

 

教育長  それについては確認し、後ほど回答をお願いします。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  それでは、本案件につきましては原案のとおり了承します。徴
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収者については、後ほど確認してご回答いたします。 

                                      

○協議第８号 

教育長  協議第８号、山武市学校支援センター設置要綱について、説明

をお願いします。 

 指導室長、お願いします。 

 

指導室長  協議第７号、山武市学校支援センター設置要綱についてです。

81ページになります。山武市学校支援センター設置要綱を次のよ

うに制定することについて協議を求めるものです。 

 提案理由は、山武市の抱える様々な教育課題の解決に向けた学

校での取組を支援し、学校教育の振興と充実を図ることを目的と

して、山武市学校支援センターを設定するため、その設置根拠と

なる要綱を制定するものであります。 

 82ページ、山武市学校支援センター設置要綱（案）をご覧くだ

さい。 

 第１条では設置について提案理由でも述べたところであります。 

 第２条では、名称及び位置について。教育委員会内の設置にな

ります。 

 第３条では、職員について。センター長に指導室長をもって充

てるというふうに想定しております。 

 第４条では、業務について。学校支援、研修、調査研究を行い

ます。 

 第５条では、業務委託についてでありますが、委託先はＧＡＡ

を想定しております。 

 第６条は、補則となります。 

 なお附則として、この要綱は、令和３年４月１日から施行しま

す。 

 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。山武市学校支援センターについていか

がですか。清水委員。 

 

清水委員  設置そのものは非常にいいと感じますので、設置して大いに活

躍していただきたいと思います。 

 ただ疑問があるのですが、要綱という形でこの支援センターを

設置できるのかどうかです。センターの性格というのは何なのか。
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教育機関からすると、規則か何かで位置づけないといけないので

はないかと思いますが、要綱という形で設置すると、よく分から

ないということになってしまうのではないでしょうか。 

 また、このことは、山武市の大きなＰＲになると思いますから、

きちんと位置づけをして、対外的にもしっかりＰＲしたほうがい

いと思います。 

 ですから、教育委員会における、このセンターの性格は何なの

か。例えば社会教育機関やスポーツセンターのような性格だとす

れば、もっと別の位置づけが必要になるのだと思いますし、こう

いう形で設置できるのかどうか。加えて職員やセンター長が配置

されていますね。どのように検討されたのですか。 

 

教育長  教育部長、お願いします。 

 

教育部長  清水委員のおっしゃるとおりで、もしこれが教育機関という位

置づけでセンターをつくるとなったら、調査研究という目的で業

務を行う器というか、場所を設置するというのでしたら条例で設

置するのでしょうし、そこにいる職員の規定についても条例で定

めるというのが、地方教育行政の法律に基づく形になると思いま

す。ただ今回、器と組織をつくるようなイメージで、このように

１回つくってみたものの、やりたいことについて第１条に書かれ

ているような課題があるので、学校を支援するやり方や実施方法

について整理して、誰が何をやってどういう形で、そのＧＡＡも

絡めて、一緒にそういう行動を取っていくというイメージだとす

れば、実施要綱のような、動き方を明文化したらどうかというと

ころでの話です。 

 その名称として、センターという名前でやっていこうと考えて

おり、それを子ども教育課指導室の業務として取り扱おうという

イメージで作ったものになります。 

 器をつくってやっていこうということでは考えてはいませんで

したが、どうしても条例設置しなければいけない支援センターと

いうイメージが強くなってしまいますので、そのあたりの解釈が

どうしても出てしまいます。条例化せずに行動そのものができる

ような取組をしていく方法を考えられないかなということで、今

回このように提案させていただいました。条例化しないで実施し

ていく内容をうまく整理して、明文化できればなという取組で考

えてはいたところでございます。ですので、変更、見直しを少し
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させていただきながら、考えていきたいと思っています。 

 

教育長  ここに提案されているものを、もう少し見直すということです

か。 

 

教育部長  はい。見直しを考えたいと感じます。 

 

清水委員  この設置そのものに私は反対しているわけではありません。た

だ、法的施行になるものをある程度詰めて、例えばここに勤務す

る場合のいろんな措置がありますね。それが、例えば災害が起き、

公務災害の問題が起きたときに、業務の問題として、教育委員会

でどのように考えていくのか、何かあったときに問題になってし

まうのかという心配があったので、その辺何かしっかり詰めてお

いたほうがいいと感じました。 

 そういう意味では、きちんと条例規則で決めて、根拠づけたほ

うが、はっきりはするのではないでしょうか。ただ、そこまです

ることに問題があるのだとすれば、何かうまい方法があれば取り

入れていただければと思います。今回の協議内容は、要綱による

設置ということですが、それで大丈夫なのかという心配があった

ので、質問させていただきました。 

 

教育部長  清水委員のおっしゃることに理論づけをして、要綱で問題ない

と言い切れる内容は、おそらく見つからないのだと思います。 

 

清水委員  ほかの自治体の例を調べ、そういう事例があるとすれば良いの

ですが。 

 

教育部長  要綱で設置している自治体も多少はあります。ただ、それが根

拠づけてやっているかどうかというところは保証の限りではあり

ません。逆に、条例でやっている自治体も確かにありますし、し

っかりその施設をつくったうえで、その中に入って、こういう事

務を執るという形で条例化している自治体もありますし、器はど

こか既存の施設の中に入って条例設置しているところもあり、い

ろいろなやり方をしている自治体がありますので、参考にしなが

ら、もう少し検討していきたいと思います。ご意見ありがとうご

ざいました。 
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教育長  学校支援センターは入ってこなくて大丈夫なのでしょうか。そ

ういった分掌業務が新たにできるわけですね。 

 

小野﨑委員  室長が兼務するのですね。 

 

清水委員  これに反対しているわけではなく、どんどん進めてほしいと思

っています。法的根拠となるよう、例規整備をきちんとしておい

たほうがいいと思います。 

 

教育長  指導室の分掌に入れていないと、後で問題になりますね。 

 

清水委員  議会で、何を根拠にこれを置いているのだと聞かれたときに問

題になりそうですね。 

 

小野﨑委員  支援センターという言葉、今の52ページ、53ページの指導室の

中に、支援センターの分掌業務がないですね。 

 

清水委員     センター長として、指導室長がなることが予定されていますが、

その根拠を告示だけでできるのかどうか。このセンター業務で出

張に行って怪我などをしたときに、公務災害の問題はどうするの

かなど、微妙な問題が出てきます。 

 

教育長  ありがとうございます。まず要綱については、恐らくこれだけ

見ると、皆さんイメージの中では、先ほど言ったように器、支援

センターがあって、そこにきちんとセンター長を置いてというイ

メージだと思うのですが、実際には先ほど部長が説明したように、

指導室の中の一業務を支援するセンターの組織を置き、ＧＡＡに

その支援業務を依頼するというような形になっているので、その

あたりをもう少し明確にします。 

 この要綱も見直しを行うということですので、その辺の誤解を

受けないような形に再度見直していきます。 

 また、52ページの指導室の分掌の中に、新しく学校支援センタ

ーが入ってくるので、その辺についてもきちんと明記したほうが

いいというご指摘ですので、こちらも改めて検討していただくよ

うな形で進めていきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

渡邊委員  よろしいですか。指導室長がセンター長に当たってくださると
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いうことで、指導室のほかの職員の方々の動きが分かりづらいと

感じました。一部の業務をＧＡＡに委託することになると思いま

すが、そのＧＡＡの仕事の範囲が明確ではないのかなと感じます。

職員も違う形で応援に入るのか、そのＧＡＡと指導室の職員の仕

事が見えるようになるといいと思います。 

 今までもＧＡＡは、算数の学力向上など、学校の手薄なところ

に、学校のニーズに応じて応援に行き、あるいは調査研究に行く

などしていましたが、「一部を」となっているとわかりづらい部

分がありますので、指導室とＧＡＡの関わりがもう少し明確にな

ると良いと思いました。 

 １つ要望ですが、ほかの市町村と大きく違う、ＧＡＡがすごい

と言ってもらえるのは、学校のニーズに応じて応援に行っている

からだと思います。例えば学力向上だけではなくて、職員室が手

薄だから留守番、電話番が欲しいなど、多岐多様にわたる依頼に

応じるときに応援に行くということが、とても学校からも喜ばれ

ていますし、ほかの市町村の職員から良いと言われます。これは

山武市の特徴なので、ぜひそれも今まで同様生かしてほしいとい

うのが要望です。 

 

清水委員  よろしいですか。今の渡邊委員の質問については、第６条に、

「この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に

定める。」となっています。ですから恐らく委託の範囲とかそう

いったことは、具体的に、ここにまたかかってくると思います。

こういう形で委託したいと思いますと。ですから、そういう意味

で、ここで読もうと思えば読めると思います。 

 

教育長  よろしいでしょうか。 

 

小野﨑委員  指導室長と学校支援センター長は兼務しないほうがいいような

気もします。独立した組織であるＧＡＡがあるのだから、直接、

市が関知しないほうがいいのではないでしょうか。独立した組織

があって、その指導監督はやることにしても、今のＧＡＡの理事

長がトップで行う、あるいは会長が行うほうがいいのではないで

しょうか。 

 

教育長  ＧＡＡ自体の運営については理事長が行います。学校支援セン

ターとＧＡＡがイコールではなく、ＧＡＡが行う事業の範囲はす
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ごく広いのです。学校支援は指導室の中でどんな支援が必要かさ

まざまな考えのもとに、その支援が必要な部分をＧＡＡに委託し

ます。ＧＡＡの活動範囲は、そこを超えた部分も当然ＮＰＯ法人

として持っています。 

 ただ学校支援というのは、山武市内の学校ですので、そこにそ

ういう外部団体をどうやって入れていくかというところでは、全

く関係ない独立した組織ですと、それを公立学校に入ってくれと

いうわけにはいきませんので、指導室の中で学校支援というもの

をしっかりと考えて、職員だけではできない部分を、ＧＡＡに委

託して、学校支援を行っていくという考え方ですので、その辺の

線引きというのはさっきご指摘があったように、はっきりとして

おります。 

 

木島委員  「一部」という表現にしたほうが、お互いにやりやすい部分も

あるのかなと感じます。渡邊委員のおっしゃる不安のように、や

はりきちっとこういうふうに線引きして区分けしてもらったほう

がやりやすいという意見も、当然あるでしょうが、個人的には、

いろいろな問題が出てきたときに柔軟に対応できるように、こう

いうふうに表現しておいたほうがよろしいのかと感じました。 

 

教育長  先ほどあったように、第６条に必要な事項は別に定めるとなっ

ているので、その辺で対応はいろいろできることになります。 

 

木島委員     突発的な部分も対応してもらえれば、一番よろしいわけですね。 

 

清水委員  現在のＧＡＡと学校の関係というのは、どちらかというと、恐

らく学校側がやや消極的であるような感じがあると思います。 

 

木島委員  そうですね。 

 

清水委員     ですがこういう形で、ＧＡＡにある程度事務を何でも委託して、

教育委員会とかなり密着している印象を学校側に与えれば、学校

側のＧＡＡに対する態度も違ってくると思いますし、ＧＡＡも非

常にやりやすくなるのではないかと思います。ですから今まで以

上にいろいろな面で効果が期待できるのだと思います。 

 そういう意味で、これをつくっていろいろやるということは、

私は大賛成です。ただ、後でいろいろ問題になることがないよう
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な形で設置してもらいたいなというのが私の意見です。 

 

木島委員  これによってお互いに協働して教育を進めていくという部分で

一つの大義名分のようなものになりますね。 

 

教育長  そうですね。あくまでも指導室の中で学校支援をどうしていく

かという基本的なことは考えていただき明確にし、その組織体制

や支援体制をどうするかというのは指導室長の仕事ですから、そ

こでＧＡＡをどう活用するかということになっていきます。 

 

小野﨑委員  難しいですね。 

 

渡邊委員  ありがとうございました。 

 

教育長  ただそれを組織上にきちんと入れていかないと、今言ったよう

に、全く違うＮＰＯ法人との関係性が築いていけません。そうす

ると予算の関係などのさまざまな問題が発生してきますので、効

率よく、きちんと学校にこのＧＡＡの支援を入れていくためには

どうしたらいいか考えているということです。 

 ご指摘があったように、支援センターそのものの在り方、この

要綱にどう定めていくかということについては、もう一度協議し

て、検討してもらっていきたいと思いますので、よろしくお願い

します。よろしいでしょうか。なお、これは協議ですので、今い

ただいたご意見を基に、内容をもう一回精査させていただき、次

回また出させていただくようになります。必要があればまた協議

会等も行いたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、本案件につきましては、了承いただけるということ

でよろしくお願いします。 

                                      

○協議第９号 

教育長  協議第９号、山武市さんぶの森公園バーベキューピット使用規

程について、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 協議第９号、山武市さんぶの森公園バーベキューピ

ット使用規程について。83ページをお願いいたします。 

 提案理由でございますが、有料公園施設であるバーベキューピ
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ットの貸出しを令和３年３月31日までとすることになっておりま

すが、施設の解体ができないことから、解体するまでの間、劣化

している施設ではありますが、希望者に貸出しを行うためのもの

です。 

 資料84ページから87ページの使用規程の内容としましては、バ

ーベキューピットの貸出しについての使用時間、使用の申請、使

用料を徴収しないこと、使用者の守るべき事項や使用承認申請の

様式などを定めようとするものです。 

 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。いかがでしょうか。 

 

清水委員  これは使用料の減免ですか。 

 

さんぶの森公園管理事務所長 減免ではなく、この使用規程第８条で、バーベキュ

ーピットに係る使用料を徴収しないということです。 

 

清水委員  それは告示で出来るものなのですか。 

 

さんぶの森公園管理事務所長 都市公園条例で、こちらにつきまして有料公園施設

から外します。それで３月31日以降になりましたら、今施設とし

て何も貸し出すものがないので、この使用規程を設け、それでの

貸出しにしますよということで、今回お願いしてございます。 

 

清水委員  公の施設を貸すときに、普通でしたら 低実費以上のものを取

ると思います。使用料金設定で、市民が使うといった場合には実

費ではなく、もっと安くしているのかもしれませんが、料金を取

るのが普通ですね。それを取る場合には、普通使用料手数料条例

のような条例で決めて取ります。 

 それを減免するときは、やはり根拠を条例に置いて減免をしま

す。ですから、その辺の詰めをどうしているのでしょうか。１つ

は都市公園条例の施設から外し普通財産にしたとして、普通財産

の貸付けをしたときに料金を減免するのを告示でできるのかどう

か。 

 

教育部長  ご質問ありがとうございます。私どものこのバーベキューピッ

トの使用に関しての基本的な考え方は、公園にある遊具などと同
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じ位置づけ考えています。今までは有料施設として使っていまし

たが、既に老朽化していて、お金を取るような施設ではなくなっ

てきておりますので、壊すまでの間については、空いているので

ご自由にお使いくださいという、遊具と同じような考えです。 

 それで、ここで申込みを受けるのは、空いているかどうか。重

複することがないように、空いている日についてはどうぞご自由

にお使いくださいということで、あらかじめ予約を取ったりして、

スムーズに貸出しができるようにと考えて、そういう手続きにつ

いて書いたところでございます。 

 

清水委員  第８条で、使用料と書いてあり、取りませんと書いてあること

が気になりました。 

 

教育部長  書かないと、かえって分かかりづらいという考えがあって、あ

えてはっきりと表現し、無料で開放しているというイメージで組

み立てた使用規程になります。 

 

清水委員  地区にある公園は、入園料は取りませんよね。減免するなどと

書かないで使ってもらっていると思います。ですからこうやって

書くこと自体がどういう意味なのかと思いました。 

 

教育部長  あえて書かないということで、実質無料で貸すことも考えてみ

ようかなと思います。ただお金を取るということは考えてはいま

せんので、８条で、使用料の規程は除いて、ただ貸出しのルール

だけを決める規程に変えるようなものでもいいかと思いました。 

 

清水委員  それでいいような気もします。使用料と書いてありますから、

これは減免規程ですね。普通、使用料を減免する場合には、条例

を根拠に置くというのは、私が教わった常識でしたので、その辺

からするとどうかという感じがします。 

 

教育長  基本的に今までは有料施設だったものを、今回先ほどの条例の

中で有料施設から削除しており、基本的には、もうお金を取って

貸しません。グリーンタワーが単なるアンテナ塔としての役割し

か持たなくなる中での削除です。 

 ただ、現在コロナ禍でキャンプが見直されており、貸出しの要

望が多くなってきている中で、せっかくある屋外のバーベキュー
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ピットの利用については行ってもいいのではないかということか

ら、使用できる間は無料で貸出ししようという考え方なので、こ

こに使用料規程が必要ないというのであれば削除することを考え

ます。 

 

清水委員  その無料にする期間は、どれぐらいあるのですか。 

 

さんぶの森公園管理事務所長 現時点の見込みですが、令和３年度では予算が取れ

ませんでしたので、早くて令和４年で予算が取れましたら、そこ

の時点までとなります。そうでなければまた予算を取るというよ

うな形になっております。 

 

清水委員  こういうところで事故が起きる可能性はないのですか。 

 

さんぶの森公園管理事務所長 ２条の使用時間ということで、午前９時から午後３

時までと定めております。こちらにつきましては、この規程の中、

注意書き、10条関係に、利用が終了したら警備員が内容を確認す

るために、時間制限を設けていますし、そこで確認ができるよう

な流れになっております。 

 

教育長  よろしいでしょうか。 

 

清水委員  わかりました。 

 もう１点よろしいですか。「教育委員会が」となっていますが、

これは実際には、専決か何かで事務委任をするのですか。運動公

園管理事務所が行うのですか。 

 

教育部長  この公園については、条例の中で教育委員会が管理というよう

な委任を受けていますので、その中で読めるのかということで、

教育委員会がバーベキューピットについても使用についての規程

をつくる、そういう立てつけで、教育委員会が管理するものです。 

 

清水委員  ですから、第９条第３号の「教育委員会がバーベキューピット

の管理上その使用が不適当と認めたとき」というのは、使用を取

り消しますとなっていますが、それは教育委員会で認定するとい

うことですか。管理事務所に事実上事務委任するということです

か。 
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教育部長  書き方の表現はこのようになっています。あとは、先ほど審議

してもらったような事務決裁規程、処務規程の中で、この専決処

分は決めて、誰がこの決裁をするのかとか、そういう委任の中で

判断していくということになります。公園管理に関することは、

公園管理事務所で管理するという委任関係ができていますので、

その中で対応できるというところです。 

 

清水委員  不承認というのは、相当な不利益処分ですよね。ですからきっ

ちり書かないと、後でトラブルになる気がします。処務規程はき

っちり入っていますか。 

 

教育部長  結局、有料施設でお金を取って条例設置するような位置づけで

いけば、処分であったり不利益処分であったりと考えられるのか

なと思いますが、今回たまたま空いている無料の施設を使っても

らう中の禁止事項ということで、こういうことだったら貸せませ

んよと、そこの不利益な処分を行うという位置づけまではいかな

いのかなという解釈でやっています。 

 

清水委員  しかし、利用の不承認。申請して１回承認したものを取り消す

場合はありますね。それを処分ではないとは言えないのではない

でしょうか。 

 

教育部長  行政処分という意味合いではないのかなと思っています。利用

者と民民の扱いの範囲であると考えました。お互いに空いている

から貸してと言われて、こっち側は貸しますよという中ですが、

借りている限り、ルールは守っていただき、守っていただけない

場合は貸せませんよという、民民間の契約行為の範囲なのかなと

いうところの組立てです。 

 

清水委員  わかりました。 

 

教育長  よろしいですか。ほかもよろしいでしょうか。 

 それでは、本件につきましては原案のとおり了承します。 

                                      

○協議第10号 

教育長  協議第10号、山武市学校給食費に関する規則について、説明を
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お願いします。 

 学校給食センター所長、お願いします。 

 

学校給食センター所長 資料の88ページをご覧ください。協議第10号、山武市学校

給食費に関する規則の制定について協議をお願いするものです。 

 提案理由は、現行の山武市学校教育センター管理規則には、市

長の権限として、給食の申込や給食費に関する条項が定められて

おり、本来山武市規則として規定すべきものとなるため、当該規

定を山武市規則として、資料89ページから98ページの山武市学校

給食費に関する規則（案）のとおり、給食の申込、給食費に関す

ることについて新設し、現行の相当規定につきましては、補足資

料99ページから103ページにあります山武市学校給食センター管

理規則から、給食の申込、給食費に関すること、第４条から第10

条を削除します。 

 様式につきましては、現行の山武市学校給食センター管理規則

に規定されているものを引き継ぐこととなりますが、保護者と児

童生徒の住所をそれぞれ記入する箇所があるなど不要な項目を整

理しました。また、資料93ページ、94ページの給食申込書につき

ましては、給食利用の申込みが民法に基づく契約に該当するため、

契約条項を明記し双方の合意内容を明らかにする必要があること

から、契約条項を追加しました。 

 説明は以上となります。ご協議のほどよろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。ただいまの件につきましてはいかがで

しょうか。ご質問等ございますか。 

 

小野﨑委員  基本のところは、今と変わらないということでしょう。 

 

教育長  そうです。 

 

小野﨑委員  それを２つに分けたのですね。 

 

教育長  その様になります。市に関する部分と給食センターに関する部

分を今まで一緒だったのをきちんと分けるということです。 

 

小野﨑委員  分かりました。 
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教育長  それでは、本件につきましては原案のとおり了承します。 

                                      

○協議第11号 

教育長  協議第11号、山武市学校給食センター管理規則の一部改正につ

いて、説明をお願いします。 

 学校給食センター所長、お願いします。 

 

学校給食センター所長 資料104ページをご覧ください。協議第11号、山武市学校

給食センター管理規則の一部改正について、協議をお願いするも

のです。 

 提案理由は、現行の規則では、教育委員会の権限として、学校

給食の運営に関することと市長の権限として、給食費の申込、給

食費に関することが混在したものとなっているため、教育委員会

の権限に関する事項のみ、学校給食の運営に関することを規定し

た規則に整理します。補足資料の99ページから130ページにあり

ます山武市学校給食センター管理規則から、給食費の申込、給食

費に関すること、第４条から第10条を削除します。 

 また、学校給食センターへの給食予定数の報告に関すること及

び食物アレルギーを持つ子どもへの対応（牛乳の停止）に関する

ことについて、現在の運用に合わせて規則を追加修正します。 

 給食予定数報告関係の様式につきましても、事務の簡素化を目

的とした様式の改正及び各様式における押印の廃止をします。 

 詳細につきましては、資料105ページから134ページのとおりで

す。 

 説明は以上です。協議のほどよろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。こちらについてはいかがでしょうか。

よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  それでは、本件につきまして原案のとおり了承します。 

                                      

○協議第12号 

教育長  協議第12号、成東・東金食虫植物群落保存活用計画策定委員会

設置要綱について、説明をお願いします。 

 歴史民俗資料館長、お願いします。 
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歴史民俗資料館長 協議第12号、成東・東金食虫植物群落保存活用計画策定委員会

設置要綱についてご説明を申し上げます。資料135ページをご覧

ください。成東・東金食虫植物群落保存活用計画策定委員会設置

要綱を次のように制定することについて、下記のとおり協議を求

めるものであります。 

 提案理由ですが、国指定以来100年が経過し、周辺環境の悪化

に伴う遷移により、分布範囲及び個体数の縮小・減少傾向にある

食虫植物群落の今後の保存と、指定当初の活力ある、すみません、

この次訂正していただきたいんですが、前回のときに小野﨑委員

からご指摘いただきました、「活力ある状況に整備するべく」と

いうことで字句の修正をお願いします。文化庁認可の保存活用計

画を策定するための委員会を組織するためのものです。 

 なお、当該計画の策定は文化庁・県教委も奨励しており、同計

画策定に国・県の補助金交付を受けることが可能になります。こ

れに関しては令和４年度予算で交付予定となっております。 

 また、外来生物の除去など、例えばアメリカザリガニなどそう

いった今まで全部変更計画を提出して許可を得て実施していたも

のが事後報告で済むなど、急を要する事例に迅速な対応が可能と

なります。 

 なお、当該計画に明記された導水・境界柵設置などのハード事

業や表土除去など、埋土種子の蒔き出しなどのソフトの事業に関

しても、国・県の補助金交付が可能となるものです。 

 次のページをご覧ください。136ページ、こちらが要綱の案と

なります。第１条に関しては設置について、第２条に関しては所

掌事項について、第３条では組織について、第４条では任期、第

６条では会議、第７条で庶務、第８条では補則等に関して記して

ございます。 

 説明は以上です。協議をよろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。保存活用計画の策定でございますが、

いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  では、本案件は原案のとおり了承いたします。 

                                      

○協議第13号 

教育長  協議第13号、山武市文化財の保護に関する条例施行規則の一部
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改正について、説明をお願いいたします。 

 歴史民俗資料館長、お願いします。 

 

歴史民俗資料館長 協議第13号、山武市文化財の保護に関する条例施行規則の一部

改正について、ページは137ページをご覧ください。山武市文化

財の保護に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のよう

に制定することについて、下記のとおり協議を求めるものです。 

 提案理由に関しては、現行の山武市文化財の保護に関する条例

施行規則では、文化財審議会の定例会開催回数が年４回となって

おりますが、ここ数年の傾向として審議する案件の数から年３回

の開催でも対応が十分であると判断されます。 

 このため、山武市文化財の保護に関する条例施行規則を一部改

正するものです。 

 138ページをご覧ください。こちらが改正する規則に関すると

ころの記載となります。第16条第２項中「年４回」を「年３回」

に改めるとなります。 

 次ページ、139ページが新旧対照表となっておりますのでご確

認ください。 

 以上、ご協議のほどよろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございました。いかがでしょうか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

教育長      それでは、本案件につきましては原案のとおり了承いたします。 

                                      

◎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、山武市教職員等合同着任式についてお願いいたし

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、山武市教職員等合同着任式についてでございます。

140ページになります。令和３年度の山武市教職員等（園・学

校）合同着任式でございます。 

 現在のところ、令和３年４月２日金曜日を予定しております。

こういう状況ではありますが、現在のところ実施の方向で計画を
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進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。来賓の人数を

減らして、市長のみの参加で行いたいというふうに考えておりま

す。教育委員の皆様には参加していただければと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 ４番、会場が抜けております。申し訳ありません。成東文化会

館のぎくプラザで行います。修正したものは、次回定例会で出さ

せていただきますので、参加者、６番、式次第・役割分担はこの

ような形になっております。 

 報告は以上です。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。合同着任式について、今のところ４月

２日の予定で計画しているということですので、よろしくお願い

いたします。 

                                      

○報告第２号 

教育長  報告第２号、学校統合準備委員会会議の開催状況についての報

告をお願いします。 

 学校再編推進室長、お願いします。 

 

学校再編推進室長 学校統合準備委員会会議の開催状況についてご報告いたします。 

 まず１ページ目をご覧ください。日向小学校と山武西小学校の

統合準備委員会でございますが、全ての協議が整いましたので、

一番下段になりますが、２月10日に日向小学校の体育館にて18時

より 後の全体会議を行います。内容は、各協議結果と今後の学

校行事や移転等日程の報告が主なものとなります。 

 なお、密を避けるため、教育委員及び各所属長の出席は控えさ

せていただいた中で開催させていただきたいと考えてございます。 

 また、先ほど委員長との協議により、25名いる委員でございま

すが、代表者会議の対象となる18名に参加いただく中での開催を

考えてございます。 

 また、３月24日水曜日でございますが、日向小学校、山武西小

学校ともに、閉校記念式典を同日開催いたします。詳細は検討段

階でございますが、現段階におきましては、全ての教育委員にご

来賓としてお越しいただきたく準備を進めているという報告を受

けてございます。 

 日向小学校の式典は、おおむね８時45分頃から１時間程度、山

武西小学校は、10時15分頃から概ね１時間程度で予定してござい
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ます。後ほどご案内と併せて移動方法など、詳細につきましては

調整させていただきたいと存じます。 

 続いて２ページ目をご覧ください。こちらは蓮沼中学校と松尾

中学校の統合準備委員会でございます。学校設置条例の改正案を

３月の市議会に諮り、その結果、可決をもって統合校の校名が正

式決定となる運びでございます。 

 また、今後の会議の開催でございますが、下段に記載のとおり、

書面やリモートにて検討項目の協議を行ってまいります。全体会

議は、当初２月12日に予定してございましたが、延期し、今後協

議の進捗状況や社会状況に鑑み、開催時期を検討してまいりたい

と存じます。 

 学校再編推進室からの報告は以上となります。よろしくお願い

いたします。 

 

教育長      ありがとうございました。いかがですか。よろしいでしょうか。

閉校記念式典がございますのでよろしくお願いします。 

                                      

○報告第３号 

教育長  続いて報告第３号、３月の行事予定について、各所属から順次

お願いします。 

 

教育総務課長  教育総務課です。 

 ３月４日、教育委員会の第１回臨時会をのぎくプラザで行いま

す。時間は午後１時半からで予定しております。 

 ３月18日、教育委員会の第３回定例会を午後１時半から、車庫

棟第６会議室を予定しております。 

 ３月２日、文教厚生常任委員会が午前10時からとなっておりま

す。 

 ３月12日、第１回目の市議会定例会閉会日となっております。 

 

学校教育課長  学校教育課です。 

 ３月９日から中学校の卒業式が行われます。中学校と小学校の

卒業式は記載のとおりです。委員の皆様に、卒業式の名前が入っ

たものを改めて配付させていただきました。入学式も入っており

ますが、ご確認いただければと思います。 

 

学校再編推進室長 学校再編推進室です。 
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 先ほど申し上げましたとおり、３月24日に日向小学校、山武西

小学校の閉校記念式典がございます。後ほどご案内を申し上げま

す。 

 

子育て支援課長  子育て支援課です。 

 ３月16日、日向幼稚園、また各こども園の卒園式がございます。 

 ３月17日、園長・副園長会議を３時から第６会議室で開催いた

します。 

 ３月25日から27日まで、各私立の保育園の卒園式になります。 

 

教育長  以上、よろしいですか。これについてはよろしいですか。 

                                      

○その他 

教育長  その他に報告すべき事項があればお願いいたします。生涯学習

課長。 

 

生涯学習課長  本日机上配付させていただきました家庭教育学級新聞になりま

す。明日、各学校等を通じまして、各家庭に配布予定となってお

ります。今号は、昨年12月に行いました家庭教育講演会の内容と、

家庭教育学級の状況、裏面の、蓮沼中学校の平井教頭から「我が

家の子育て」というコラムをいただいており、そちらを掲載して

ございます。お時間のあるときにご覧いただければと思います。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。家庭教育学級新聞についてお聞きにな

りたいことはありますか。よろしいでしょうか。 

 ほかにございますか。 

 それでは、以上で令和３年教育委員会第２回定例会を終了いた

します。お疲れさまでした。 

                                      

◎閉  会  午後４時00分 
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