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令和３年山武市教育委員会第12回定例会会議録 

 

１．日 時  令和３年12月14日（火）午後１時30分開催 

２．場 所  本庁舎３階大会議室 

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（市議会定例会提出議案（令和３

年度山武市一般会計補正予算（第９号））に同意することについ

て） 

 議案第２号 山武市スポーツ推進審議会委員の任命について 

 議案第３号 山武市学校給食費に関する規則の一部を改正する規則の制定につい

て 

 

協議事項 

 協議第１号 令和４年度当初予算（案）の概要について 

 協議第２号 山武市白幡体育館等条例の一部改正について 

 協議第３号 山武市教育委員会が管理するスポーツ施設の管理に関する規則の一

部改正について 

 協議第４号 山武市通学バス運行及び利用に関する規程の一部改正について 

 協議第５号 山武市立小学校及び中学校就学区域に関する規則の一部改正につい

て 

 協議第６号 山武市立小学校及び中学校文書管理規程の一部改正について 

 協議第７号 山武市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の一部改正に

ついて 

 

報告事項 

 報告第１号 山武市議会第４回定例会の報告について 

 報告第２号 蓮沼中学校・松尾中学校学校統合準備委員会会議の進捗状況につい

て 

 報告第３号 令和３年度卒業式・令和４年度入学式について 

 報告第４号 第70回左千夫短歌大会について 

 報告第５号 行事の共催・後援について 

 報告第６号 １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   清水 新次 

      委員         今関 百合 

      委員         木島 弘喜 

      委員         渡邊 礼子 

      委員         北田 昭雄 

 

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 

スポーツ振興課長 大谷 広貴 

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  皆様、ご苦労様です。早いもので、もう師走も中旬になってま

いりました。寒さも大分厳しくなってきておりますが、本日は午

前中の蓮沼中学校の訪問、そこから引き続きまして定例会の開催

に当たりお集まりいただきありがとうございます。 

 ただ今から、令和３年教育委員会第12回定例会を開会いたしま

す。 

 緊急事態宣言は解除されておりますが、引き続き、感染拡大防

止の取組が必要であることから、本定例会におきましても、事務

局からの説明は要点のみ簡潔にさせていただき、時間短縮を図り

ながら行いますので、よろしくお願いいたします。 

                                      

◎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、今関委員

を指名いたしますので、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11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  異議がないようですので、教育委員会第11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ページ目をご覧ください。11月12日から12月14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。 

 11月12日、松尾中学校の体育祭が行われ、視察に行ってまいり

ました。また、午後ですが、市長表彰で前教育委員の小野﨑一男

様の表彰が行われました。また同日、テントを寄附いただいた天

野様も被表彰者でしたが、当日はご欠席されております。 

 11月15日、職員採用面接。上級職の最終面接を行いました。 

 11月16日、庁議。その後に同じく上級職の採用面接を行ってい
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ます。 

 11月17日、市議会第４回定例会一般質問の関係で、庁内調整会

議及び部内調整会議を行いました。 

 11月18日、睦岡小学校の木原養護教諭が文部科学大臣表彰を受

賞されまして、その報告に土屋校長と一緒においでになりました。 

 11月19日、職員採用面接。初級職の面接になります。 

 11月21日、令和３年山武市成人式。三部構成でやらせていただ

きました。参加者数は、後ほど報告があると思いますが、例年よ

り若干少なく、約６割程度の参加者ということです。 

 11月22日、教育長協議会が開催されました。 

 11月24日、市議会第４回定例会の開会日でございます。定例会

の前後に議会全員協議会が行われています。 

 11月26日、部内政策会議。また、教育委員会第12回定例会の事

前打ち合わせで議案の確認を行いました。 

 11月29日、蓮沼中学校・松尾中学校学校統合準備委員会全体会

を開催し、教育委員の皆様にもご出席いただいております。 

 12月２日、市議会第４回定例会一般質問がございました。市川

議員、長谷部議員、石川議員から質問が出ています。 

 12月３日、議会全員協議会。本会議前に議会全員協議会があり、

補正予算第９号ということで、追加提出議案の説明がありました。

その後、本会議では一般質問が行われています。また、本会議が

終了した後に議員研修会が開催されました。岩谷防災監による

「山武市の防災について」という講演でございました。 

 12月６日、山武市校長面接。各学校の人事要望に関する聞き取

りでございます。 

 12月７日、文教厚生常任委員会。教育部においては補正予算案

のみということで、議案はございませんでした。その後、庁議が

開かれています。 

 12月８日、校長会議を開催しました。この日、天気が非常に悪

く大荒れになる予報でしたので、オンラインで会議を開催し、校

長方には各学校にとどまっていただきました。 

 12月９日、新規採用職員講話。30分ほど話をさせてもらってい

ます。その後、ＮＴＴ東日本の方がおいでになりました。また、

東京2020大会ボランティアスタッフ、関根静夏氏の講演がござい

ました。スリランカチームの専属スタッフをやっていた方で、ス

リランカについてのご講演です。 

 12月10日、企画政策課との打ち合わせ。この後、昨年寄附をい
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ただいた槍木勝典様が国から紺綬褒章を授与されまして、その伝

達に市長とともに行ってきております。 

 12月11日、全国中学生人権作文コンテスト千葉県大会・子ども

の人権ポスター原画コンテスト千葉県大会。受賞者の山武支部表

彰式が行われ、行っております。 

 12月13日、市議会第４回定例会の閉会日。全ての議案をご承認

していただいております。 

 12月14日、本日ですが、午前中は蓮沼中学校の訪問。そして、

教育委員会第12回定例会となります。 

 以上でございます。何かご質問等はございますか。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、山武市スポーツ推進審議会委

員の任命については、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恐れがあることから、協

議第１号、令和４年度当初予算（案）の概要について、協議第２

号、山武市白幡体育館等条例の一部改正については、市議会定例

会提出前であることから、協議第３号、山武市教育委員会が管理

するスポーツ施設の管理に関する規則の一部改正については、意

思形成過程であり、公開に適さない事項であることから、教育委

員会会議規則第12条の規定により秘密会としたいのですが、いか

がでしょうか。賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

 （全員挙手） 

教育長  挙手全員です。よって、議案第２号、協議第１号、協議第２号

及び協議第３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（市議会定例会提出議案（令和３年度山武市一般会計補正

予算（第９号））に同意することについて）、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。 
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子ども教育課長  代理の承認を求めることについて、お願いしたいと思います。

資料４ページをご覧ください。 

 山武市教育委員会組織規則第４条第１項の規定により、代理し

処理したので、同条第３項の規定により、これをご報告しご承認

を求めるものであります。 

 資料５ページをご覧ください。歳出でございますが、中学校修

学旅行等キャンセル料補助事業です。修学旅行等が実施されたこ

とにより、キャンセル料の補助金を減額するものです。114万６

千円の減額となります。修学旅行に行った学校は、成東中学校、

山武中学校、蓮沼中学校、松尾中学校です。また、自然教室が、

山武中学校、蓮沼中学校、松尾中学校です。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。ただ今の説明について、何かご質問等

ございますか。 

 

 （「なし。」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。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、山武市スポーツ推進審議会委員の任命について。 

 ここから秘密会といたします。 

 提案理由の説明をお願いいたします。スポーツ振興課長、お願

いします。 

 

※スポーツ振興課長から、資料に基づき内容を説明 

 

※審議結果 原案のとおり可決 

 

教育長  ここで秘密会を解きます。 

                                      

○議案第３号 
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教育長  議案第３号、山武市学校給食費に関する規則の一部を改正する

規則の制定について、説明をお願いいたします。 

 給食センター所長、お願いします。 

 

給食センター所長 議案第３号、山武市学校給食費に関する規則の一部を改正する

規則の制定についてでございます。教育委員会第11回定例会でご

協議いただいた内容から一部変更箇所がございましたので、ご説

明いたします。 

 資料９ページ、山武市学校給食費に関する規則の一部を改正す

る規則（案）の別記第３号様式をご覧ください。 

 様式中の千葉県山武市納付書原符の納期限の下の欄に、山武市

成東学校給食センターの電話番号の記載がありましたが、削除さ

せていただきました。そのほかにつきましては、変更はございま

せん。 

 ご説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 様式中、一部変更があったということですが、いかがでしょう

か。何かございますか。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、協議事項です。協議第１号、令和４年度当初予算

（案）の概要について。 

 ここから秘密会といたします。 

 事務局からの説明をお願いいたします。 

 教育部長、お願いします。 

 

※教育部長及び各所属長から、資料に基づき内容を説明 



－8－ 

 

※審議結果 原案のとおり了承 

                                      

○協議第２号 

（協議第２号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  協議第２号、山武市白幡体育館等条例の一部改正について、説

明をお願いいたします。スポーツ振興課長、お願いします。 

 

※スポーツ振興課長から、資料に基づき内容を説明 

 

※審議結果 原案のとおり了承 

                                      

○協議第３号 

（協議第３号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  協議第３号、山武市教育委員会が管理するスポーツ施設の管理

に関する規則の一部改正について、説明をお願いします。スポー

ツ振興課長、お願いします。 

 

※スポーツ振興課長から、資料に基づき内容を説明 

 

※審議結果 原案のとおり了承 

 

教育長  ここで秘密会を解きます。 

                                      

○協議第４号 

教育長  協議第４号、山武市通学バス運行及び利用に関する規程の一部

改正について、事務局から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  資料は20ページからとなります。令和４年４月に蓮沼中学校と

松尾中学校の統合中学校として開校する山武望洋中学校の通学方

法として一部通学バスを導入することとなりました。そのことに

よって、利用者の範囲に「生徒」を加え、また、別表には学校名

とその学区内の範囲を示しておりますが、そこに山武望洋中学校

とその学区内の対象地域を加えるものでございます。 

 21ページをご覧ください。こちらが改正案となります。別表の

下段にこの項目を加えたところでございます。 
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 22ページ及び23ページは、新旧対照表となります。 

 なお、施行期日は、公示の日からとなります。 

 ご説明は以上でございます。教育長、お願いいたします。 

 

教育長  ただ今の説明に対するご質問等があればお伺いします。よろし

いでしょうか。 

 

 （「はい。」の声あり） 

教育長  それでは、本案件は原案のとおり了承といたします。 

                                      

○協議第５号 

教育長  協議第５号、山武市立小学校及び中学校就学区域に関する規則

の一部改正について、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５号、24ページです。山武市立小学校及び中学校就学区

域に関する規則の一部を改正する規則を制定することについて協

議を求めるものです。 

 提案理由ですが、行政区等設置規則の一部改正する規則により

行政区が変更されたことによる改正及び山武市立山武望洋中学校

が設置されることに伴う山武市立小学校及び中学校就学区域に関

する規則の一部を改正するものです。 

 25ページ及び26ページを併せてご覧ください。別表１ですが、

「宿南」を「椎崎みどり台」に改めます。 

 別表第２ですが、「山武市立蓮沼中学校」を「山武市立山武望

洋中学校」に改め、蓮沼小学校区の次に、「、松尾小学校区、大

平小学校区」を加え、山武市立松尾中学校の項を削ります。 

 令和４年４月１日から施行となります。 

 以上です。 

 

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、本案件は原案のとおり了承いたします。 

                                      

○協議第６号 

教育長  協議第６号、山武市立小学校及び中学校文書管理規程の一部改
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正について、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６号、27ページをご覧ください。山武市立小学校及び中

学校文書管理規程の一部を改正する訓令を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、令和４年３月31日をもって、山武市立蓮沼中学校

及び山武市立松尾中学校が閉校となり、令和４年４月１日より山

武市立山武望洋中学校が設置されることに伴い、山武市立小学校

及び中学校文書管理規程を一部改正するものです。 

 28ページ及び29ページを併せてご覧ください。「蓮沼中学校」、

「蓮中」、「松尾中学校」、「松中」を「山武望洋中学校」、

「望中」と改めます。 

 令和４年４月１日から施行となります。以上です。 

 

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、本案件は原案のとおり了承します。 

                                      

○協議第７号 

教育長  協議第７号、山武市立小学校及び中学校の施設の開放に関する

規則の一部改正について、説明をお願いします。スポーツ振興課

長。 

 

スポーツ振興課長 資料は30ページからになります。協議第７号、山武市立小学校

及び中学校の施設の開放に関する規則の一部改正についてご説明

します。 

 提案理由は、山武市立松尾中学校と蓮沼中学校の統合による名

称及び日向小学校の旧山武南中学校への移転に伴い、本規則の一

部を改正するものでございます。 

 資料32ページ、新旧対照表をご覧ください。別表第２の上段、

「大富小学校」を「大富小学校・日向小学校」、中段の「大富小

学校・山武中学校・旧山武南中学校体育館・蓮沼中学校講堂」を

「大富小学校・日向小学校・山武中学校体育館・旧蓮沼中学校講

堂」に、下段の「松尾中学校講堂」を「山武望洋中学校講堂」に

改めます。 
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 施行期日は、令和４年４月１日でございます。 

 ご説明は以上です。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。こちらも統廃合に関連する例規整備と

なります。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、山武市議会第４回定例会の

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  市議会第４回定例会の一般質問についてご報告をさせていただ

きます。 

 資料は、34ページ目をご覧いただきたいと思います。また、別

紙でお配りしました資料を併せてご覧ください。 

 今回の議会は、11月24日から12月13日までの会期20日間で行わ

れ、一般質問につきましては12月２日、３日の２日間で個人質問

として行われました。 

 35ページ目をご覧ください。一般質問通告書でございます。今

回、教育委員会に関する質問は、石川議員、市川議員、長谷部議

員、齋藤議員の４人からご質問がありました。各議員からの質問

とそれに対する答弁につきまして要約して報告させていただきま

す。 

 別冊資料１ページ目をご覧いただきたいと思います。石川議員

の質問になります。石川議員から、東京2020オリンピック・パラ

リンピック大会について、（１）ホストタウン事業の評価につい

てとして、オリ・パラ教育推進の成果と今後の取組についてどの

ようにつなげていくのかというご質問がございました。 

 このご質問に対し、教育長から、東京オリンピック・パラリン

ピック大会を契機に、平成27年１月に、「スポーツによる青少年

の健全育成」、「国際感覚を身につけた人材の育成」、「人権教

育の推進」の３つの目標を掲げたオリ・パラ教育推進に係る基本

計画を策定し、平成29年度より15の事業を実施しました。 

 「スポーツによる青少年の健全育成」の取組は、スポーツへの
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興味関心を高めるとともに、将来の夢への実現に向けて大きな経

験となり、「人権教育の推進」の取組により障害のある方もない

方もお互いに助け合いながら社会生活を営むことが本来の姿であ

ることの理解が図られ、「国際感覚を身につけた人材育成」の取

組では、異文化理解能力やコミュニケーション能力の向上につな

がったと考えています。 

 山武市教育委員会は、東京オリンピック・パラリンピックで得

られた経験や成果を活かし、基本方針の一つである「情報化・グ

ローバル社会で活躍できる人づくり」につながる教育活動を引き

続き行ってまいりますとの答弁がございました。 

 ２ページ目に移ります。（２）の質問になります。成東総合運

動公園の陸上競技場についてのご質問です。３つに分かれてしま

いますが、現在の競技場の活用状況、現在までの修繕の状況、今

後の維持管理、経費に関するご質問がございました。 

 このご質問に対して、私から、令和３年度10月までの開園日に

おける利用率は約70.2％、土日祝日に限ると90.7％の高い水準の

利用率があります。 

 平成29年10月に改修工事が完成してから４年が経ちましたが、

現在までに修繕が必要だという不具合は発生していません。 

 使用頻度や使い方にもよりますが、改修から15年程度で人工芝

の張替えが予想されます。費用は約１億円程度かかる見込みです。 

 陸上競技トラックのゴムチップウレタン舗装については、一般

的に概ね20年で薄くなった舗装面とラインの修繕工事が想定され、

費用はおよそ１億円程度かかることが見込まれるということを答

弁させていただきました。 

 ４つ目のご質問が３ページになりますが、陸上競技場を活用し

たスポーツ振興施策の具体的な計画などがあれば教えてもらいた

いというご質問でございました。 

 私から、今後は、これまで実施してきたトップアスリート教室

事業の経験を活かした青少年のスポーツ振興施策を計画、実施し

ていきます。 

 また、市総合計画におけるスポーツ振興の施策の目指す姿であ

る各世代・より多くの市民が継続的にスポーツに取り組み、心身

ともに健康な生活を営めるよう、陸上競技場を活用した事業を推

進していきますと答弁させていただきました。 

 続きまして、市川議員からのご質問、４ページ目になります。

市川議員からは、福祉施策についてという質問の中で、障がい
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児・障がい者福祉についてというご質問、本市における医療的ケ

ア児のこども園、小中学校における在籍の状況、支援状況、今後

の方向性に関する６つのご質問がございました。 

 ４ページの 終行から、５ページになりますが、各小学校にお

ける入学への受入れ要請に対する体制はどうなっているかという

ようなご質問がございました。 

 私から、就学前から、園や関係課等と情報を共有し、連携しな

がら医療的ケアを必要とする子どものニーズに合わせ、保護者と

の合意形成を図った上で、設備の改修工事を行ったり、支援員の

配置等人的な対応について検討し、必要な合理的配慮を行ってい

ますという答弁をさせていただきました。 

 ６ページになります。長谷部議員のご質問になります。教育環

境についてという質問で、（１）として、ＧＩＧＡスクール構想

で導入したタブレットパソコンについて、市内小中学校に配備さ

れた端末の台数、破損した際の対応の統一化についてのご質問が

ございました。 

 私から、台数については、児童生徒用3,024台、教職員用210台

の計3,234台を導入しました。端末が破損した際の対応としまし

ては、来年度は、予備機を活用し、破損した端末と交換し対応し

ていきます。破損した端末の修理は、市の予算で対応する準備を

進めています。今年度の有償での修理件数から、保険に加入する

よりも、その都度修理で対応したほうが安価であると試算してい

るという答弁をさせていただきました。 

 ７ページ目になります。（２）の質問です。モバイルルーター

についての質問で、市で持っている保有台数、使用する際の手続

についてのご質問がございました。 

 私から、保有している台数及び貸出し用として160台のモバイ

ルルーターを用意しています。Ｗｉ－Ｆｉ環境が整わない家庭に、

学校からモバイルルーターの貸出しの案内を配付し、申請があっ

た家庭についても、モバイルルーターの貸出しを行っています。

利用するには、保護者に通信事業者と通信契約をしてもらい、準

要保護家庭については、市が費用負担しているという答弁をいた

しました。 

 次に、質問の３になりますが、ある程度の台数を市で契約して

おくべきではないのかというご質問がありました。 

 私から、受益者負担の観点から、通信事業者と通信契約などの

手続や通信費については保護者に負担していただきたいと考えて
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います。また、契約をすると、その時点から経費が発生してしま

うため、貸出しのためのルーターを準備しておくことは考えてい

ないという答弁をいたしました。 

 モバイルルーター関連の 後のご質問となります。質問の４に

なります。７ページから８ページになりますが、フリーＷｉ－Ｆ

ｉの環境が整備されている場所で端末を利用すれば、モバイルル

ーターの契約等の手間がかからず、平等な学習環境、学習機会を

得ることができるのではないかというご質問でございました。 

 私から、端末を安心安全に使用するため、教育委員会から使い

方のルールを示し、学校で指導しています。現在は、学校と家庭

で使用することとなっておりますが、今後は、公共施設で使える

ように検討していきますという答弁をいたしました。 

 ８ページの（３）のご質問になります。不登校児童生徒への支

援についてのご質問になります。市内の小中学校の不登校児童生

徒数、不登校児童生徒に対する教育委員会や学校の対応について

のご質問がございました。 

 私から、10月末の市内の不登校児童生徒数は、小学校17名、中

学校32名の計49名であること、市の取組として、心の教室相談員

の配置、市の家庭児童相談係や、東上総児童相談所、ハートフル

さんぶなどとの連携による支援、学校の取組として、定期的な家

庭訪問、電話連絡等の実施、心の教室相談員やスクールカウンセ

ラー等の連携による支援、適応指導教室の開設など、対応状況に

ついての答弁をさせていただきました。 

 後に、不登校児童生徒に対する学習支援についてというご質

問で、不登校児童生徒がＧＩＧＡスクール構想から置き去りにさ

れていないか、不登校児童生徒に対するＩＣＴ機器を活用した学

習支援についての質問がございました。 

 私から、学校に登校できない児童生徒について、家庭とよく相

談した上で児童生徒の状況に応じ、端末を家庭に持ち帰り、端末

を活用した学習支援を始めている学校もあります。また、ハート

フルさんぶに通級している児童生徒についても、同様に持ち帰っ

た端末を使った学習支援が受けられます。今後も児童生徒の状況

に応じた学習支援を進めていきますという答弁をいたしました。 

 ９ページの 後の項目です。齋藤昌秀議員からのご質問でござ

います。教育行政についてとしまして、第２期山武市教育振興基

本計画についてのご質問です。第２期山武市教育振興基本計画に

も、具体的な平均学力などの数値目標が入っていないようだが、
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市の考えている具体的な数値目標とはどういった点なのかという

ご質問がございました。 

 私から、第２期山武市教育振興基本計画では、山武市総合計画

に用いている成果指標の考えを取り入れ、数値目標を設定してい

ます。具体的には、「確かな学力」の向上と「活きた学力」の推

進における成果指標として、千葉県標準学力検査の結果を基に県

平均を上回った児童生徒の割合を向上させていくという、学力の

向上が見られる児童の割合及び学力の向上が見られる生徒の割合

を定めています。これは千葉県標準学力検査が全学年を対象に、

小学校は国語、算数、理科、社会の４教科、中学校は国語、数学、

英語、理科、社会の５教科を実施しており、国語、数学の２教科

を実施する全国学力・学習状況調査よりも、全体が網羅できるこ

とや、出題の傾向も数年間同じような傾向であるため、年度ごと

の比較がしやすいことから、これを用いて数値目標を設定してい

ますという答弁をいたしました。 

 詳細につきましては、資料をご覧いただき、ご確認いただきた

いと思います。私からは以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。今、要約した説明を受けましたが、こ

こでお聞きになりたいことはありますか。よろしいですか。詳細

は、資料をご覧になっていただいて、何かあれば、またお聞き願

いたいと思います。 

 

教育長  ここで、10分間の休憩とします。 

 

 （ 休  憩 ） 

教育長  それでは、再開いたします。 

                                      

○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会議

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  資料は39ページから41ページとなります。40ページをご覧くだ

さい。11月29日に開催した統合準備委員会全体会議にご出席をい

ただきまして、ありがとうございました。その内容についてご報

告をさせていただきます。 
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 令和４年４月の山武望洋中学校開校に向け、各専門部会に付託

されておりました案件につきまして、その協議結果を報告し、校

歌、校章、制服、トレーニングウエア、通学方法について、全て

原案のとおり承認されました。 

 また、コミュニティ・スクールについては、作業部会を設置し

て協議を行い、その結果を、令和４年２月に開催を予定する全体

会議に報告することについて承認されました。 

 また、この会の今後の予定となりますが、41ページに記載のと

おりとなります。 

 ご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。ただ今の件について、何かご質問等ご

ざいますか。北田委員お願いします。 

 

北田委員  事務局から、統合について進捗状況の報告がありましたが、特

に教育総務課から、来年４月の山武望洋中学校の開校に向けて準

備が順調に進んでいると伺っております。引き続き、準備をよろ

しくお願いします。 

 その中で、今後のことについて、１つ検討していただきたい点

がございます。それは統合についての広報ですが、１つは、当該

地区、松尾、蓮沼地区の住民に対して、「懸け橋」という教育委

員会発行の広報紙が、松尾、蓮沼地区の児童生徒の保護者に配ら

れたということですが、こういった内容について、今、コロナ禍

の中、配付も大変だということも聞いておりますが、来年の４月

スタートに当たって、是非何らかの形で広報をしていただければ

と思います。 

 もう１点は、こういう統合をして山武望洋中学校が開校します

という内容について、もう少し広くに周知していただきたいと思

います。新聞等でも、他の地域のことについて紹介されています

が、そういった点について、今後、アピールする意味でも検討を

いただければと思います。 

 

教育総務課長  広報につきましては、今は回覧の回数がこれまでよりもかなり

絞られているということで、そのときのタイミングによって、少

し遅れての広報掲載になるかもしれません。ただ、地区回覧は、

引き続き行っていきたいと思います。 

 また、報道等に対する、特に新聞ですが、そういった情報の提
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供についても、適宜行っていきたいと思います。貴重なご意見あ

りがとうございました。 

 

北田委員  よろしくお願いします。 

 

教育長  ほかにございますか。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３年度卒業式・令和４年度入学式について、

報告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  報告第３号、42ページをご覧ください。今年度の卒業式と、来

年度の入学式ですが、記載されている時間で行っていくというこ

とになりました。今回、卒業式ですが、午前と午後、あるいは日

程が違っているということがありますので、例えば、10番、大平

小、11番、松尾小などは、同じ３月18日金曜日ですが、午前中と

午後ということですので、午前中も、それから午後も参加できる

ということもできます。 

 そういった学校が数校ございますので、会議が終了しましたら、

私からお伺いしていきますので、どちらへ行くかということでお

伝えいただければと思います。併せて、こども園につきましても

お伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 また、入学式につきましては、小学校、12日火曜日、午前中と

書かれていますが、午後開催の小学校も出てくる可能性がありま

す。これは今月26日までに取りまとめをしますので、次回１月の

教育委員会会議には時間をお示しすることができると思います。

その時に再度、お尋ねしたいと思います。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。何かございますか。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、第70回左千夫短歌大会について、報告をお願いし
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ます。歴史民俗資料館長、お願いします。 

 

歴史民俗資料館長 資料37ページから39ページになります。 

 今回、左千夫短歌大会の概略について、ご説明させていただき

ます。 

 本短歌大会ですが、昭和23年、第２回千葉県主催の文化祭の行

事の１つとして行われた伊藤左千夫短歌大会を起源として、今回

70回目になりました。 

 詠草募集から表彰式ですが、小学校、中学校、高校及び一般の

方々に詠草の投稿を募集しまして、集まったものを短歌界の一線

で活躍されている、伊藤左千夫の系譜を引く歌人の先生に選歌を

いただいて、詠草を優秀なものから決定していただくというもの

であります。毎年１月下旬の日曜日に開催して、表彰、講評を行

っています。 

 詠草数に関してですが、後ほど出てまいりますが、市内のほと

んどの小学校、中学校、高校から投稿していただいております。 

 選者の先生は、先ほどご案内させていただいたとおり、アララ

ギ派の流れをくむ歌人ですが、今回は池田はるみ先生にお願いい

たしました。 

 来賓については、各賞の冠にある市議会議長、芸術文化協会長、

歴史民俗資料館友の会会長、千葉日報社の社長に出席をご依頼し

ております。 

 主催者側の出席ですが、市長、議長、教育長、社会教育委員長

にご出席をしていただくということになっております。 

 43ページ、要項をご覧ください。まず、目的についてご説明さ

せていただきます。山武市出身の、アララギ派の歌人、小説家で

ある伊藤左千夫の偉業を顕彰し、遺徳をしのび、山武市の誇りと

して長く後世に伝えるものです。さらには、地域文化の高揚を図

るとともに、短歌に慣れ親しむ機会を醸成するものであります。 

 ページを１つめくっていただきまして、44ページ、中段の開催

日をご覧ください。今回、令和４年１月30日の日曜日が講評と表

彰式となります。午前が小学校、中学校、高校の部、午後が一般

の部となります。市長、議長、社教委員長、千葉日報社長及び来

賓関係の方は午後ご出席していただいて、プレゼンターとしても

表彰をしていただくことになります。 

 １つめくっていただいて、45ページ、今回の第70回大会の応募

詠草数になりますが、3,447首ということで、昨年度から比べる
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と８首少ないというところです。一般の方の応募者ですが、北は

山形県から、南は鹿児島県まで、小学の部は12校、787首、その

うち山武市が７校、中学の部が13校で1,498首、山武市から５校、

高校の部が５校ということで1,055首、山武市からは２校の学校

から応募をいただきました。 

 ご報告は以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。ご質問等はありますか。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、行事の共催・後援について、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  報告第５号、行事の共催・後援でございます。資料は46ページ

からとなります。ここに記載のとおり、11月中にご承認いただい

た行事の共催は１件、後援は１件でございます。 

 資料でございますが、47ページから52ページに添付してござい

ます。 

 ご報告は以上でございます。教育長、お願いします。 

 

教育長      資料が添付してありますので、ご確認いただきたいと思います。

よろしくお願いします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい。」の声あり） 

                                      

○報告第６号 

教育長  報告第６号、１月の行事予定についてです。こちらにつきまし

ては、資料を事前にご確認いただいていると思いますので、事務

局からの説明は省略させていただきます。 

 何かご質問等があればお願いいたします。よろしいですか。 

 

 （「はい。」の声あり） 

                                      

○その他 
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教育長  そのほか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、お願いします。 

 

生涯学習課長  先ほど教育長報告の中で、11月21日に令和３年の成人式を行っ

たというご報告がございました。今回の出席者等についてご報告

させていただきたいと思います。 

 今回の令和３年成人式の対象者ですが、496名おりました。う

ち当日の出席者ですが、全体で312名、62.9％の参加率となって

おります。例年１月に行われている成人式につきましては、概ね

70％から80％の間での推移でしたが、今回は11月に行ったという

こともございまして、若干少なかったと分析しているところです。 

 また、次回、令和４年１月９日に令和４年の成人式がございま

す。このときの対象者は444名おりますので、例年どおりの参加

率に戻ってきてくれればいいかと考えております。 

 以上になります。 

 

教育長  ありがとうございます。若干少なかったということですが、よ

ろしいですか。 

 ほかにございますか。指導室長、お願いします。 

 

指導室長  教育委員会ＤＩＡＲＹと家庭教育学級新聞についてご説明させ

てもらいます。よろしくお願いします。54ページから58ページに

なります。 

 まず、54ページ、ＤＩＡＲＹからご説明させていただきます。

人権週間について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う

偏見、差別、インターネット上での誹謗中傷、いじめ等について

は、今も心配されている内容であります。ぜひ冬休み前に触れる

よい機会と捉えていただきたいことのお願いをさせていただくた

めの資料を掲載させていただきました。 

 次に、注意喚起のご連絡です。11月９日の寒冷前線の通過に伴

う大雨等の注意喚起を各学校に対し、教育委員会から13時頃に連

絡させていただいたことがありました。実際、県からの注意喚起

の情報、また、気象庁から出される定期的な５時、11時、17時の

予報等から判断し、現在、各学校に注意喚起の連絡をさせていた

だいております。 

 当日は、子ども達が登校した後、雨が大変強くなりまして、下

校が心配されたため、下校について子ども達の安全確保に関する
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連絡をさせていただきました。実際、雨は15時頃に弱まりました

が、写真のように、場所によっては水かさが増して、とても危険

な場所がありました。ある学校では、市の注意喚起の連絡を受け、

職員が学区を見回り確認し、下校の指導に当たってくれた学校が

ありましたので、危機管理の徹底を含め、学校の対応について校

長方にご紹介させていただいて、引き続き安全に向けての取組を

お願いしたところです。 

 次に、55ページです。給食の資料を載せさせていただきました。

現在までの給食の残量について提示させていただき、給食につい

ては、年齢に合った適切な栄養摂取をすることの大切さなど、食

育の推進について各学校で取り組んでいます。再度、ご家庭を含

めた子ども達の指導についてお願いをさせていただきました。実

際、給食の試食会を実施した学校もありましたので、そこでの保

護者等からのご意見もその場でご報告させていただきました。子

ども達はこういう味のものを食べているということでいい評価を

いただいています。そういった紹介もありました。 

 続きまして、子ども教育課「窓」の（２）ですが、学校、学童

からです。指導室の連絡についてですが、今月は校内で児童がけ

がをした事案がございました。ねじが出ていた場所があり、そこ

にぶつけてしまったということで、すぐに管理職に対応してもら

って、また、施設整備課にもお願いし、むき出しになっていた部

分をすぐに撤去していただきました。月１回行われている定期的

な安全点検の徹底について、再度依頼してもらったところでござ

います。 

 続いて、次に、保護者からの連絡が今月は多かったということ

で、内容を申しますと、通学路、家庭のこと、両親のこと、夫婦

のこと、しつけのことです。他の保護者に対して、同学年、同級

生の保護者の方に関してのこと、また、言葉等の特別支援関係の

ことでのご相談がありました。その他につきましては、登下校時

のバスとの接触事故の報告が１件ございました。 

 56ページの写真については、ご確認いただければと思います。 

 57ページ、58ページの家庭教育学級新聞ですが、３号につきま

しては、実施しました家庭教育講演会、講座、講演会等の情報を

掲載させていただきました。それぞれ参加者のお声を載せさせて

いただき、前向きなご意見をいただきましたので、ご一読いただ

ければと思います。ありがとうございました。 

 以上でございます。 
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教育長  ありがとうございます。今のＤＩＡＲＹと家庭教育学級新聞に

ついてはいかがですか。清水委員。 

 

清水委員  給食の残量問題は、できるだけ少ないほうがいいと思うのです

が、学校給食センターではどういう調査をして、どのような改善

策を取っているのですか。それから、この数字がほかのところと

比べてどうなのか、山武市が特に高いのか。もし高いのだとすれ

ば、原因をしっかりと解明して、少なくなるような取組をしなけ

ればいけないと思うのですが、その辺はいかがですか。 

 

指導室長  特に残量が多い学校を指導室から献立表でチェックさせていた

だきますと、学校給食センターで、魚の献立でゴマをつけていた

だいたり、揚げ物だけではなくていろいろなメニューを工夫して

出してもらっているのですが、特に魚が出ているときは残量が多

いかと感じました。 

 学校給食センターでは、栄養教諭とも随時確認しているのです

が、食べることの大切さを周知するビデオを作っていただいて、

各学校を訪問し、また、そういう研修会のところでは、各学校に

おいて保護者にも参加していただくような形を取りながら、少し

ずつではあるのですが取り組んでいるところでございます。 

 

清水委員  結構この割合が高いと思います。 

 

教育長  北田委員お願いします。 

 

北田委員  私もこの残量が多いかどうかは分かりませんが、例えば前年度

同時期の比較とかがあるのか分かりませんが、今の報告にありま

したが、１つは、栄養教諭の方が、今、成東学校給食センターに

２名、それから、山武学校給食センターに１名配置されていると

いうことですが、そういった栄養教諭が、もともとは学校栄養職

員という給食管理の立場で給食に携わっていたと思います。平成

17年度に栄養教諭が文部科学省の旗振りで創設されました。いわ

ゆる食育を含めた指導、給食の残菜等の指導、それから、しつけ

だけではなくて、食育という意味で栄養教諭を創設して、もっと

指導に力を入れてもらうようにという提唱だったと記憶していま

す。ですから、そういった栄養教諭の活用、例えば学校に行って
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給食の時間ですとか、あるいは、今行われているかどうか分かり

ませんが、私が現職のときに、話をしてもらった、そんな経験が

ありました。そういう活用を通じて、いわゆる食への関心を促す

ことで、給食を残さないことにもつながっていくのではないかと

いう気がしました。 

 もう一つは、この中にもありますが、本年度は、睦岡小学校が

食育指導推進事業の研究成果を発表したということが書いてあり

ます。睦岡小学校は指定校ですか。 

 

指導室長  はい。２年目で今年が 後ということで取り組んでおります。 

 

北田委員  食育推進事業の指定校ということですか。 

 

指導室長  はい。 

 

北田委員  そういった研究成果を各学校に広く紹介して、活用してもらえ

るような形を取ってもらえれば、より一層食育というのが山武市

管内で推進されるのではないかと感じました。 

 以上です。 

 

指導室長  ありがとうございます。栄養教諭の活用につきましては、私も

学校にいるときに活用させていただきました。実際に保健体育の

授業、小学校ですと、給食の配膳から栄養教諭が来て指導してく

ださるのですが、学校の要請によって、栄養教諭の先生方が各学

校に行っている経緯があるので、指導室から各学校に、よりその

辺を活用してくださいということで声を大にして、活用していっ

てもらえるようにしていきたいと考えております。 

 

北田委員  学校へは何かの形で紹介していただいて、こういう活用方法が

あるということを話してくれればと思います。 

 

指導室長  はい。 

 

教育長  よろしいですか。 

 

北田委員  はい。 
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教育長  ほかにございますか。渡邊委員お願いします。 

 

渡邊委員  情報モラルミニ集会が山武北小学校で行われたときに参加させ

ていただきました。 初、柏市内の校長をやられた方が講演され

ましたが、「思春期とは」ということから始まって、親の言うこ

とを聞いていたのが、今度は友達とのつながりが大切になってく

ること。そして、携帯電話を持っている子ども達が多いので、ネ

ット社会に生きる子ども達が被害に遭わないようにということで

お話をされていらっしゃいましたが、大変分かりやすくていい集

会だった印象があります。ほかの学校でもこのような集会は行わ

れているのでしょうか。もし行われていなかったら、是非広めて

いただきたいと思いました。 

 以上です。 

 

指導室長  よろしいですか。山武北小学校の講習につきましては、県の指

定を受けて講師に来ていただいた経緯がございました。ただ、今、

ネット社会も含めて子ども達がいろいろな事故に巻き込まれたり

とかする部分、携帯電話も普及しているということで、小学校で

は、こういったネットに関する講習会を是非行ってくださいとい

うことを推進しているところでございます。 

 中学校は必ず行っていただけるようになったのですが、低年齢

化ということで、小学校にこういう場を設けてもらうように各学

校へ再度紹介していきたいと思います。ありがとうございます。 

 

教育長  よろしいですか。 

 

渡邊委員  はい。 

 

教育長  ほかに、ございますでしょうか。 

 

北田委員  もう一点お願いします。 

 

教育長  北田委員、お願いします。 

 

北田委員  この資料の中で、子ども教育課の「窓」というところの教員の

学び、研修に関連してですが、市内の各小中学校の校長方に東金

市の藤崎危機管理監から寄贈していただいた危機管理の本があっ
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たかと思います。来年度、小中学校の校長方を対象にした、いわ

ゆる危機管理の研修会を是非藤崎危機管理監を招いて開かれるよ

うな形があればいいと思っていますので、ご検討をお願いしたい

と思います。 

 

教育長  ありがとうございます。危機管理については、藤崎様から本を

配っていただいて、各学校長にも配付しています。先ほど報告の

中で言いましたが、山武市にも危機管理監がいます。それは岩谷

防災監ですが、今回、議員研修の中でお話を聞かせていただいて、

やはり同じように危機管理に対する知見が非常に深いので、市の

校長会の中でそういった危機管理研修をやっていきたいと思うの

ですが、山武市にも防災監がいるので、岩谷防災監にお願いでき

たらと考えているところです。 

 ほかに報告事項はありますか。 

 それでは、以上で教育委員会第12回定例会を終了します。お疲

れさまでした。 

                                      

◎閉  会  午後３時25分 
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