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令和３年山武市教育委員会第５回定例会会議録 

 

１．日 時  令和３年５月20日（木）午後２時00分開会 

２．場 所  車庫棟２階第６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（請負契

約の締結）に同意することについて） 

 議案第２号 山武市学校評議員の委嘱について 

 議案第３号 山武市立日向小学校学校運営協議会委員の委嘱について 

 議案第４号 山武市立睦岡小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６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７号 山武市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

 議案第８号 令和３年度教科用図書山武採択地区協議会規約の承認について 

 議案第９号 令和３年度教科用図書山武採択地区協議会委員の選出について 

 

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 

 

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 蓮沼中学校・松尾中学校学校統合準備委員会の進捗状況について 

 報告第３号 令和２年度山武市学校評議員事業報告について 

 報告第４号 ６月の行事予定について 

 報告第５号 令和３年山武市議会第２回臨時会の報告について 
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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 

生涯学習課係長 鈴木 貴広 

スポーツ振興課長 大谷 広貴 

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２時00分 

教育長  皆さん、ご苦労さまです。 

 本日、ＧＩＧＡスクール構想で導入した児童生徒用のパソコン

を見ていただきましたが、いかがでしたか。説明があったように、

スカイメニューでは、先生方が資料を配付したり、子ども達の画

面を集約したり、そういったことができるソフトを使い授業展開

をしてもらうというのが基本となります。 

 後に説明があったプログラミング用のいくつかのソフトもア

プリケーションを入れてありますので、市内の学校では、プログ

ラミングについて直ぐにソフトを使って行うことができます。 

 スカイメニューの機能を今後の授業で必ず使っていかないと上

手くＩＣＴを使った授業展開をするのが難しいと思いますが、日

向小学校に関して言えば、スカイメニューがなくても同じ授業が

展開できる環境になっています。 

 現在、パソコンの初期設定も全て終わっていますので、よろし

くお願いします。また機会があれば、実際の学校現場で使ってい

る姿を見ていきたいと思います。 

 それでは、ただ今から、令和３年教育委員会第５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。今回は、清水委員

を指名いたしますのでよろしくお願いします。 

 

清水委員  はい。 

                                      

◎日程第２ 会議録の承認 

教育長  日程第２、会議録の承認です。令和３年教育委員会第４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４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。２ページをご覧ください。 



－4－ 

 ４月23日から５月20日、本日までの分となります。主だったも

のを説明してまいります。 

 ４月23日、第２回部内政策会議。 

 また、「子ども第三の居場所事業」打ち合わせ。日本財団の行

っている補助事業で、「子ども第三の居場所事業」があります。

この事業は、その子どもの第三の居場所をつくることに対して、

開設費用や３年間の運営費を財団が負担してくれるというもので

す。但し、３年間の運営費を出した後は、各自治体などが独自で

運営するという内容となっております。 

 なお、山武市には支援団体として教育支援のＮＰＯ法人ＧＡＡ

があります。日本財団のこの事業の申請資格がＮＰＯ法人や公益

法人といったものに限られており、行政ではこの申請ができませ

ん。山武市では、そういう教育支援のＮＰＯ法人を立ち上げて持

っていたので、そこに主体になって申請をしていただきました。 

 この第三の居場所については、不登校や学校に来られない子ど

もを支援するものですが、パターンが３つ程あり、その中の１つ

を申請しています。 

 また、この申請をした理由は、行政組合が運営しているハート

フルさんむという通級指導教室がありますが、その「山武教室」

が非常に老朽化している状況の中で、もう何年も前から、そのハ

ートフルさんむの施設を新しくしてほしい、あるいは別の場所が

ないかというような要望が来ていました。 

 ですが、予算にも限りがあり対応が難しく、また行政組合が運

営となっており、なかなか進んでおりませんでした。この事業が

承認されれば、そういう今のハートフルさんむ教室に代わるもの

としても使えるのではないか、その場所として利用できるのでは

ないかということで、設備費、開設費で５千万円、運営費で２千

万円、 大で７千万円程度の補助が受けられるため、現在申請を

しています。 

 また全国規模で募集しており、かつ、審査が非常に厳しく、応

募数も多いといった話を聞いています。ですので、審査が通るか

どうか全く分かりません。ただそういうものにチャレンジしよう

と思い、申請をしました。そのための打合せになります。詳細に

ついて、何かあれば後ほどお答えしたいと思います。 

 ４月26日、東金市教育委員会の永野主幹来庁。来年度の教科用

図書の採択ですが、今年度その採択会議を行いますが、事務局が

東金市教育委員会で、そちらの担当の方が内容の確認でお見えに
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なりました。 

 ４月27日、臨時のオンライン校長会議。Ｚｏｏｍを使い、オン

ラインでの校長会議を開催いたしました。昨年度も一度行ってい

ますが、各学校の校長も大幅に替わり、新型コロナウイルスの状

況が一向に良くならない中で、集まっての会議ができないことも

想定して、一度繋いで実施する必要があり、オンラインでの校長

会議を開催させていただきました。 

 ４月28日、先ほど説明した「子どもの第三の居場所事業」につ

いて、市長に説明を行いました。 

 ４月30日、千葉県教育長訪問。今回、冨塚昌子前千葉県環境生

活部長が県の教育長になられまして、市長と共にご挨拶に行って

きました。 

 ５月６日、大平小学校長来庁。金親校長ですが、山武市の小学

校陸上大会の開催について、今年度は記録会という形で、小学校

５、６年生を対象に開催したいということで、その説明を受けま

した。その後には、市議会第２回臨時会についての議会全員協議

会が開催されました。 

 ５月７日、庁議。 

 ５月10日、行政組合教育委員会来庁。以前お話ししたように、

現在会長が不在のため、職務代理として決裁をしております。 

 ５月11日、旧日向小学校跡地活用の進め方について、公室で今

後の進め方についての説明、打ち合わせがございました。５月15

日に地域説明会が開催されました。また、この跡地活用について

は、公募型のプロポーザルをしながら進めていくことになってい

ます。その後に校長会議が開催されています。 

 ５月13日、市議会第２回臨時会が開催されました。後ほど報告

があると思いますが、今回、議長、副議長、また常任委員等委員

の改選がございまして、議長に能勢議員、副議長に北田議員が決

定しております。その後、社会教育委員会議の第１回目が開催さ

れています。同日ですが、蓮沼中学校・松尾中学校の統合準備委

員会の全体会が蓮沼中学校体育館で開催されています。委員の皆

様にも参加していただいております。 

 ５月14日、山武市小学校陸上記録会。先ほど金親校長が説明に

来られたお話をしましたが、記録会が成東総合運動公園で開催さ

れました。 

 その後ですが、千葉県立農業大学校訪問。校長ほか先生方に校

内を案内していただきました。環境が非常に良いと大変喜ばれて
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おりました。 

 また、教室の配置等を案内して見せてもらいましたが、教室以

外に研究室が沢山あり、農業大学校ですので、病害虫の駆除に関

することなどのお話を聞いてきました。テントウムシを使ってア

ブラムシを駆除すること、またジャンボタニシが今問題になって

いまが、ジャンボタニシをドッグフードを使い集めて駆除すると

いうようなことを研究しているそうです。 

 タニシなので、殻がついています。カルシウムをすごく必要と

するらしく、ドッグフードを置いておくと、ジャンボタニシが寄

ってくる。その様にして寄せて捕まえるといったことも今行って

いるというお話でした。 

 その後に園長・副園長会議がございました。第２回目の会議で、

今年度１回目の会議には出席できませんでしたので、今年度 初

の出席となりました。 

 ５月15日、山武中学校体育祭が開催され、出席しています。 

 ５月17日、庁議。 

 ５月18日、要保護児童対策地域協議会代表者会議。大会議室で

開催されております。今回、家庭児童相談係等が教育部に移って

きたため、出席して挨拶をさせていただきました。 

 ５月20日、本日ですが、午前中に東京オリンピック・パラリン

ピックの推進本部会議が開催されました。予定していたスリラン

カ選手団の事前キャンプについては、コロナ禍の状況から中止と

いう形になりました。 後に、教育委員会第５回定例会となりま

す。 

 以上です。何かご質問等が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、議事に入ります。 

 本日の議題ですが、議案第２号、山武市学校評議員の委嘱につ

いて、議案第３号、山武市立日向小学校学校運営協議会委員の委

嘱について、議案第４号、山武市立睦岡小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６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７号、山武市学校給食セ

ンター運営委員会委員の委嘱について、議案第９号、令和３年度

教科用図書山武採択地区協議会委員の選出について、協議第１号、
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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、ま

た、議案第８号、令和３年度教科用図書山武採択地区協議会規約

の承認については、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、議案第２号から議案第９号及び協議第

１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、議決事項です。 

 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（請負契約の締結）に同意することについて）、提案理

由の説明をお願いいたします。施設整備課長、お願いします。 

 

施設整備課長  議案第１号についてご説明申し上げます。４ページをご覧くだ

さい。 

 今回の工事は、予定価格１億５千万円以上の工事となります。

そのため、提案理由のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第29条規定により、議会の議決を経るべき議案について

は、教育委員会の意見を聞くこととなっております。 

 開札は３月25日でありましたが、今回の入札は、低入札価格調

査試行対象による調査基準価格が設定されている中、７ページの

開札調書のとおり、入札書記載金額の一番低かった日本装芸株式

会社の入札金額２億6,300万円が、調査基準価格２億7,927万円を

下回っていることから、落札者の決定が保留され、低入札価格調

査をした上で契約内容に適合した意向があると判断され、落札者

として５月６日に決定されました。よって仮契約を５月12日に契

約し、５月13日の市議会臨時会に上程させていただき、可決、本

契約とさせていただきました。 

 今回、教育委員会組織規則第４条の規定により、教育長代理と

して処理させていただきましたこの件について、ご承認をお願い
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するものでございます。 

 超大型工事の中、終わりの見えない新型コロナウイルス感染症

の影響により、多少緩和されましたが、部品の調達や人員確保が

相変わらず困難なため、仮契約の状態を工事の開始ができる本契

約として万全を期すためのものです。 

 ６ページをご覧ください。契約の目的は、松尾中学校空気調和

設備機能回復工事（債務負担行為）、契約の方法は一般競争入札、

契約金額、２億8,930万円、契約の相手方は、千葉県柏市中央町

５番地16、ＴＫビル２階、日本装芸株式会社千葉支店となります。 

 なお工事概要は、松尾中学校全体の空調設備を更新し、夏休み

を中心とした工事となりますが、教室数が多いため、工期は令和

４年３月４日までとしてあります。 

 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した。 

 ただ今の説明について、何かご質問等ございますでしょうか。 

 

小野﨑委員  １つだけいいですか。 

 

教育長  小野﨑委員、お願いします。 

 

小野﨑委員  ７ページの庄司工業株式会社と京葉工管株式会社については、

２者とも調査基準価格と同額ですね。 

 

施設整備課長  公表されている予定価格の１割カットがこの金額となりますの

で、その割合で算定された金額だと思います。 

 今回、その調査基準価格よりも下に入れてきた入札者がいまし

たので、きちんと履行できるかどうかを審査し、問題がないとい

うことで、日本装芸株式会社に決まりました。 

 

小野﨑委員  安くなってよかったですね。分かりました。 

 

教育長  ほかはよろしいですか。 

 

 （「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い

たします。 



－9－ 

 

 （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。 

                                      

○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、山武市学校評議員の委嘱について。ここからは秘

密会とします。提案理由の説明を事務局からお願いします。指導

室長、お願いします。 

 

※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、山武市立日向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、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、山武市立睦岡小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、山武市立松尾小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。 
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※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、山武市学校給食センター運営委員会委員の委嘱に

ついて、説明をお願いします。学校給食センター長、お願いしま

す。 

 

※学校給食センター所長から、資料に基づき内容を説明 

 

※審議結果 原案のとおり可決 

                                      

○議案第８号 

（議案第８号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第８号、令和３年度教科用図書山武採択地区協議会規約の

承認について、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。 

 

※子ども教育課長から、資料に基づき内容を説明 

 

※審議結果 原案のとおり承認 

                                      

○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、令和３年度教科用図書山武採択地区協議会委員の
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選出について、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 

                                      

◎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、事

務局から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 原案のとおり認定することに決定 

 

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、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、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  資料25ページをご覧ください。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ご報告いたします。 

 ここに記載の４名について委嘱したことをご報告するものでご

ざいます。 

 なお、１番から３番、こちらの委員に関しましては、今年度新

たにＰＴＡ会長になったことにより委嘱をするものでございます。

また、旧ＰＴＡ会長や区長会の代表などは、これまでどおり引き

続き委員を継続していただきまして、２年目は委員が増える形で

の運営となってございます。 

 また、４番目の方は、蓮沼小学校からの推薦があった方でござ
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いますが、昨年度、蓮沼小学校ＰＴＡ会長が委員として参加して

おりましたが、一身上の都合によりご退任されました。本来であ

れば、従来の３名に加えて、新たに今年度のＰＴＡ会長１人を加

えた４名で、この統合準備委員会への参画となりましたことから、

この欠員を補充する形で、蓮沼小学校からＰＴＡの要望なども受

けて推薦があったことによる委嘱でございます。 

 なお、区長会代表については、今後区長会からの推薦をいただ

く予定となってございます。 

 委嘱の期間は、令和３年５月13日から学校統合に関する事務が

終了するまでの間となります。 

 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した。ただ今の報告についてはよろしいで

しょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第２号 

教育長  報告第２号、蓮沼中学校・松尾中学校学校統合準備委員会の進

捗状況について、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  報告第２号でございます。蓮沼中学校・松尾中学校学校統合準

備委員会会議の進捗状況について報告いたします。 

 令和３年度に入りまして、４月23日に代表者会議を開催いたし

ました。議題は今後のスケジュールで、今年度の検討項目とその

協議の方法について、５月13日の全体会議に向けた議案の調整を

行いました。 

 その代表者会議の中で、通学バスの運行費用については、来年

度予算に計上していきますが、昨年度９月の市議会で長期契約に

ついて承認されました。よって、４月28日に通学バス作業部会を

開催した次第でございます。 

 また、５月13日の全体会議でございますが、今年度の検討項目

及びその協議方法についてお諮りいたしまして、全て承認された

ものでございます。承認された内容については、下段に記載のと

おりです。 

 報告は以上となります。 
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教育長  ありがとうございます。準備委員会の進捗についてですが、い

かがでしょうか。よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第３号 

教育長  報告第３号、令和２年度山武市学校評議員事業報告について、

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、令和２年度山武市学校評議員事業報告についてで

ございます。資料は27ページから29ページになります。 

 17校の小中学校中、松尾小学校、山武中学校の２校については、

学校運営協議会に代わったため、その２校を除いた15校の令和２

年度の学校評議員の事業報告でございます。 

 表中の黒丸は、新型コロナウイルスの感染等の関係で中止とな

ったものでございます。右側の上段部の白丸は成果、下段の三角

は課題となっております。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございました。各学校の成果と課題について書かれ

ておりますが、いかがでしょうか。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。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第４号 

教育長  報告第４号、６月の行事予定について、報告をお願いいたしま

す。 

 

教育総務課長  初めに、教育総務課からご報告をいたします。 

 ６月17日、木曜日でございます。教育委員会第６回定例会を午

後１時半から、市役所３階大会議室で行います。 

 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。 

 ６月１日、山武郡市小学校陸上競技大会が、横芝光町ふれあい
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坂田池公園陸上競技大会で行われます。 

 ６月５日、大富小学校運動会。 

 ６月８日、第３回校長会議。日向小学校で、授業を参観した後

行うことになりました。 

 ６月10日、事務所訪問、成東東中学校。 

 ６月18日、次長訪問、山武中学校。 

 ６月22日、同じく次長訪問、山武北小学校。 

 ６月30日、所長訪問、蓮沼中学校・蓮沼小学校となります。 

 以上です。 

 

生涯学習課係長  生涯学習課からご報告いたします。 

 ６月５日、山武市子ども会交流会。房総子どもかるたを午前９

時から大平小学校体育館で予定しております。 

 ６月13日、郷土芸能保存団体連絡協議会の役員会議。午後３時

から、成東中央公民館で予定しております。 

 ６月17日、山武地方社会教育連絡協議会役員会。午後２時から、

のぎくプラザ視聴覚室で予定しております。 

 ６月25日、令和４年成人式実行委員会。第１回目です。午後６

時から、第６会議室で予定しております。 

 生涯学習課からは以上です。 

 

子育て支援課長  子育て支援課です。 

 ６月18日、幼稚園・こども園園長・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。 

 

教育総務課長  教育総務課です。併せて、６月市議会の日程について報告いた

します。 

 ６月１日、市議会第２回定例会が開会されます。 

 一般質問は、６月９日から６月11日までの、３日間の予定とな

っております。 

 ６月15日、文教厚生常任委員会。また、６月22日、議会の 終

日を迎えます。 

 以上報告といたします。 

 

教育長  ６月の行事予定についてはいかがですか。 

 清水委員、お願いします。 
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清水委員  ６月８日、第３回校長会議については、日向小学校で実施、授

業を参観しながら実施というお話でしたが、非常に良いと思いま

す。定例の集まりでもあり、特に、研修の様に実施していただき

ましたが、校長の理解や意欲を皆に伝え、叱咤激励をしなければ、

人が付いていかないと思います。 

 しっかりと現場を見ていただき、取り組みが進んでいるところ

を見て、指導をしていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

教育長  よろしいですか。 

 ほかには何かございますでしょうか。大丈夫ですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

                                      

○報告第５号 

教育長      報告第５号、令和３年山武市議会第２回臨時会の報告について、

お願いいたします。教育部長、お願いします。 

 

教育部長  報告第５号、令和３年山武市議会第２回臨時会の報告をさせて

いただきます。資料をご覧ください。 

 ２ページ目から、会議の日程になります。内容につきましては、

先に教育長報告の中でご説明していただきましたが、私からも簡

単に説明させていただきます。資料２ページ、会期日程。５月13

日、木曜日。臨時会がありました。 

 続きまして３ページ目、提出議案になります。議案は、第１号

から第５号までありますが、議案第３号までは人事案件で、固定

資産評価審査委員会の委員の選任、同意ということで、これも全

員の議員の皆様から同意をいただいた案件です。 

 ４番目、議案第４号につきましては、先ほど施設整備課長から

説明がありました、松尾中学校の空調の機能回復工事の請負契約

の締結。これもご承認いただいております。 

 議案第５号につきまして、財産の取得ということで、消防車の

購入の案件でございます。 

 ４ページ目になります。議会の議長の交代がありました。選挙

の結果、能勢秋吉議員が議長に、北田守議員が副議長になったと

いうことでございます。 
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 文教厚生常任委員会につきましては、ここに７名の委員の皆様

が、議長の指名で構成されており、その中で、委員の互選で委員

長、副委員長を決めるということでした。その互選の結果、石川

和久議員が文教厚生常任委員会の委員長、櫻田基介議員が副委員

長になったということでございます。 

 第２回臨時会の概要説明は以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 ただ今の第２回臨時会の報告については、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りますでしょうか。指導室長、

お願いします。 

 

指導室長  「山武市教育委員会ＤＩＡＲＹ」について、内容をご説明申し

上げます。ページは31ページから33ページになります。 

 英語推進担当者会議ですが、本年度から令和５年度まで外国語

指導助手派遣業務については、市と委託契約している会社が、株

式会社インタラックから株式会社ハートコーポレイションに変更

となりました。 

 児童のバス送迎の写真については、日向小学校の朝の登校の様

子を教育総務課学校再編推進係担当者と共に直接確認したときの

ものでございます。 

 職員研修ですが、コロナ禍ではありますが、感染対策を施した

上で、昨年度実施できなかった研修会等を、今年度は開催できて

いるところでございます。資料の写真は、市内の教務主任研修会

での様子でございます。今年度は16名中５名の先生方が教務主任

１年目でございます。 

 また、防災無線「下校時の見守りアナウンス」ですが、毎週月

曜から金曜日までの祝日を除く午後２時30分に、市内の中学校の

生徒がアナウンスをさせていただいております。今までのアナウ

ンスは、女子生徒が行っておりましたが、今度は成東東中学校で

男子生徒を推薦していただきました。 

 33ページの写真は、オンラインの朝の会の様子、ダンス教室推

進事業、先ほど申しました教務主任研修会、オンライン臨時校長
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会議、スカイメニュー研修会、松尾小コミュニティースクール、

特別支援学級担当者研修会の様子でございます。 

 中でも、１人１台パソコンを活用した実践等ですが、日向小学

校をＩＣＴ教育推進指定校として位置づけ、ＩＣＴ支援員、ＧＡ

Ａ等のサポートのもと、情報化推進会議と協力、連携を図りなが

ら、推進体制の整備、充実に努めてまいりたいと考えております。 

 日向小学校には電子黒板が導入されましたので、電子黒板と伴

に、１人１台パソコンを授業においてどのように活用、実践して

いくか、また市の推進校として日向小学校から多くの情報を発信

していくことを考えているところでございます。よろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございました。「教育委員会ＤＩＡＲＹ」について

報告がありましたが、いかがでしょうか。何かお聞きになりたい

点等ありますか。よろしいですか。 

 木島委員、お願いします。 

 

木島委員  今回から英語教育推進、ＡＬＴの業務の会社を替えたというこ

とですが、ハートコーポレイションについては、プレゼンテーシ

ョンを受けて、どの様な優れた点があったのでしょうか。 

 

子ども教育課長  子ども達に対して教えることはもちろんですが、パソコンを使

っての遠隔授業等に対応できるということで、非常にその点を売

りにしており、そういった部分のサポートが受けられるというこ

とです。 

 

木島委員  分かりました。期待しています。 

 

子ども教育課長  現在、担当の指導主事が、ＡＬＴ全員の授業に参加させていた

だいて、状況を把握しているところでございます。 

 

木島委員  よろしくお願いします。 

 

教育長  ほかに報告事項はございますか。子ども教育課長、お願いしま

す。 

 



－18－ 

子ども教育課長  教育委員の皆様の園・学校訪問についてであります。以前お示

しいたしました、実施の日時と学校が決まりましたので、再度お

知らせさせていただきます。 

 学校訪問実施要項の右上の表でございます。教育委員会定例会

開催日の午前中を予定させていただきます。７月15日、日向小学

校を始めとして、この様な日程で予定しております。 

 事前に案内をお渡しさせていただきますので、予定に入れてお

いていただければと思います。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。教育委員の訪問先が決まったというこ

とですのでよろしくお願いします。日向小学校への早めの訪問は、

電子黒板の活用を見ていただくためでございますのでよろしくお

願いします。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  ほかに報告事項ありますか。 

 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 ５月12日、火曜日ですが、給食センターの炊飯器が故障し

てしまい、止まってしまいました。ですので、ご飯を山武給食セ

ンターで炊くことになりましたが、時間的に間に合う予定でした

が、大幅に遅れてしまい、各学校にメールと謝罪文を送付させて

いただきました。 

 時間に間に合った学校もありましたが、成東中学校が大幅に遅

れてしまいまして、授業を入れ替えて対応してもらい、中には、

通常の食事をする時間と違ったことにより、食べづらかったとい

うご指摘もありました。大変申し訳ございませんでした。 

 機械の整備は毎日行っていますが、その２日ぐらい前に一度調

子が悪く見てもらっていたのですが、当日突然止まってしまった

ので、急遽山武給食センターで対応させていただきました。大変

ご迷惑をおかけしました。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。この件についてはよろしいでしょうか。

この様に老朽化が非常に進んでいるために、新しい学校給食セン

ターの設置に向けて、今準備を進めているところですので、よろ
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しくお願いします。 

 しかし、計画通りに行ったとしても、完成は何年か先のことに

なるので、その間は慎重に整備しながらお願いしたいと思います。 

 

木島委員  一度この様なことを経験しておくと、次回スムーズな対応がで

きると思います。 

 

教育長  そうですね。なるべくないようにしていきたいと思います。 

 

木島委員  一生懸命やっていても、イレギュラーなことも多々起こり得る

と思いますので、よろしくお願いします。 

 

教育長  ほかに報告事項はありますでしょうか。 

 ないようですので、以上で教育委員会第５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10分 
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