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令和４年山武市教育委員会第５回定例会会議録 

 

１．日 時  令和４年５月19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 山武市教育委員会の所管に係る山武市公の施設指定管理者選定委員

会委員の委嘱について 

 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 山武市立山武北小学校学校運営協議会委員の委嘱について 

 議案第６号 山武市立松尾小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８号 山武市立山武望洋中学校学校運営協議会委員の委嘱について 

 議案第９号 山武市社会教育委員の委嘱について 

 議案第10号 市議会定例会提出議案（令和４年度山武市一般会計補正予算（第３

号））に同意することについて 

 議案第11号 市議会定例会提出議案（財産の取得）に同意することについて 

 議案第12号 令和４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13号 令和４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 令和３年度山武市学校評議員事業報告について 

 報告第２号 行事の共催・後援について 

 報告第３号 ６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 

 

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  皆さん、ご苦労さまです。委員の皆様には、午前中の山武望洋

中学校の視察、ありがとうございました。おかげさまで天気もよ

くて、校長室からの眺めはまさに「望洋」という名前がしっくり

来る感じを受けてまいりました。統合してまだ１か月ですけれど

も、順調にスタートしているところが見られましたので、これか

らさらに進んでいけるように見守っていきたいと思います。あり

がとうございました。 

 それでは、ただいまから令和４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。本日は北田委員を

指名しますので、よろしくお願いします。 

 

北田委員  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、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、私からいたします。資料は１ページ目

になります。４月22日から５月19日本日までの分です。説明して

まいります。 

 まず４月22日ですが、山武郡市のスポーツ協会の事務局長がお

見えになりました。これは事務局長が替わられたということでご

挨拶に参りました。 

 ４月28日は、部内政策会議と第５回定例会の打合せでございま

す。 

 ５月２日、小中体連来庁でありますが、これも新年度のご挨拶

と、今年度以降の各種大会の取組方針についてでございました。 
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 ５月６日、山武望洋中学校校旗授与式でございますが、本来で

あれば開校式のときに授与する予定だったものですが、コロナの

関係で納期が遅れまして、改めて、この日に市長から授与してい

ただきました。また、当日、校歌を作詞された近藤先生がお見え

になりまして、市長から感謝状を贈呈されています。 

 ５月９日は、６月の補正予算の部内ヒアリングが行われました。 

 ５月10日は庁議です。 

 ５月11日が第２回の定例の校長会議が行われています。 

 ５月14日、ここには山武中学校体育祭とございますが、この日、

雨で天候が悪かったために、山武中の体育祭は15日に行われて、

出席しています。 

 また、５月14日は、家庭教育学級の合同開級式が行われました。 

 ５月16日ですが、山武地区教育委員会連絡協議会総会が開催さ

れました。出席された委員の皆さん、ありがとうございました。

この総会で会長が大網白里市の深田教育長に替わりました。事務

局は大網白里市に替わりましたので、山武市はこれが 後という

ことになります。総会の後ですが、山武地区の教育長協議会が開

催されました。内容的には、小中体連のほうから、先ほどもあり

ました各種大会の開催の方向性についてと、あと、ことばの教室

の指導員が非常に不足しているということで、その養成を山武郡

市地区として総合的にみんなで考えていこうというようなお話で

した。 

 ５月17日は、山武地区要保護児童対策地域協議会代表者会議が

開催され、ご挨拶をしています。 

 ５月18日は部内政策会議です。 

 後、５月19日、本日ですが、午前中の山武望洋中学校訪問と

この定例会ということになります。 

 以上でございます。何かご質問等は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、山武市教育委員会の所管に係

る山武市公の施設指定管理者選定委員会委員の委嘱について、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
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５号、山武市立山武北小学校学校運営協議会委員の委嘱について、

議案第６号、山武市立松尾小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８号、山武市立山武望洋中学校学校運営協議

会委員の委嘱について、議案第９号、山武市社会教育委員の委嘱

について、議案第13号、令和４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、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10号、市議会定

例会提出議案（令和４年度山武市一般会計補正予算（第３号））

に同意することについて、議案第11号、市議会定例会提出議案

（財産の取得）に同意することについては市議会定例会提出前で

あることから、議案第12号、令和４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。 

 

 （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13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 

（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、ここから秘密会といたします。 

 議案第１号、山武市教育委員会の所管に係る山武市公の施設指

定管理者選定委員会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。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、山武市学校評議員の委嘱について、事務局からの
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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、山武市立日向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、山武市立山武北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。 

 

※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 

                                      



－7－ 

○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、山武市立山武望洋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、山武市社会教育委員の委嘱について説明をお願い

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 

                                      

○議案第10号 

（議案第10号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第10号、市議会定例会提出議案（令和４年度山武市一般会

計補正予算（第３号））に同意すること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11号 

（議案第11号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第11号、市議会定例会提出議案（財産の取得）に同意する

ことについて説明をお願いします。施設整備課長、お願いします。 
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※施設整備課長から、資料に基づき内容を説明 

※審議結果 原案のとおり同意 

                                      

○議案第12号 

（議案第12号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第12号、令和４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 原案のとおり承認 

                                      

○議案第13号 

（議案第13号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第13号、令和４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、協議事項に入ります。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 

 

教育長  では、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、令和３年度山武市学校評議
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員事業報告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１号、令和３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32、33ページをご覧ください。 

 令和３年度、市内４校が学校運営協議会を設置しているため、

16校中12の小中学校の令和３年度の学校評議員の事業報告でござ

います。図中の黒丸は、コロナ感染等の関係で中止になったもの

でございます。その右側の上段部分の白丸は、成果、下段の三角

は課題でございます。 

 コロナ禍のため開催することが難しかったようですが、資料の

配付のみの学校では、委員の方々に十分目を通していただくため

に、資料の配付から回答までの提出期間を十分に設けるなど、ど

の学校についても苦慮されていたようですが、授業参観ができた

学校など、次年度の教育活動等において貴重なご意見をいただけ

たようでございます。ご確認いただければと思います。 

 説明は以上になります。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。学校評議員の事業報告について質問等

ございますか。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい。」の声あり） 

                                      

○報告第２号 

教育長  それでは、続いて報告第２号、行事の共催・後援について報告

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34ページからとなります。４月１日から４月30日まで許

可をした行事でございますが、後援が２件で、共催はありません

でした。後援に関する申請書類等は、35から38ページに掲載して

ございます。 

 説明は以上となります。お願いいたします。 

 

教育長  ありがとうございます。後援２件について資料がついておりま

すが、ご覧いただいて、何かご質問等ありますでしょうか。 

 木島委員、お願いします。 
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木島委員  37ページ、こちらの大嶋啓介さんの講演会の収支予算書の収入

の一番上、スペシャルクルーチケット欄で、一応この、９万

8,000円生きていると思うんですけれども、内訳、摘要は４万

9,000円掛ける20人で４万9,000円が消してあって、上に何か書い

てあるようなんですけれども、そのままになっていて９万8,000

円は生きているようなので、これ、4,900円に訂正されたのかど

うか、ここを訂正し直したとか、その辺の指導をしていただけれ

ば。訂正したままだと、後々、何かで指摘されたときに問題かな

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

教育総務課長   摘要欄と予算額が合わないので、確認をさせていただきました。

単価については、今おっしゃられたような4,900円ということで

す。あと、資料はここで手書き修正ということですが、本来であ

れば金額の訂正はなかなか難しいものかと思います。ですので、

後ほど保存資料については、後で誤解がないような形で修正をい

ただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

木島委員  そうですね。お願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。ほかはいかがですか。よろしいでしょ

うか。 

 

 （「はい。」の声あり） 

                                      

○報告第３号 

教育長  それでは、続いて報告第３号、６月の行事予定について。こち

らにつきましては、資料で確認いただいていますので、事務局か

らの説明は省略させていただきます。何かご質問があればお受け

します。いかがですか。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい。」の声あり） 

教育長  それでは、そのほかに報告すべき事項があればお願いします。 

 指導室長、お願いします。 

 

指導室長  それでは、別紙でお配りしてあります教育委員会ダイアリーに

ついて説明をさせていただきます。ご覧ください。 

 写真が載っております。まず１番、４月15日から23日にかけま
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して、各学校で授業参観、ＰＴＡの総会等に絡むものがありまし

た。直前までコロナ対応で、学校も非常に苦慮していたようです。 

 ２番目、各小中学校での行事の様子です。千葉県知事から、で

きるだけ学校行事等は緩和をして推進していくようにというお話

がありまして、各学校、工夫した行事を展開しております。 

 ３番目に、市内の特別支援の研修会、これは指導室が主催で行

いました。文部科学省から、採用から10年以内の教員は今後、特

別支援学級の担任をさせる、あるいは特別支援学校との交流をさ

せるという方向が出ておりますので、特別支援については今後も

重要性が増してまいります。 

 ４番目、山武望洋中学校の新校旗の授与式の様子です。ちょっ

と遠めの写真になります。 

 ５番目、市内の学校情報です。児童生徒の交通事故が１件あり

ましたが、左足をちょっと打撲する程度の事故で済みまして、大

きなことにはなりませんでした。軽い接触事故ということで、大

きな事故にはつながっておりません。 

 以下、指導室関係の行事、５月の分を載せてあります。 

 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、お聞きになりた

いことございますか。よろしいですか。 

 それでは、そのほかには報告事項ございますか。特にありませ

んか。 

 

渡邊委員  いいですか。 

 

教育長  渡邊委員、どうぞ。 

 

渡邊委員  ５月４日に、みどりの日に日向の森で自然体験会が開催されま

した。参加者は、サンブスギや広葉樹、竹などの多様な樹木が茂

る森林を案内してもらい、団体の取組を説明してもらいました。

その後、親子で自然と触れ合う体験をしました。竹の皮を使った

秘密基地づくり、紙鉄砲・水鉄砲遊び、ひもの結び方を学んだ後

のロープ遊びなど、目を輝かせ、歓声を上げながら自然の中で遊

んでいました。開催者は、子供たちが生き生きと遊ぶ姿に感動し

ていました。 

 また、15日は、同じ日向の森で、外食産業のワタミなどが主催
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で、ヤマザクラやクヌギなど200本の苗木が植えられました。こ

れも子供の参加がありました。森林の保全ということで貴重な体

験をしたと思います。 

 山武市の魅力の一つに自然が豊かであることが挙げられます。

これからも日向の森、森林研究センター、さんぶの森あららぎ館

バイオマス棟、さんぶの森公園などで自然と遊ぶ、森林について

学ぶ機会を多くつくってほしいと思っています。できれば、小学

１年生から系統的に学ぶ機会をつくることにより、地域の産業の

一環を知り、地域の魅力に関心を持ってほしいと願っています。 

 また、都市部の子供たちも参加してもらい、交流を図ったり、

魅力の発信につなげたりできれば、さらによいかなと思っており

ます。 

 

教育長  ありがとうございました。よろしいですか。 

 

北田委員  お願いします。 

 

教育長  北田委員。 

 

北田委員  ２点ほどお願いします。 

 １点は、中学校の運動部活動についてですけれども、特に 近、

国レベルでも、中学校の運動部活動について検討されていること

が話題になっておりますけれども、いわゆる少子化で、学校単位

での部活動の存続も難しくなってきている状況にあるわけです。

大会等にしても、中学校なんか合同チーム、複数校で併さって、

例えば中学校の軟式野球部なんか単独でつくれなくて、２校ある

いは３校が一緒になって大会に参加するということもあるんです

けど、部活動、運動部活動だけじゃないが、中学校で特に部活動

は教員の負担も大きい。教員の長時間労働にもつながるという指

摘もあります。そういった点を踏まえて、特にスポーツ庁の有識

者会議、公立中学校の運動部活動を地域のスポーツ団体などに移

行させるというような提案がありました。中学校の部活動という

のは、全く経験がない部を任されることも学校事情によってあり

ます。それから、それらの一つの解決策として、学校によって、

一部外部指導者を採用している学校もあると思うんですけれども、

私も教員のときにそういう場面に出くわしましたけれども、特に

市内の中学校において、例えば、外部指導者の活用の実態を教育
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委員会としてもし把握していたら、どのような実態があるか教え

てもらいたいです。 

 

教育長  指導室長、お願いします。 

 

指導室長  それでは、現在、指導室で把握している外部指導者ですけれど

も、山武中学校に３名、成東中学校に３名、山武望洋中学校に２

名の方がいらっしゃいます。成東東中学校は昨年度までいたんで

すが今年度はいないという、状況になっております。 

 

北田委員  ありがとうございます。中学校の部活動というのは教育課程外

ではありますけれども、学習指導要領の中では学校教育の一環と

しての部活動を運営するようにということが総則か何かで書かれ

ていると思います。山武市においても、そういった国の動向を踏

まえながら対応していくと思いますので、その辺も動向を注視し

てもらって、引き続きお願いしたいと思います。 

 もう１点は、今日、午前中の山武望洋中でもお話しさせてもら

ったんですが、昨日、昨年度の文科省から発表がありました英語

教育実施状況調査というのがあります。これに対して本市でも、

英語教育の推進ということで取り組んでおります。４月１日の合

同着任式で子ども教育課長のほうから、一番に英語教育のことを

取り上げていましたけれども、数字的に見ますと、中学校３年生

で英検３級以上の取得状況は、全国で47％、千葉県だと52％とい

う発表がありました。山武市の数値に照らしてみると、昨年末の

発表では46.4％ですから、全国平均にほぼ近いですね。国も山武

市も50％という目標を掲げているんですけれども、引き続き取り

組んでいただいて、ぜひ何とか中学校３年生の英検取得３級以上

という目標を達成してもらいたい。いろんな機会で、またそうい

う宣言をお願いしたいと思います。英検だけが学力の全てを表す

ものではないんですけれども、やっぱりそういう積み重ねが学力

向上の一助となっていくと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 以上です。 

 

教育長  よろしいですか。まず、中学校の部活ですけど、令和７年度に

地域移行するというような方針が出されていますよね。これ、先

ほど報告の中で、小中体連でも部活動の在り方について検討はい
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ろいろされてはいるんですが、まだどうするかという方針は全く

できていない状況です。地域移行するにしても、正直、受皿があ

まりないので、それを簡単に、じゃ、ぜひやってくださいと言う

わけにもいかないし、外部講師として迎え入れるにしても、先ほ

ど言った教育課程の中の部活としてきちんとした指導のできる人

材を確保するのは非常に難しいので、これから早急に検討しなけ

ればいけない話ではありますが、なかなか現実的には難しくなっ

てきているという状況です。小中体連としても、しっかりどうし

ていくかという議論をこれからも続けていくということなので、

様々な大会についても、中学校、学校単位じゃなくて、地域の社

会体育クラブの参加を認めるかどうかとか、それについての問題

とかいろんなことを議論しているようですので、もうしばらくす

ると、その方針が示されると思います。それに合わせて、市もち

ゃんとやっていかなきゃいけないと思っていますので、よろしく

お願いします。 

 それから、ご指摘いただいた英検なんですが、目標の３級以上

50％、今、県が52％でしたっけ、という話がありましたが、ここ、

ちょっと気をつけてもらいたいのは、英検３級相当以上の力と言

っているんです。これは、英検３級を持ってなくても、教員がこ

の子は３級ぐらいの力を持っていると判断すればカウントしてい

るはずなんですね。だけど、山武市の場合は確実に級を取得して

いる人の割合なので、それでいくと、多分、県内でもトップクラ

スにいるはずです。そのぐらいできる人はこのぐらいいるよとい

う評価をしているのではそうなっていますけど、そこを山武市は

確実に３級を持っているんだよというところを言っていかないと、

せっかく今まで努力してきたものが、「相当」という不確実なも

のと比較されたら、ちょっと損かなと思っているので、そこはし

っかり出していってほしいと思います。 

 

清水委員  福井県なんかを見たら81％なんていう数字がありましたけど、

あれは本当なんですかね。 

 

教育長  いや、どこまでなのか、８割が３級を持っているって、それ、

すごいことだと思うんですけど。 

 

清水委員  新聞に載っていましたよね。率の高いのを見ていったら、福井

県だと思いました。81％。 
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北田委員  さいたま市やどこかは、英検３級相当、86％ぐらい。 

 

教育長  相当ってどうやって判断しているのですかね。 

 

子ども教育課長  英語のテストがございまして、各分野でこの領域を達成すると

３級相当に値するというような英語独自のテストを実施していま

す。 

 

清水委員  もう１点、さき程、外部の部活の指導者の話が出ましたけれど

も、外部の人たちで問題になるのは、体罰とかそういったものは

時々新聞等で問題になりますね。それは、教員としての資質の問

題になってくると思うんですけど、今の教員であれば体罰は絶対

しないはずなんですよね。ところが、外部から入ってきて、昔の

指導を受けたような人たちが入ってくると、げんこつで指導して

しまうというような形になってくると思うんですけれども、そう

いうのを防止するために、今、８名ぐらいいらっしゃるという話

を聞きましたけれども、そういう人たちに講習会みたいのをやっ

ているんですか。 

 

子ども教育課長  講習会はやってはいないですが、マニュアルを各学校に配付し

ました。部活動の方針というものが各学校から外部講師には渡っ

ています。指導につきましては、管理職の先生が必ず練習の様子

だとかを確認しております。成東東中学校で１名、昨年度までい

らっしゃった方が辞められたということは、うまくいかなくなっ

ただとかそういうことではなくて、事情で辞められたということ

で、現在やられている方に対して、指導について問題があるとい

うような管理職からの報告は上がってはきておりません。研修会

については検討していきたいと思います。 

 

教育長  これは、現在の指導者についての心配というよりも、今後、そ

れを外部にしたり地域に広げていったときに、今、清水委員がお

っしゃったようなことが起こってくると思います。今の教員は本

当に体罰とかそういうことについてはしっかり教育されているし、

絶対やらないという方針で動いているからいいんですけど、外部

になったときに、それはどうしても何らかの対策を取らなきゃい

けないことなので、マニュアルを配ってそれで済むかというと、



－16－ 

済まないと思います。だから、問題は起こってくると思うので、

講習とか研修なりをやっていかなきゃいけないですよね。 

 でも、そうすると、それ、どこでやるんだ、教員でやるのかと

いうことになってくると、負担が、それがきちんとできる人材を

揃えなきゃいけないし、各中学校全部の部活に配置するなんてい

うことになったら大変なことになってきちゃうじゃないですか。

そこで、ＧＡＡの当初の設立からそのことは実は入っていて、Ｇ

ＡＡというのは学校現場のことをよく理解している方たちが入っ

ているし、そういう経験者が多いので、ＧＡＡの中に外部指導、

各種目のエキスパートというか、たけている方たちに指導をお願

いするときには、一旦ＧＡＡに入ってもらう。ＧＡＡの中で教育

的な指導をしっかりとやってもらって、認められた人だけを派遣

するような、１回、そういうフィルターをかけた形をやっていく

必要があるだろうなということは、今回の問題が出る前、ＧＡＡ

の立ち上げ当初からその構想を持っているんですけど、まだそこ

までは至ってないんですが、今後、ぜひそれを仕組みづくり、形

はあるので、そこにスポーツ部門をどう組み入れるかというだけ

の問題なので、これ、ＧＡＡとしっかり話し合って、その辺のと

ころをやってもらいたいし、実際に派遣してもいいという判断を

どうするかというのはまた非常に難しいので、その辺は教育委員

会がある程度示していかなきゃいけない部分もあるんじゃないか

と思いますけど、ぜひ今後そういう検討を具体的に進めていって

ください。 

 ほかにはどうですか。 

 

北田委員     今のに関連してですけど、今、教育長がおっしゃられたように、

さっきも言いましたけれども、学校教育の一環としての部活動で、

外部指導者で危惧されるのは、やっぱり勝利至上主義に陥りかね

ない、その辺の問題があると思いますので、今の教育長の意見は

山武市の一つの方向性としていいと思います。 

 

子ども教育課長  ありがとうございます。部活動、学校の延長線、教育課程外で

はあるんですが、学校としての部活動については、今、教育長が

おっしゃったように、あと、北田委員からいただいたご意見を検

討してまいりたいと思います。 

 教育長も先ほどおっしゃった、協会との兼ね合いということで、

今、例えば、外部指導者の問題がテレビで出ていましたけれども、



－17－ 

ライセンスを取得した人はそういうものを全てクリアした人とい

うような位置づけで、持っているか持ってないかということで学

校が、中学校の場合ですと採用していたりするケースもございま

す。ですので、そういったところも周知していきながら、現場と

も先々、どういうふうに根づかせていくかを検討してまいりたい

と思います。 

 

教育長  ほかにはよろしいでしょうか。事務局もいいですか。 

 それでは、以上で教育委員会第５回定例会を終了いたします。

お疲れさまでした。 

                                      

◎閉  会  午後２時30分 
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