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令和４年山武市教育委員会第４回定例会会議録 

 

１．日 時  令和４年４月21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 山武市社会教育委員の委嘱について 

 議案第２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 山武市スポーツ推進審議会委員の任命について 

 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 山武市文化会館運営協議会委員の委嘱について 

 議案第７号 令和４年度山武市奨学資金の貸付けの決定について 

 

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４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４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 令和４年度園児・児童・生徒数について 

 報告第２号 令和４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３号 令和４年度東上総教育事務所の学校訪問について 

 報告第４号 令和４年度山武市校長会の役員について 

 報告第５号 山武市立山武望洋中学校開校式について 

 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   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 中村 之彦 

子ども教育課指導室長 加藤 直樹 

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 髙橋 宏和 

公民館長 岡田 洋幸 

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 小川 覚 

学校給食センター所長 並木 稔 

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事 市東 和洋 

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  それでは、皆さんご苦労さまです。定刻となりましたので、始

めさせていただきます。 

 先ほど、紹介がありましたように、教育委員会職員のメンバー

も大分替わっておりますので、今年度もまたよろしくお願いいた

します。 

 それでは、ただいまから令和４年教育委員会第４回定例会を開

会いたします。 

 新型コロナウイルスの感染については、大分落ち着いてきては

いるところでございますが、まだ下げ止まった状態で、一定数の

感染者が出ている状況です。引き続き、感染防止の観点から、事

務局説明は要点のみ、簡潔に説明させていただき、時間の短縮を

図りながら進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願

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。本日は渡邊委員を

指名いたします。よろしくお願いします。 

 

渡邊委員  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４年教育委員会第１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、いかがでしょうか。 

 

 （「異議なし。」の声あり） 

教育長  異議がないようなので、令和４年教育委員会第１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。私のほうからいたします。 

 資料の１ページ目です。３月16日から４月21日、本日までの分

となります。主立った部分を説明してまいります。 

 ３月16日、まつおこども園の卒園式に出席しています。同日、

園長・副園長会議、そして新規採用職員の研修会ということで、

１年の振り返りの発表がございました。 
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 ３月17日、山武地区の教育長協議会総会、それから第１回行政

組合教育委員会定例会が山武郡市振興センターのほうで開催され、

出席しています。 

 ３月18日、睦岡小学校の卒業式に出席しています。また、社会

教育委員会議が開催されて、出席しました。 

 ３月22日には、第４回の臨時校長会議が開催されています。 

 ３月23日、山武教育会館書記長が来庁されまして、木村新書記

長のご挨拶がございました。 

 ３月25日、蓮沼中学校と松尾中学校の閉校記念式典が開催され、

両校に出席しています。委員の皆さんにも出席していただいたと

ころです。ありがとうございました。 

 ３月29日、令和３年度退職者辞令交付式、これは教育関係の退

職者です。これもコロナ禍以前は東上総教育事務所で所長からの

交付でしたが、各市町で行うということで、それぞれで対応して

いったものでございます。その後に第５回の臨時校長会議がござ

いました。 

 ３月31日、教育部内の退職者離任式を行いまして、その後、退

職者の辞令交付式を市長室で行いました。それから退職者離任式

を大会議室のほうで行っています。また、山武郡市広域行政組合

の教育委員会の方がご挨拶に見えました。 

 年度が変わりまして、４月１日になります。新規採用職員等の

辞令交付式に引き続き、年度始め式が行われました。また、第１

回の庁議も行っています。市長部局の行事の後に改めて教育部内

の年度始め式を行っております。それから、校長の辞令交付式を

行い、第１回の臨時校長会議を開催しています。引き続いて山武

市教職員等の合同着任式が行われまして、合同着任式前には例年

どおりガイダンスも行っています。 

 ４月４日、匝瑳市教育委員会の二村教育長が来庁されました。

今回、匝瑳市のほうから人事交流で校長先生が１人お見えになっ

たということで、そのご挨拶でございました。 

 ４月５日、成東高等学校の校長・教頭がご挨拶に見えました。

それから新年度の教育機関訪問ということで挨拶回りを行ってい

ます。 

 ４月６日は、教育部内政策会議です。 

 ４月７日、芝山町教育委員会から五木田新教育長が就任のご挨

拶に見えられました。４月１日付で就任しています。その後、山

武地方社協連役員・事務担当者会議が開催され、出席してご挨拶
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のみさせていただきました。 

 ４月８日、新型コロナウイルス感染症の対策本部会議、今年度

に入って１回目が開催されています。その後に第１回の定例校長

会議も開催されました。 

 ４月11日、山武望洋中学校の開校式・入学式が続けて行われま

して、出席しています。また、午後には山武警察署長訪問という

ことで、山武警察署のほうに部長、子ども教育課長、指導室長で

訪問いたしました。 

 ４月12日、山武北小学校の入学式、松尾小学校の入学式に出席

しています。 

 ４月13日は、なんごうこども園の入園式でございました。山武

地区の小中学校校長会の方たちがご挨拶に見えています。 

 ４月14日ですが、千葉県都市教育長協議会の総会が開催され、

ポートプラザ千葉まで行ってきています。 

 ４月15日、行政組合教育支援課長が新年度の挨拶にお見えにな

りました。また、今年度１回目の幼稚園・こども園の園長・副園

長会議が開催されています。 

 ４月18日、管内の教育委員会教育長会議ということで、東上総

管内の 初の教育長会議が開催されて、東上総教育事務所に行っ

てきております。 

 ４月19日は、庁議と、山武地区教育委員会連絡協議会の表彰者

選考会と理事会がのぎくプラザで開催されています。 

 後、４月21日、本日の第４回定例会ということになります。 

 私からの報告は以上です。 

 何か質問等ありますか。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１号、山武市社会教育委員の委嘱に

ついて、議案第２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、山武市スポーツ推進審議会委

員の任命について、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、山武市文化会館運営協議会委員の委嘱に

ついて、議案第７号、令和４年度山武市奨学資金貸付けの決定に

ついて、協議第１号、要保護及び準要保護児童生徒の認定につい

て、協議第２号、令和４年度（春）山武地区教育委員会連絡協議
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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。 

 

 （賛成者挙手） 

教育長  挙手全員です。よって、議案第１号から議案第７号、協議第１

号及び協議第２号は秘密会といたします。 

                                      

◎日程第４ 議決事項 

○議案第１号 

（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。ここから秘密会といたします。 

 議案第１号、山武市社会教育委員の委嘱について、提案理由の

説明をお願いいたします。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、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 
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○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 

                                      

○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、山武市文化会館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。文化会館長、お願いします。 

 

※文化会館長から、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７号 

（議案第７号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長      議案第７号、令和４年度山武市奨学資金貸付けの決定について、

今回の審査は、随時募集として１名の方が申請されております。

事務局からの説明後、貸付けの可否について審査をいたします。 

 申請内容によっては、各委員の意見が分かれることも考えられ

ます。その場合につきましては、多数決で決定することとします。

これについてご異議はございませんか。 

 

 （「はい。」の声あり） 

教育長  それでは、申請内容について、事務局からの説明をお願いいた
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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 原案のとおり決定 

                                      

◎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、事務局からご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 

                                      

○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、令和４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  続いて、協議第３号、令和４年度山武市教育委員会の園・学校

訪問について、事務局から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  協議第３号、山武市教育委員会の園・学校訪問についてです。

資料12ページをご覧ください。 

 この訪問の狙いですが、直接訪問し、授業参観や概要説明等か

ら、経営の現状と課題を把握することでございます。 

 当日の日程につきましては、授業を参観した後、研究協議、

後に給食を頂くという流れを予定しております。 
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 続いて、資料13ページをご覧ください。本年度、訪問を予定し

ている学校・園でございます。 

 また、訪問の期日については、教育委員会議の日程に合わせな

がら、またコロナの感染状況を踏まえ、決定してまいりたいと考

えております。決まり次第、委員の皆様方にはご連絡をさせてい

ただきます。現在、１学期２校、２学期２校・１園という日程を

現在調整させていただければなと考えております。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。今年度は４校・１園の訪問を予定し

ているということでございますが、よろしいでしょうか。 

 

 （「はい。」の声あり） 

教育長  本案については原案のとおり了承します。 

                                      

○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、事務局から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  協議第４号、市内幼・小・中・こども園運動会・体育祭への出

席についてでございます。資料14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月に実施をしておりま

す小学校６校・中学校２校の８校でございます。 

 なお、参加方法については、昨年度同様、ご挨拶・ご紹介はな

しとさせていただきたいと考えております。よろしくお願いしま

す。ご都合のよい時間で参加のみという形でお願いできればと考

えております。 

 事務局のほうから話がございましたが、閉会後、ご都合をお伺

いさせていただきたいと考えております。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す。では、今回５月・６月分の８校につい

て、終了後に皆さんのご予定を伺いますので、よろしくお願いし

ます。 
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 本案件は原案のとおり了承します。 

                                      

◎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、令和４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。 

 

子ども教育課長  報告第１号、令和４年度園児・児童・生徒数についてご報告い

たします。 

 資料15ページをご覧ください。 

 令和４年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667名、小学生が1,800名、中学生が1,033名で

ございます。小中を合わせますと2,833名、園児を入れますと

3,500名です。 

 昨年度と比較しますと、園児が48名の減、小学生は15名の減、

中学生は54名の減となり、合計で117名の減となります。 

 また、小学校の児童数は減っているにもかかわらず、学級数が

増えている件でございますが、今年度の場合、特別支援学級の児

童数が６名増となり、学級数についても２クラス増になりました。

また、１学級の基本在籍児童数が決められておりますので、児童

数が増えたから学級数が増えるということにはつながらなくなっ

ております。 

 以上のことから、今年度、小学校では、児童数が減ったにもか

かわらず、学級数が増えたということになりました。 

 説明のほうは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

教育長  ありがとうございます。何かご質問等ございますか。よろしい

ですか。 

 

 （「はい。」の声あり） 

                                      

○報告第２号 

教育長  それでは、報告第２号、令和４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。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４年度山武市小・中学校の少人数指導講師・
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心の教室相談員・支援員配置についてでございます。資料は16ペ

ージをご覧ください。今年度の配置の資料でございます。 

 ご覧のように、少人数指導講師、支援員については、欠員が数

名出ております。求人については、ホームページに掲載し、広報

においても定期的に掲載しております。学校の要望に沿うように、

できるだけ早い配置を目指していきたいと考えております。 

 今週初め、希望する方がおりまして、現在、面接を行ったとこ

ろでございます。 

 今後は、市の公共施設などへの求人広告の掲示とか、そういっ

たことも検討していきながら、要望に応えていければと考えてお

ります。 

 なお、下段の外国人支援という枠があるかと思います。こちら

につきましては、外国人籍の児童生徒が年々増えております。そ

の対応のために、外国語、特に英語等を話せる支援員の配置につ

いて進めており、本年度、配置をさせていただきました。 

 説明については以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

教育長  ありがとうございます。質問、ご意見等ございますか。渡邊委

員、お願いします。 

 

渡邊委員  今、説明がありましたように、外国人のお子さんに対する支援

のほうは、ＧＡＡだけでは足りず、要望してきたところです。実

際に睦岡小でも、１年生27名の新入生のところ、７名が外国人と

いうことで、担任も大変かと思います。 

 あと、質問です。少人数講師についてです。中学校にどなたも

講師に入っていないんですが、中学校は希望はないのでしょうか

ということが一つです。 

 それから、要望です。山武市には音楽専科がいる学校がなく、

音楽の発表の時期とか、卒業式とか、結構、先生方は大変なよう

です。配置が難しかったら、例えばその時期にちょっと音楽に長

けている人を募集して、少し助けていただけたらなという学校現

場の声も聞いております。なので、その事を要望いたします。 

 あと、この欠員のところ、もし配置できるようだったら、どこ

の学校にということはもう決まっていらっしゃるんでしょうか。 

 

子ども教育課長  学校のほうの支援員の欠員は、成東東中学校が欠員になってお

ります。支援員の小学校の欠員のほうですが、大富小学校、睦岡
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小学校、蓮沼小学校のほうが欠員となっております。 

 まず、少人数講師の中学校についてですが、方向性は中学校も

というようなことで、 初は５人からスタートしたかと思います。

まずは小学校全校に配置することを目標に進めているところでご

ざいます。 

 今回もまだ配置ができていない学校がございますので、まずこ

こにきちんと配置して、確かな学力定着の、また先生方の支援の

ために行っていきたいと思っています。 終的には、中学校にも

要望してまいりたいとは考えております。 

 ２点目の音楽専科は小学校のことでよろしいですか。 

 

渡邊委員  はい。 

 

子ども教育課長  昨年度そういう話が指導室のほうにもありまして、その中学校

区の中学校の音楽の先生が、卒業式近くに、お話をさせていただ

いて、 終的には校長先生の判断で、伺った小学校のほうに赴い

て卒業式の歌声練習をした小学校もございますが、今渡邊委員か

らご質問があったことにつきましては、その時期に音楽専科を指

導できる人の採用ということも含めて検討してまいりたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

 

教育長  よろしいですか。 

 

渡邊委員  はい。ありがとうございます。 

 

教育長  北田委員。 

 

北田委員  今の子ども教育課長の答弁の件に関連してですけれども、卒業

式時の歌等の指導という意味で、私も松尾中学校のときに学区内

で、大平小学校に音楽の専門の先生がいないということで、校長

先生のほうから話題になりまして、そのときに松尾中学校の音楽

の教員を派遣した記憶があります。そうすると小中との連携にも

なりますし、小学校でどのような状況で指導がされているのかな

ということが現場の音楽の教員も分かって、私も同席したときに

非常によかったなという記憶がありましたので、そういったこと

も含めて検討をお願いしたいと思います。 
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子ども教育課長  ありがとうございます。 

 

教育長  ほかは大丈夫ですか。よろしいですか。 

 

 （「はい。」の声あり） 

                                      

○報告第３号 

教育長  それでは、報告第３号、令和４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、令和４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。資料17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、

次長訪問と事務所訪問がございます。事務所訪問につきましては、

事務点検ということになっております。市内の小中学校は、今年

度、この３つの学校への訪問が必ずございます。所長訪問では教

育長に、次長訪問では部長に、教育委員会の代表として参加をお

願いす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す。これについてはよろしいですね。 

 

 （「はい。」の声あり） 

                                      

○報告第４号 

教育長  報告第４号、令和４年度山武市校長会の役員について、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４年度山武市校長会の役員について、ご報告

いたします。資料18ページをご覧ください。 

 令和４年度の役員は、会長を睦岡小学校長の土屋淳子先生、副

会長に成東東中学校長の相川浩一先生、松尾小学校長の髙野隆博

先生でございます。 

 なお、他の役員につきましては、表をご覧いただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 
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 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。これについても、この表のとおりとい

うことで、よろしくお願いします。 

 

 （「はい。」の声あり） 

                                      

○報告第５号 

教育長  報告第５号、山武市立山武望洋中学校開校式について、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19ページとなります。 

 令和４年４月11日に行われた山武望洋中学校の開校式でござい

ますが、晴天に恵まれた中で挙行されました。 

 全校生徒数は260名となります。全学年３学級になります。生

徒の学区ごとの内訳でございますが、蓮沼中学校区は66名、松尾

中学校区は194名となります。 

 写真にありますように、教育長による開校宣言に続いて、校章

や校歌の披露などが行われました。 

 また、校長の挨拶の中では、「生徒数が増え、多くの友達と多

様な意見の交換ができる。授業、行事、部活動などで切磋琢磨で

きる機会が増えた。これまでの蓮沼中学校・松尾中学校のすばら

しい伝統とよさを土台に、その上に新しい学校を築いていきた

い。」と話していました。 

 また、校歌の作成者に対する感謝状の授与も行われております。

その中で、作詞を手がけられた近藤文子様でございますが、この

日はご都合によって欠席をされましたが、５月６日に予定する校

旗授与式の中で、改めて感謝状の授与を行う予定でございます。 

 この校旗でございますが、作成段階において刺しゅうを担当す

る職人が新型コロナウイルスに感染して、その間の作業が行われ

なかったことにより、当初の令和３年３月31日までに納品ができ

ないとの報告を受け、その後、４月11日の開校式にも間に合いま

せんでした。４月15日に改めて納品となったところでございます。

そういったことから、５月６日に改めて校旗の授与式を開催する

運びとなりました。 

 なお、この校旗作成に係る購入費63万4,480円は、令和４年度

予算に繰り越し、支出することとなりました。 
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 19ページの下段から20ページ目にかけては、開校式と、続いて

行われた入学式の様子でございます。 

 また、20ページ、11番の写真のカットは、通学バスの運行の様

子でございます。当初の予定どおり問題なく登下校に使われてお

りましたが、本日の朝の部活動便、従来は７時30分の一斉登校と

いうことでございましたが、６時30分の部活動便が変更により本

日運行することとなっておりましたが、配車上のミスがあって25

分ほど遅れたという連絡をいただいております。今後は、双方で

再度確認をするなど、再発防止に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 その開校式の様子につきましては、千葉テレビ、ケーブルネッ

ト296で放送されたほか、千葉日報でも取り上げられました。 

 後は、20ページの一番 後の写真になりますが、部活動の紹

介でございます。新しいユニフォームに身を包んだ生徒たちの様

子です。 

 報告は以上となります。 

 

教育長  ありがとうございました。山武望洋中学校は無事に開校ができ

ました。山武市で予定している統合計画、基本計画は５つあった

わけですが、この山武望洋中で４つが統合して新たに開校するこ

とができたということになります。 

 残り１つあるわけですが、これについては、市長のほうが政治

的な判断をするということになっていますので、これからまた新

たに動きが始まってくるのではないかなと思います。そうなった

ときには計画の変更とか、またいろいろな手続きが必要になって

くると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

                                      

○報告第６号 

教育長  続いて、報告第６号、行事の共催・後援について、事務局から

の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21ページからとなります。 

 ３月中に許可をした行事の共催は１件、後援は４件ございます。 

 参考資料は22ページから29ページに添付させていただきました。 

 報告は以上でございます。 

 

教育長      ありがとうございます。共催が１件、後援が４件でございます。
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いかがでしょう。資料はついておりますが、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７号 

教育長  続いて、報告第７号、５月の行事予定についてですが、こちら

については、資料を事前に確認していただいておりますので、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、よろしくお願いいたします。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、その他に報告すべき事項がありますか。 

 指導室長、お願いします。 

 

指導室長  それでは、山武市教育委員会ダイアリーを校長会議でいつも出

しておりまして、資料31ページ、32ページに掲載してございます。

今回の校長会議で使用した資料です。 

 ４月８日、全小中学校での始業式、それから11日、12日、13日

と入学・入園式等、スムーズに学校がスタートいたしました。 

 それに先立ちまして、４月１日に合同着任式が行われまして、

教育長と市長にご挨拶をいただき、成東小学校の鈴木賢司校長先

生に誓いの言葉をいただきました。 

 それから、山武望洋中学校の開校の様子を紹介しております。 

 ４番目に、市内の学校情報ということで、学校が始まる前から、

保護者の対応等、教育委員会事務局のほうで対応いたしました。 

 後に、「山武市から不祥事は絶対に出さない！」ということ

で、校長会議のほうで確認して、提示をいたしました。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。ダイアリーについて、何かお聞きにな

りたいことがございますか。よろしいですか。 

 

北田委員  ちょっと意見といいますか、ダイアリーに関して、特に 後の

「山武市から不祥事は絶対に出さない！」ということなんですけ

れども、危機感とか、あるいは当事者意識が大切というのは、も
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ちろんそのとおりだと思います。一旦学校で不祥事を出すと、そ

れが例えば児童生徒へのわいせつ行為等であれば、すごく当事者

にとって一生深い心の傷を負わせることになります。それから、

不祥事が一旦出てしまうと、保護者あるいは地域、それから児童

生徒の学校への信頼を回復するには相当なエネルギーが必要にな

るんです。ですから、ほとんどの先生方が一生懸命取り組んでい

ると思いますけれども、ただ１点でもって学校あるいは先生方の

努力が水泡に帰すること、そういう場合が往々にしてありますの

で、本市においても引き続き緊張感を持って対処していただきた

いと思います。 

 もう一つは、それと関連して、学校の事故防止についてですけ

れども、この３月末に山武警察署管内でいわゆる列車による中学

生の死亡事故があったと思います。詳細についてはその新聞記事

以外に私は把握しておりませんけれども、非常に痛ましい事故で

した。ともかく学校の事故防止については、それこそ教育委員会

を挙げて本市でも取り組んでいただいています。引き続き 善の

注意を払って、学校とも連携しながら指導を推進してもらいたい、

これは意見です。 

 以上です。 

 

指導室長  ありがとうございます。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 ほか、よろしいですか。 

 

子ども教育課長  よろしいでしょうか。 

 

教育長  子ども教育課長。 

 

子ども教育課長  訂正を１点、お願いします。 

 先ほどの報告第２号、令和４年度山武市小・中学校の少人数指

導講師・心の教育相談員・支援員の配置について、渡邊委員から

ご質問を受けた件ですが、支援員の配置、欠員のところで、私の

報告をちょっと訂正させてもらいます。欠員の出ている学校です

が、大富小学校ではなく、成東小学校の間違いでした。ページで

いいますと、16ページになります。申し訳ありません。 

 以上です。 
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教育長  訂正をお願いします。 

 ほかには報告事項はありますか。 

 子ども教育課長。 

 

子ども教育課長  お手元に「“いざ！という時の「伝わらない」をつくらない”

さくらメール」という資料があるかと思います。大変見にくい形

になっていて、申し訳ありません。本年度、山武市で、小中学校、

そして園のほうで利用・活用しているものでございます。 

 中のほうをご覧いただけると、特に学校・園等に特化した連絡

網、新しいメール配信を今年度から採用させていただいておりま

す。 

 欠席・遅刻・早退等の連絡、資料の配付。資料については、こ

のような資料をそのまま添付して保護者のほうに通知することも

できるようになっております。健康チェック、保護者向けのアン

ケートなども対応する形になっております。 

 今までは、安心のサポートということで、手厚いサポート、教

育委員会とか学校のほうに保護者からメールに関する問合せ等が

多かったんですが、こちらのほうはサポート業務も行っているメ

ール配信、連絡網ということです。学校・教育委員会は直接質問

等に答えられるサポート機能が備えられている。また、中側の一

番 後のところにもご提示させていただいているのですが、東日

本震災のときにもストップしませんでした。そういったことで、

今年度よりこちらのほうのさくら連絡網というものを採用させて

いただいております。 

 ここで昨年度、日向小学校では同じようなこういうメール配信

等を活用したということがございますので、１点、ご紹介をさせ

ていただいてもよろしいでしょうか。 

 

指導室長  教育長、よろしいでしょうか。 

 

教育長  はい。指導室長、お願いします。 

 

指導室長  昨年度、日向小学校では、このさくら連絡網ではなかったので

すが、先行して同じようなものを１年間、おととしの運用から１

年数か月やってまいりました。 

 まず、保護者の方の声としまして、欠席や遅刻でもなかなか学
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校には電話はしにくいんだそうです。でも、これはメールですぐ

時間を気にしなくてできるので、非常に助かると。それから、特

に風邪のはやる時期などは、学校には電話が２回線しかないので、

すぐパンクしてしまっていて、なかなか繋がらないということが

あったのですが、そういうことが一切なくなって、保護者のタイ

ミングで連絡することができました。学校はそれを見たらすぐ

「確認しました。」と返信が送れるので、保護者としては安心で

あるということ。 

 それから、手紙が手元に届かないということがなくなります。

どうしても手紙が子どもたちがランドセルの下でぐちゃぐちゃに

なってしまって、おうちに届かないということがあるのですが、

これは直接保護者のスマホに届きますので、そういうことがなく

なったということでした。 

 学校側としましても、毎朝コロナによって健康観察、体温は何

度であるとか、せきがあるとかないとかというのを紙でやってい

たのですが、それが全部スマホで送信されてきて、それが一覧集

計になるので、非常に手間が省けますし、アンケート機能等もつ

いていますので、いろいろなアンケートを保護者にして、今まで

手書きで集計していたものが全部自動集計されてくるということ

で、非常に働き方改革にもつながります。非常に両者にとってメ

リットがあるということで、現在、山武市内の小中学校に、どん

どん活用するようにということで進めているところでございます。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。何か質問等はありますか。 

 これは、登録はもう全員済んでいるんですか。 

 

指導室長  登録については、まだ数名入られていない方がそれぞれの学校

でいらっしゃいます。 

 

教育長  数名。アプリとかメールとかが使えないという人もいるんです

か。 

 

指導室長  使えないという家もあったりして、学校に来てやってください

とお願いしているんですけれども、学校に出向くことすらちょっ

とはばかられる方もいらっしゃいます。それで全員登録してくだ

さいということで、現在お願いしているところです。 



－20－ 

 

教育長  一応スマホは持っているんですか。 

 

指導室長  持っていない家庭もあるんですけれども、おじいちゃんが持っ

ているとか、おばあちゃんが持っているとか、とにかくどこか連

絡がつくところで対応をしていただいています。 

 

教育長  家族にはフィーチャーフォンというガラケーでも、メールは届

くんですよね。 

 

指導室長  メールは届きます。 

 

教育長  ただ、スマホを持っていない人には資料配付とかが難しくなる

と。 

 

指導室長  そうです。でも、一応メールで見られるらしいです。 

 

教育長  ＬＩＮＥは、オプションと書いてあるけれども。 

 

指導室長  ＬＩＮＥはオプションで取っていないんですけれども、これは

ただＬＩＮＥにさくら連絡網からメールが入りましたよというだ

けらしいです。 

 

教育長  通知が行くだけですか。 

 

指導室長  はい。 

 

教育長  基本はアプリを使ってもらうのが一番いいわけですね。 

 

指導室長  スマホでアプリが一番簡単に使えます。 

 

教育長  分かりました。どんどん活用していただきたいと思います。 

 ほかには連絡事項はございますか。 

 それでは、以上で教育委員会第４回定例会を終了といたします。

大変お疲れさまでした。 

                                      

◎閉  会  午後２時50分
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