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令和３年山武市教育委員会第４回定例会会議録 

 

１．日 時  令和３年４月22日（木）午後１時30分開催 

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 代理の承認を求めることについて（教職員の任免その他の進退に関

する内申について） 

 議案第２号 山武市社会教育委員の委嘱について 

 議案第３号 山武市立松尾小学校学校運営協議会委員の委嘱について 

 議案第４号 山武市立山武中学校学校運営協議会委員の委嘱について 

 議案第５号 山武市図書館協議会委員の任命について 

 議案第６号 山武市スポーツ推進審議会委員の任命について 

 

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 令和３年度（春）山武地区教育委員会連絡協議会表彰について 

 協議第３号 令和３年度山武市教育委員会の園・学校訪問について 

 協議第４号 市内幼・小・中・こども園運動会・体育祭への出席について 

 

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委員の委嘱について 

 報告第２号 令和３年度園児・児童・生徒数について 

 報告第３号 令和３年度山武市小・中学校の少人数指導講師・心の教室相談員・

支援員配置について 

 報告第４号 令和３年度東上総教育事務所の学校訪問について 

 報告第５号 令和３年度山武市校長会の役員について 

 報告第６号 行事の共催・後援について 

 報告第７号 ５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 川島 美雄 

子ども教育課長 髙野 隆博 

子ども教育課指導室長 中村 之彦 

施設整備課長 嘉瀬 多市 

生涯学習課長 秋葉 正明 

スポーツ振興課副主幹 渡辺 幹夫 

公民館長 川嶋 洋子 

文化会館長 越川 信 

図書館長 大石 由香 

歴史民俗資料館長 稲見 英輔 

運動公園管理事務所長 齊藤 榮一 

学校給食センター所長 仲村 由美子 

子育て支援課長 岩澤 恵子 

子育て支援課主幹 井上 博文 

 

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 豊田 真衣 
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◎開  会  午後１時30分 

教育長  令和３年度に入り 初の教育委員会定例会ということで、今、

皆さんに自己紹介をしていただきましたが、今年度から組織が大

幅に変わった部分がございます。課の名称等も変わってきている

中でございますので、これからその内容等についても、それぞれ

変わった形になってくる部分もございますので、よろしくお願い

します。 

 組織が変わってスタートしたばかりなので、それぞれの変わっ

た部分がどうなってくるかということについては、まだまだこれ

からですが、少しでも早くしっかりと機能していくようにしてま

いりたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただ今から令和３年教育委員会第４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

を指名しますので、よろしくお願いします。 

 

今関委員  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３年教育委員会第１回臨時会、

第２回臨時会及び第３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  ありがとうございます。異議ないようですので、教育委員会第

１回臨時会、第２回臨時会及び第３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。 

 ３月19日から４月22日までの内容になります。 

 ３月19日、両総観光・ＪＡＬ来庁とございますが、修学旅行が

中止になったことに伴って、小学校６年生の体験フライトを実施

しました。そのことに関してのお礼のご挨拶に見えたものです。

場所は公室です。また、午後は大富小学校の卒業式に出席してい
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ます。 

 ３月22日、臨時校長会議。その後、地区教育長会の総会がござ

いました。通常ですと、総会は５月に行っていましたが、役割の

変更が４月からスタートするということで、その前にということ

で繰り上げて早く行っているものです。今年度の会長は、大網白

里市の深田教育長となります。その後に、行政組合教育委員会の

定例会がございました。 

 ３月23日、教育委員会第２回臨時会。その後、総合教育会議、

新日向小学校視察があり、委員の皆さんにも参加していただきま

した。 

 ３月24日、日向小学校・山武西小学校の閉校式。また、千葉県

教職員組合山武支部の書記長が交代になるということで、ご挨拶

に見えました。 

 ３月25日、教頭会議。成東文化会館で行われましたが、その後

にすぐ社会教育委員会議があり、教頭会議は、挨拶のみで退席を

させていただいています。また、東上総教育事務所長がご挨拶に

見えました。新体制になり、令和２年度中の所長が替わられると

いうことでご挨拶に来たものです。 

 ３月26日、県小学校校長会役員来庁。次年度の県の校長会長に

成東小学校の内田校長が就任される予定で、県の校長会長になり

ますと非常に会議等に出る機会が多く、忙しくなるので、そうい

った点で教育委員会のご理解を得たいということでご挨拶に見え

たものです。 

 ３月28日、井之内津波避難広場落成式に出席しました。 

 ３月29日、千葉県教育庁教育振興部長中村氏挨拶。中村部長が

令和２年度で退職されますので、そのご挨拶に見えたものです。

山武地区出身ということでお見えになりました。 

 辞令交付式。通常ですと東上総教育事務所で行われる教職員の

退職者を対象にしたものですが、今回コロナ禍で各市町で伝達と

いうことになりましたので、山武市教育委員会で行いました。そ

の後、臨時の校長会議がございました。 

 ３月30日、新日向小学校校舎視察。新しく電子黒板が設置され

た教室、あるいは改修された部分等について、市長、副市長も一

緒に視察をしたものです。 

 ３月31日、教育部内の退職者離任式・卒業式。また、市長部局

で退職者の辞令交付式及び離任式が行われました。その後、退職

校長がご挨拶に見えました。 後に派遣職員辞令交付式とありま
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すが、今回、学校教育課に在籍していた鵜澤主事が県に派遣とい

うことで、辞令交付式がございました。 

 年度が変わりまして、４月１日、辞令交付式及び年度始め式が

ございました。続いて庁議が行われ、その後に教育部内の年度始

め式がございました。それから、新校長の辞令交付式が臨時校長

会議の前に行われています。また、東上総教育事務所の新しい所

長並びに幹部役員の方々がお見えになりました。 

 ４月２日、東金市教育委員会、石川教育長来庁。東金市教育委

員会の教育長が飯田教育長から石川教育長に替わられて、４月１

日からということで、ご挨拶に来ていただきました。その後、教

職員の合同着任式。委員の皆様にもご出席をいただいています。 

 ４月５日、行政組合教育支援課長来庁。決裁事務の依頼という

ことで、飯田教育長が行政組合教育長ですが、３月末で退任され

て、次期は石川教育長となりますが、行政組合議会定例会が８月

に予定されており、その間、教育長職務代理として決裁事務をし

ていただきたいということで、お話に来られました。 

 ４月６日、第１回部内政策会議がございました。 

 ４月７日、教育委員会出先機関訪問。教育部長と新年度の挨拶

回りです。 

 ４月８日、学校給食センター再整備事業計画策定業務打ち合わ

せ。学校給食センターの建て替えに関わる基本構想について、ご

存じだと思いますが、それを専門家により、改めてもう一度確認

してもらうということで、プロポーザル方式によって業者が決ま

りました。その 初の打ち合わせです。オリエンタルコンサルタ

ンツという業者です。その後にはオリ・パラ関係の打ち合わせが

ございました。 

 ４月９日、成東東中学校の入学式。その後、日向小学校の開校

式と入学式に出席しています。 

 ４月12日、山武郡市校長会来庁。新しい体制になった会長、副

会長がご挨拶に見えたものです。 

 ４月13日、庁議と校長会議がございました。 

 ４月14日、学童クラブリーダー会議。 初にお話しした組織改

編の中で、学童クラブの担当部署が４月から教育部に移りました

ので、その 初の会議ということでご挨拶に行きました。保健福

祉部から教育部に移ったのには理由があるということで、ご挨拶

をさせていただきました。 

 その後、山武警察署長訪問。組織改編によって家庭児童相談係
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が教育部に移ってきました。そういった相談関係の中で、今後警

察署との連携協力をより密にしながら進めていきたいということ

で、山武警察所長にご挨拶をしてまいりました。本来ですと担当

の子ども教育課長等でお伺いする予定でしたが、コロナ禍という

ことで、大勢での挨拶は受けていないというお話だったので、教

育部長と２人で訪問しご挨拶させていただきました。 

 堂本元県知事来庁。堂本元県知事が松下市長とのお話の中で、

講演をされるということで、その話の中で、学校関係については

どうかということで同席してお話を伺いましたが、今回は受けな

いこととなりました。 

 ４月15日、市議会第１回臨時会がございました。また、第１回

管内教育長会の教育長会議が東上総教育事務所で行われました。 

 ４月16日、千葉県教職員組合山武支部書記長来庁。今年度のご

挨拶に見えました。また、都市教育長協議会第１回役員会・総会。

ホテルポートプラザ千葉で開催され、行ってきております。 

 ４月19日、山武地区教育委員会連絡協議会の表彰者選考会と理

事会。その終了後に山武地区教育長会が開催されました。理事会

には小野﨑職務代理も出席されています。 

 ４月22日、本日ですが、教育委員会第４回定例会になります。 

 以上となります。何かご質問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２号、山武市社会教育委員の委嘱に

ついて、議案第３号、山武市立松尾小学校学校運営協議会委員の

委嘱について、議案第４号、山武市立山武中学校学校運営協議会

委員の委嘱について、議案第５号、山武市図書館協議会委員の任

命について、議案第６号、山武市スポーツ推進審議会委員の任命

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、協議第２号、令和３年度（春）山武地区教育委員会連絡協

議会表彰について、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、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２号から議案第６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、議決事項に入ります。議案第１号、代理の承認を求

めることについて（教職員の任免その他の進退に関する内申につ

いて）、提案理由の説明をお願いいたします。子ども教育課長、

お願いします。 

 

子ども教育課長  議案第１号、代理の承認を求めることについてご説明を申し上

げます。４ページをご覧ください。 

 管理職等の異動内示書を、３月22日に山武市教育委員会組織規

則第４条第１項の規定により代理処理したのでご報告し、承認を

求めるものでございます。 

 ５ページ、６ページには、令和２年度末管理職等異動内示書を

載せてございますのでご確認ください。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございました。５ページ、６ページに内示書がござ

います。これについてお諮りしたいと思います。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承認とさせてい

ただきます。 

                                      

○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、山武市社会教育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、山武市立松尾小学校学校運営協議会委員の委嘱に

ついて、提案理由の説明をお願いします。子ども教育課長。 

 

※子ども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 

                                      

○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、山武市立山武中学校学校運営協議会委員の委嘱に

ついて、説明をお願いします。子ども教育課長、お願いします。 

 

※子ども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 

                                      

○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、山武市図書館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。図書館長、お願いします。 

 

※図書館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  議案第６号、山武市スポーツ推進審議会委員の任命について、

提案理由の説明をお願いいたします。 

 

※スポーツ振興課副主幹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 

                                      

◎日程第５ 協議事項 
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○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

徒の認定について説明をお願いいたします。子ども教育課長。 

 

※子ども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  続いて協議第２号、令和３年度（春）山武地区教育委員会連絡

協議会表彰について、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 原案のとおり了承 

 

教育長  ここで秘密会を解きます。 

                                      

○協議第３号 

教育長  協議第３号、令和３年度山武市教育委員会の園・学校訪問につ

いて、説明をお願いします。子ども教育課長、お願いします。 

 

子ども教育課長  協議第３号、令和３年度山武市教育委員会の園・学校訪問につ

いてご提案いたします。13ページをご覧ください。 

 園・学校訪問については、昨年度実施することはできませんで

したが、今年度は授業を参観し、研究協議、給食をいただいて帰

るという予定で計画しました。ただし感染症の状況を考えて、学

校訪問が出来る状況であれば、２学期以降の実施を考えていきた

いと思います。 

 ねらいでありますが、訪問することで、「授業参観、概要説明

を通して、経営の現状や課題を把握する。」ということでござい

ます。 

 14ページをご覧ください。昨年度実施予定だった学校を令和３

年度のサイクルとしました。校長会にて、各学校には令和２年度
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実施予定だった学校を対象にすると話をしております。教育委員

会議の日程に合わせながら学校と連絡を取りまして、決まり次第

ご連絡させていただきます。 

 このような状況ですので、学校が落ち着いてからスタートした

いと考えています。但し、新日向小学校については、可能であれ

ば１学期中の実施を考えております。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。学校訪問についていかがでしょう。２

学期以降を予定しています。このような状況下ですが、コロナ禍

の中で学校がどの様に運営されているか、見ていただきたいと思

っていますので、出来るだけ実行していきたいと思っています。

よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  それでは、本案件は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、市内幼・小・中・こども園運動会・体育祭への出

席について、説明をお願いいたします。子ども教育課長、お願い

します。 

 

子ども教育課長  協議第４号、15ページをご覧ください。今回ご協議いただきた

いのは、５月、６月に行われます小中学校の運動会・体育祭への

参加についてお願いしたいと思っております。 

 なお、参加方法については、昨年度と同様に挨拶、紹介はなく、

都合のよい時間での参加のみという形でお願いできればと思って

おります。定例会終了後に教えていただければ大変ありがたいと

思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。５月と６月上旬にございますので、こ

ちらについては終了後に確認させていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 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 
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○報告第１号 

教育長  日程第６、報告事項。報告第１号、蓮沼中学校・松尾中学校学

校統合準備委員会委員の委嘱について、説明をお願いします。教

育総務課長。 

 

教育総務課長  報告第１号でございます。ページは17ページとなります。蓮沼

中学校・松尾中学校学校統合準備委員会委員の委嘱について、次

の者を委嘱したことを報告いたします。 

 これらは学校教職員の人事異動に伴い、委嘱をするものでござ

います。また、このことによって、委員の総数35名に人数の変わ

りはございません。この後、新体制のＰＴＡ会長、また区長会長

は、決定され次第、委嘱をさせていただく予定でございます。 

 報告は以上となります。教育長、お願いいたします。 

 

教育長  ありがとうございます。人の入替えがあったということでの報

告です。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第２号 

教育長  報告第２号、令和３年度園児・児童・生徒数について、報告を

お願いします。子ども教育課長、お願いします。 

 

子ども教育課長  報告第２号、令和３年度の園児・児童・生徒数についてご報告

いたします。18ページをご覧ください。 

 ４月１日現在の園児・児童・生徒数でございます。市内全体で、

園児が715名、小学生が1,815名、中学生が1,087名でございます。

小中学生を合わせますと2,902名でございます。園児も入れると

3,617名になります。令和２年度と比べ、小学生が52名の減、中

学生が７名の減となり、合計で59名の減となりました。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。４月１日現在ということでの数です。

この数は、今後変更はありますか。 

 

子ども教育課長  はい。再度、５月１日学校基本調査で改めて分かるようになり

ます。 
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教育長  若干変更があるようですが、よろしくお願いします。 

                                      

○報告第３号 

教育長  報告第３号、令和３年度山武市小・中学校の少人数指導講師・

心の教室相談員・支援員配置について、報告をお願いします。指

導室長、お願いします。 

 

指導室長  報告第３号を報告いたします。19ページになります。 

 令和３年度山武市小・中学校の少人数指導講師・心の教室相談

員・支援員の配置についてでございます。表は、上の段が中学校、

下の段が小学校、左側が少人数講師、真ん中が心の教室相談員、

右側の３行が支援員の配置になっております。 

 それぞれ、少人数は小学校に10名、心の教室相談員については、

小中全ての学校に配置、支援員につきましては、中学校に５名、

小学校に28名、合計33名の配置を予定しております。支援員につ

いてはただ今欠員が３校に出ております。なお、現在募集をかけ

ているところでございます。 

 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。お配りの表のとおりの配置になってい

ますが、何かご質問等ありますか。よろしいですか。 

 木島委員。 

 

木島委員     欠員があるようですが、欠員を補充できる見込みはありますか。 

 

指導室長  補充する方向で、現在進めております。 

 

木島委員  よろしくお願いします。 

 

指導室長     学校にもお声をかけさせていただいているところでございます。 

 

木島委員  欠員の補充は、大変です。よろしくお願いします。 

 

教育長  ほかは大丈夫でしょうか。よろしいですか。 

                                      

○報告第４号 
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教育長  報告第４号、令和３年度東上総教育事務所の学校訪問について

報告をお願いします。子ども教育課長、お願いします。 

 

子ども教育課長  報告第４号、令和３年度東上総教育事務所の学校訪問について

ご報告いたします。20ページをご覧ください。 

 千葉県教育庁東上総教育事務所の訪問でございます。所長訪問、

次長訪問、事務所訪問と、３つのグループに分かれての訪問体制

となります。昨年度は、10月になって４校実施しました。本年度

も指示に従って実施していきたいと考えます。 

 昨日管内校長会議がありまして、予定どおり実施していくとい

うことになりましたが、次長訪問（指導室訪問）ですが、こちら

については、縮小して実施していくという方向であります。今ま

で１日かけてやっていたものを半日にし、参加者も絞ります。そ

れから展開する授業も絞り、見て回るときには教室の中には入ら

ないという形で実施していくということであります。 

 なお、教育委員の皆様にも、もし参加できる時がありましたら

改めてご連絡させていただきますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございました。事務所の訪問について、何かご質問

等ありますか。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第５号 

教育長  報告第５号、令和３年度山武市校長会の役員についての報告を

お願いします。子ども教育課長、お願いします。 

 

子ども教育課長  報告第５号、21ページをご覧ください。令和３年度の役員は、

会長を緑海小学校の伊藤功校長、副会長に、蓮沼中学校の越川幸

夫校長、睦岡小学校の土屋淳子校長、庶務に成東東中学校の相川

浩一校長、会計に山武北小学校の小川隆校長となっております。 

 なお、細かな役員の部分につきましては、表をご覧になってい

ただければと思います。 

 以上でございます。 
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教育長  ありがとうございました。校長会役員についてはよろしいでし

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６号 

教育長  報告第６号、行事の共催・後援について、報告をお願いいたし

ます。教育総務課長、お願いします。 

 

教育総務課長  報告第６号、行事の共催・後援についてでございます。資料は

22ページから27ページまでとなります。 

 ３月１日から３月31日までの報告となります。行事の共催は１

件、行事の後援は２件となります。なお、行事の後援の１番、第

15回山武市春季ソフトテニス大会は、コロナウイルスの影響から

中止となったことをご報告申し上げます。 

 以下、資料となりますので、ご確認ください。 

 報告は以上となります。 

 

教育長      ありがとうございました。３件あります。後援承認のうち１件、

テニス大会については、既に中止が決まっているということです

が、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。 

                                      

○報告第７号 

教育長  続いて報告第７号、５月の行事予定について、各所属から順次

報告をお願いします。 

 

教育総務課長  教育総務課から報告をいたします。 

 ５月20日木曜日、教育委員会第５回定例会を午後１時半から、

車庫棟２階第６会議室で行います。 

 ５月21日金曜日、山武地区教育委員会連絡協議会総会。こちら

は午後２時から市役所３階大会議室で行います。 

 先ほど机上に配付させていただきましたが、５月13日木曜日、

午後５時半から、蓮沼中学校・松尾中学校学校統合準備委員会全
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体会議を、蓮沼中学校体育館で行います。 

 教育総務課は以上となります。 

 

子ども教育課長  子ども教育課です。 

 ５月11日火曜日、第２回校長会議、午後２時、第６会議室です。 

 ５月14日金曜日、山武市小学校陸上競技大会、午前８時から、

成東総合運動公園で行います。 

 ５月15日土曜日、山武中学校体育祭があります。 

 ５月18日火曜日、５月19日水曜日、山武市小学校陸上競技大会

（予備日）となっております。 

 ５月22日土曜日、南郷小・緑海小・山武北小学校運動会です。 

 ５月29日、大平小学校運動会、成東中・成東東中学校体育祭で

す。 

 以上です。 

 

歴史民俗資料館長 歴史民俗資料館です。 

 ５月８日土曜日、成東・東金食虫植物群落国指定百年事業講演

会。午後２時から行います。なお、新型コロナウイルスの関係で

会場は成東のぎくプラザホールに変更となりました。 

 以上です。 

 

子育て支援課長  子育て支援課です。 

 ５月14日金曜日、幼稚園・こども園、園長・副園長会議、第７

会議室で行います。教育長のご出席をお願いいたします。 

 以上です。 

 

教育長  陸上競技大会ですが、郡の陸上競技大会が開催されます。その

開催要綱が少し変わりましたね。市の大会でもそれに準じて行う

など、変更する部分の説明をお願いします。 

 

子ども教育課長  今現在、まだ詳しい通知が来ておりません。今後連絡が入り次

第、お伝えしたいと思います。練習等につきましては、今各学校

でスタートしていると聞いています。本番の大会につきましても、

人数を絞って参加するというところまでであります。 

 

教育長  本番というのは市の大会ですか。 
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子ども教育課長  市の大会もそうですが、郡大会に準じてです。 

 

教育長  郡大会に準じて行うということですね。 

 

子ども教育課長  はい。例年は１人何種目かに出られたわけですが、人数を絞っ

て行っていけるように進めているということです。 

 

教育長  先日の教育長会でも話が出ていましたが、陸上競技大会と球技

大会と体操大会がありますね。陸上競技については実施し、球技

と体操については、今、検討中ですが、これも体操は今まで３種

目だったものを２種目に、球技については検討中です。ソフトバ

レーボールについては、種目が変わり、去年行わなかったので、

今年は３年目ということで実施し、様子を確認するという話でし

た。陸上競技大会については、６年生だけを対象に実施すると考

えているようです。 

 ですから今お話しした様に、郡の大会に合わせて実施というこ

となので、縮小した大会になるということだと思います。 

 また、山武地区教育委員会連絡協議会の総会ですが、これにつ

いてはコロナ禍ではありますが、感染対策を取った上で、今のと

ころ開催する方向となっています。 

 

教育長  行事予定についてはよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○その他 

教育長  そのほかに報告すべき事項があればお願いします。 

 

歴史民俗資料館長 皆様の机上に配らせていただきました資料についてご案内させ

ていただきます。これに関しましては、市の指定文化財の普及活

用の事例のご報告ということご案内させていただきます。 

 まずＮＨＫ番組の「青天を衝け」。こちらは、ＮＨＫの大河ド

ラマで日曜の夜８時から総合テレビで放送しております。この

「青天を衝け」に関わりまして、ＮＨＫ千葉放送局が「青天を歩

け」ということで、県内の渋沢栄一に関係する、ゆかりのあると

ころを紹介するマップをつくりたいと相談がありまして、この裏

面に、７番、青い目の人形とございますが、ここの下、写真の絵

柄は小さいですが、市の指定物件であります青い目の人形、こち
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らを紹介したいという依頼がありましたので、掲載を許可しまし

た。 

 こちらですが、ここに説明がありますが、渋沢栄一が関係して

おりました日本国際児童親善会というところが、当時険悪化しつ

つあった日米の橋渡し役ということで、日本側からは「市松人

形」、アメリカ側からは「青い目の人形」が送られました。 

 戦時中に、敵製人形ということでほとんど処分されましたが、

県内では10体ほど残っておりまして、山武郡市内ではこの人形だ

けであるということがありまして、歴史的経緯を勘案して、昭和

62年に市の文化財指定となりました。 

 こちらは、当時、成東小学校に勤務されていた先生が、処分さ

れるのを防ぐために別に保管し、戦後に学校に戻され残すことが

出来た希有なものでございました。 

 ですので、指定物件をこのように紹介していただくということ

がまず一例です。 

 そのほかのシティライフの記事、千葉日報の記事、記念講演会

の資料。これに関しましては全て共通する事項ですが、昨年度、

成東・東金食虫植物群落が国指定100年を迎えたということで、

記念行事を資料館で企画展示を開催しておりました。その企画展

示に関する紹介が千葉日報と、シティライフに関わるものです。 

 そのほかに関連事業として５月８日に、先ほど行事予定の中で

ご案内させていただきましたが、成東・東金食虫植物群落は、国

指定100年の講演会。本当は昨年開催したかったのですが、コロ

ナ禍にあって開催を延期しまして、５月８日に予定しております。

今の状況的には、三密を防ぎながらと考えておりますので、もし

お時間等ありましたらご参加いただければ幸いです。 

 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。いかがですか。よろしいですか。資料

がありますので、ご覧になってください。 

 ほかはございますか。 

 

指導室長  教育委員会ダイアリーの説明をしたいと思います。資料は、29

ページになります。市内の小中学校長会議の報告、連絡の中で提

示させてもらっているものでございます。市内の学校の様子です

とか、子ども教育課が関わっている事業などをこれから載せさせ

ていただいて、情報を伝達していければと思っています。 
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 後の子ども教育課「窓」というところがあるかと思います。

そちらは、私の主観が入らないように内容をまとめながら、各小

中学校から子ども教育課に入ってきたもの、今新聞等に掲載され

ているようなもの、各小中学校の校長に子ども教育課から伝えた

いような内容を載せていきたいというものでございます。ご覧に

なっていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。よろしいですか。 

 ほかにございますか。教育総務課長、お願いします。 

 

教育総務課長  日向小学校の開校式が行われましたので報告をいたします。資

料は、本日お配りしたカラー刷りの両面のものとなります。こち

らの開校式でございますが、令和３年４月９日、午後１時半から、

晴天に恵まれた中で挙行することができました。児童の数は235

名となります。 

 教育長の開校宣言で幕を開けました。また、市長からの校旗の

授与、市長の式辞、校長の挨拶と続き、新６年生からは誓いの言

葉がありました。その後、新校歌の披露もされたところでござい

ます。なお、この中では校歌の作成者に対する表彰も行っており

ます。額の寄贈者は都合によりご欠席されましたので、この額の

寄贈者の表彰を受け、この模様は６月以降の広報紙で掲載してい

く予定でございます。 

 また、この後行われました新入生の入学式につきましては、１

年生、新入生と６年生のみの対応となりました。その間、２年生

から５年生は授業となりました。早速電子黒板を使っての授業が

行われたところでございます。こちらが１ページの下段からとな

ります。 

 この２ページ目以降は翌日以降、授業を行っているところでご

ざいます。また電子黒板は職員室にも設置されまして、活用され

てございます。 

 日向小学校は大部分の児童が通学バスを利用してございます。

大型バス３台、中型バス１台。現在のところ大きなトラブルはご

ざいません。これは路線型のバスということで、高学年の児童は

低学年の児童に席を譲って、全員が乗車するときには一部譲り合

いの形で乗車をしてございます。またバス停の模様、学校での登

校時の模様、下校時の模様などをここに載せさせていただきまし
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た。 

 運行を始めて10日ほどたって、見えてこなかった部分も見えて

きてございます。ダイヤの改正、バス停の位置の変更など、まだ

まだ検討が必要なところがありますが、適宜対応しまして、安全

対策に万全を期した中で行っていきたいと思います。 

 なお、開校式の模様は、その当日の千葉テレビニュース630、

930で放送されたほか、読売新聞、千葉日報等でも取り上げられ

ましたことを報告いたしまして、こちらからの報告といたします。

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。これについてはいかがでしょう。写真

で開校式の様子が掲載されています。 

 今、山武市で「学力向上」が非常に課題になっており、数年前

から校長会との協議会を開いています。 

 今年も当然、学力向上については進めなければなりませんし、

同じように協議会を開催していきますが、例年実施する時期が遅

くなってしまい、それを直ぐに学力向上に結び付けるのが難しい

ため、今年度は、２学期中に実施したいと思っています。その中

で、横芝敬愛高校の白鳥校長が先日お見えになり、前にも皆さん

に一度ご紹介しましたが、学び直しということで、小中学校での

学びが十分に出来ていない子ども達に、しっかりと学び直しをし

ながら学力をつけていくという取組をされています。 

 そのほかにも、各地で、校長並びに教育長等を経験しながら、

その学力向上についての実践をされているということですので、

先日来られたときに、そういった実践の取組について、是非山武

市内の校長方にも知ってもらおうということで、子ども教育課長

と指導室長に同席してもらい、早い時期に白鳥校長のお話を一度

してもらいたいというふうに話をしてあります。 

 通常の校長先生方の研修ということではなく、教育委員の皆さ

んにも、学力向上に向けた協議会の一環として出ていただいて、

そのお話を聞いていただきたいと思っているので、今後計画して

いきますので、よろしくお願いします。 

 

指導室長  分かりました。教育総務課とも調整します。 

 

教育長  ほかにはございませんか。よろしいですか。 
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小野﨑委員  １つ質問です。 

 

教育長  小野﨑委員お願いします。 

 

小野﨑委員  先ほどの植物群落の観察会について、成東・東金食虫植物群落

を守る会の後援が東金市教育委員会になっていますが、山武市は

どうなっていますか。 

 

歴史民俗資料館長 観察会は、成東・東金食虫植物群落を守る会が主催で、山武市

教育委員会が共催です。そして、東金市教育委員会が後援となっ

ております。 

 

小野﨑委員  分かりました。 

 

教育長  ほかはよろしいでしょうか。渡邊委員。 

 

渡邊委員  先ほど言いましたように、睦岡小学校と山武北小学校に行って

いますが、英語の専科が欲しいということをかねてから要望して

いて、今年度、専科の先生とＡＬＴの方が一緒になって授業をや

られていて、先生方も大変喜んでおりました。評価もしてくれる

ということで担任も助かるということで、良かったと思います。 

 質問ですが、英語専科の先生は、小学校全校に配置ですか。 

 

子ども教育課長  全校に配置ということではありません。 

 

渡邊委員  掛け持ちですね。 

 

子ども教育課長  はい。掛け持ちで３名が回っているということでございます。 

 

渡邊委員  掛け持ちで、全校に行くということになっているんですね。 

 

子ども教育課長  はい。 

 

渡邊委員  今後、要望として音楽専科も取ってもらえるようであればうれ

しいです。専門性のある教科ですので、山武市は音楽専科がなく

残念だと思っているところです。 
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教育長  ありがとうございます。 

 ほかはよろしいですか。清水委員。 

 

清水委員  今はコロナ禍の関係で、緊急事態宣言が、大阪、あるいは東京

に出されるんじゃないかということで、いろいろ検討しておりま

すが、大阪、あるいは東京の人の話を聞くと、学校をどうするか

ということが大きな問題になります。初めの緊急事態宣言では、

学校も休業しましたが、あまり評判がよくなく、その後ずっと緊

急事態宣言のときも学校は休校になっていませんが、今度は学校

に対してもブレーキを踏むんじゃないかという意見が出ています

ね。 

 大阪では、タブレットが全生徒に渡っているので、オンライン

授業をやろうかと、その様な検討をしているようです。かなり具

体的になってきていますね。ですから東京が緊急事態宣言となれ

ば、１都３県、非常に隣接していますので、千葉県も遅かれ早か

れ緊急事態宣言の対象になってくるかと思います。 

 そうした場合に、第１回目の緊急事態宣言時の様に学校休業と

なった場合、あの時も議論になりましたが、オンライン授業をど

うするか。前回よりも切迫した感じになっているかと思います。

ですから、いわゆる休業になってもオンライン授業が出来る、そ

ういう準備をしっかりしておく必要があるかと思います。その辺

の対応はどうなっていますか。 

 

子ども教育課長  今一番新しい情報ですと、この後どうなるか分かりませんが、

今のところ、基本的に学校休業はしない。ただ、分散登校は今後

考えていくというところまで、話が出ている状況であります。 

 ほかには教科によって、例えばプールですとか、そういったと

ころの扱い方、そんなところも話が出ていますが、具体的に学校

を休業するといった話は、今のところまだ出ておりません。 

 ただ私達も、昨年度と同様、準備をしなければという思いはあ

ります。 

 

清水委員  学校も集団生活の様な感じで、コロナが蔓延する非常に大きな

原因になっているんじゃないかと、医学の専門家がそういう指摘

をしています。外国では、イギリスも含めて、ロックダウンで、

学校も全部休業にしていますね。 

 ですから今回、歯止めがかからないということになってくると、
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東京オリンピックもありますから、かなり強い方針が示されるか

と思います。ですから休業となったときの対応も、準備しておく

必要があると思います。 

 大阪では、学校にタブレットが配付されているわけですが、Ｗ

ｉ－Ｆｉ環境がない家庭がある分、そういう家庭については、コ

ロナに感染しないよう対策を行い対応し、そのほかの子ども達は

通常のオンラインで行うといったことも考えているようです。 

 ですからそういう部分の検討も、他市よりもハード面、知識面

で進んでいると思いますので、より進んだ形での対応を取っても

らいたいと思います。 

 

小野﨑委員  実現できそうですか。難しい部分もあるのではないですか。 

 

清水委員     直ぐに対応するといったことはできないと思います。ですから、

準備をしておかなければなりませんね。 

 

小野﨑委員  一例として、共働きであれば、家に誰もいない中、子どもだけ

残すということになりますね。 

 

今関委員  昨年度も自宅で見られない子ども達は学校に行っていましたよ

ね。 

 

清水委員  昨年度もそういう議論はあったので、大阪でも同じような議論

をしていると思いました。 

 

小野﨑委員  そう簡単には出来ないと思います。 

 

教育長  オンライン授業の準備状況は、どうですか。 

 

子ども教育課長  今学校で使っているタブレットを持ち帰るという方向では、ま

だ考えていませんので、清水委員がおっしゃるように、そういっ

たときにどうやって対応していくのか考えていく必要があると思

っています。 

 ただ、タブレットについては、学校から家庭に持ち帰って使う

ということでの想定はまだ十分にしていませんので、環境が整っ

ているところは自宅でやってもらうとか、できないところはまた

学校に来てもらうとかという対応になっていくのではないかと思
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います。 

 

教育長  今回整備した１人１台パソコンというのは、平常時は学校から

持ち出しはしませんが、緊急時にはそれを持って帰れるようにと

整備しているはずです。緊急事態宣言などで休業になった場合に

は、そのタブレット端末は子ども達が持って帰って良いようにし

ています。何のために整備しているのか。それは、緊急事態で学

校で授業をやらないときは、子ども達はそれを自宅に持ち帰って

オンライン授業ができるよう配備しています。 

 ですから、Ｗｉ－Ｆｉルーターを用意してあるのは、Ｗｉ－Ｆ

ｉ環境のない子ども達に、タブレットを使ってもらうために用意

してあるのです。 

 今、清水委員が言われたように、状況が悪くなっていく中で、

当然考えていかなければならないことです。ハード面でもＷｉ－

Ｆｉ環境のない子どものためには、ＳＩＭフリーの使えるような

ルーターは用意してあります。それをどう活用していくかをきち

んと整えておくことが準備になります。 

 そういった意味で、ハード面の問題はクリアできると思ってい

ます。タブレット端末はありますし、Ｗｉ－Ｆｉルーターは配れ

るものを用意してあり、学校の環境は整っています。何が問題か

といったら、双方向のオンライン授業を先生が展開できるかどう

かです。 

 

小野﨑委員  そこが問題ですね。 

 

教育長  今までは環境が整わず、出来なかったということですが、今度

は環境も整っています。ですから、それに対応できるように準備

をしておくことが必要であって、そのことをリードするのが教育

委員会の役割だと思います。 

 

清水委員  優れた先生がいらっしゃると思うので、そういう部分でモデル

的に実践してもらい、それを普及していくような姿勢が必要かと

思います。今の状況では、十分な知識がないと思いますが、やら

なければならないという状況になってきていると思います。 

 

教育長  各学校でもズーム研修をやっていて、そのズームを使った授業

展開であれば出来るように準備をしています。ですから、出来な
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いことはないと思います。 

 ただ、今言ったようにオンライン授業を行ったことがないので、

各家庭にいる子ども達に対して、どういうアプローチを先生が画

面を通してしたらいいのか、そういったソフト的な技術を高めて

いく。それはもう実践しているところの例を勉強したり、そうい

うことを学ぶしかないと思うので、準備をしてもらいたいと思い

ます。 

 

子ども教育課長  分かりました。準備します。 

 

清水委員  教員も児童生徒も、そういったことを出来るようにしなければ

ならないと思います。 

 

教育長  そのためには、Ｗｉ－Ｆｉ環境がない子ども達がどの程度いる

か、きちんと把握しておいてください。例えば全校がそうなった

ときに、Ｗｉ－Ｆｉルーターが十分に行き渡る数があるかという

と難しいと思います。 

 

生涯学習課長  昨年度、学校教育課で調べまして、要保護、準要保護世帯など

環境が整っていない世帯分の数は、用意してあります。 

 

教育長  保護などを受けている家庭には配れますね。 

 

渡邊委員  そこに至らない低所得世帯の人で持っていない家庭もあるかも

しれません。 

 

教育長  若干、お持ちでない家庭もあるかもしれませんので、きちんと

把握しておかないと、Ｗｉ－Ｆｉルーターを配る時に混乱してし

まうと思います。 

 

小野﨑委員  ＩＣＴ支援員が来たときに、学校の中でとりあえず、教室内で

実践してみて、どういうふうになるのか、どこかで試験すべきで

すね。 

 

教育長  そうですね。それが、今言った準備の部分です。 

 

小野﨑委員  学校の中でやってもらえれば良いですね。 
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今関委員  もし授業が出来ない場合は、ホームルームをやってもらいたい

と思います。休みの間は、生活リズムが本当に崩れてしまう児童

生徒がいるので、せめて朝だけでもいいので、点呼を取るなど連

絡を取り合える環境があることだけでも良いかなと思います。 

 授業を行うことは大変ですが、 低でも出欠ぐらい取ってくだ

さるとありがたいというのが保護者の意見です。 

 

小野﨑委員  それをオンラインで行うということですね。 

 

今関委員  そうです。 

 

教育長  ご家庭での健康観察、そういうことですよね。 

 

今関委員  オンラインで、クラスのみんながいる実感を持ちたいというの

があると思います。離れ離れで授業ができなくても、せめて出欠

確認がみんなでできたら良いと思いました。 

 

教育長  ズームについて、無料契約だと40分という時間制限があります

ね。学校の授業で使う場合、40分では難しいと思いますが、その

ライセンスはどうなっていますか。 

 

生涯学習課長  すみません。調べます。 

 

教育長  実際に授業を行うとなったら、その辺もクリアしなくてはなり

ません。ズームを使えるようになっても、時間制限で、朝の会を

したらもう一度接続し直さなくてはなりません。また、マイクロ

ソフトチームも使えるはずです。ウインドウズのライセンスを取

っているはずなので、その辺も確認してください。 

 例えばズームの様に時間制限で料金が発生するのか。端末何台

までの接続が可能かなど、そういったことをきちんと調べて、ど

の様に行うのが一番良いか、確認しながら準備をお願いします。 

 

子ども教育課長  はい。分かりました。 

 

教育長  新型コロナウイルスは全く収束していませんので、その対応は

考えておかなければいけないと思います。 
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 ほかにはよろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  以上で教育委員会第４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00分 
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