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平成３１年第１回君津市教育委員会会議録 

 

１ 日  時 平成３１年１月２２日（火）午前１０時００分開会 午前１０時４０分閉会 

 

２ 場   所 議会第２委員会室 

 

３ 出 席 者 教育長 山口喜弘 

委 員 伊澤貞夫、佐藤ますみ、小倉洋一、大野 睦 

 

４ 出席職員 教育部長            加藤美代子 

教育部次長(事)教育総務課長   榎本 弘、教育部副参事(事)学校教育課長 大久保克巳 

学校再編推進課長        髙橋克仁、体育振興課長         平野利之 

教育センター所長        菊地勝幸、学校教育課管理担当主幹    縄谷和利 

生涯学習文化課副課長(事)生涯学習係長 布施利之、中央図書館副館長       小林明子 

(事務局)教育総務課副課長    鈴木洋和 

 

５ 傍 聴 人 なし 

 

６ 会議日程 日程第１ 前回会議録の承認について 

日程第２ 教育長報告について 

日程第３ 議案第 １ 号 平成３０年度君津市優秀な教職員表彰について 

議案第 ２ 号 君津市就学援助費支給要綱の一部を改正する告示の制定につい

て 

議案第 ３ 号 君津市立小学校及び中学校の学校体育施設開放に関する規則の

一部を改正する規則の制定について 

議案第 ４ 号 君津市図書館規則の一部を改正する規則の制定について 

報告第 １ 号 平成３０年度君津市活力ある魅力的な学校づくり表彰について 

報告第 ２ 号 専決処分（後援関係）の報告について 

報告第 ３ 号 平成３０年度君津市準要保護児童生徒の認定について 

報告第 ４ 号 きみつ水と緑のコンサートの開催について 

報告第 ５ 号 君津市子どもの読書活動推進関連事業「一日だけの、森の童話館」

の開催について 

報告第 ６ 号 君津市連合婦人会解散式・ありがとうコンサートの開催について 

報告第 ７ 号 第４７回君津ニューイヤーマラソン大会の結果について 

報告第 ８ 号 第３９回君津なわとび大会の開催について 
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 山口教育長 

ただいまの出席者は全員で定足数に達しておりますので、これより、平成３１年第１回君津市教育

委員会会議を開催します。 

 

山口教育長 

日程第１、前回会議録の承認について、を議題といたします。 

事前にご確認いただいておりますが、各委員から何かお気づきの点はございますでしょうか。 

 

山口教育長 

ご意見等も無いようでございますので採決を行います。前回会議録の承認について賛成の委員の挙

手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

山口教育長 

挙手全員。会議録につきましては承認されました。 

 

山口教育長 

日程第２、教育長報告について、１月に出席した行事及び出席予定の行事についてご報告いたしま

す。議案書の２から３頁をご覧ください。内容は記載のとおりでございますが、この中から何点かご

報告申し上げます。 

まず、社会教育施設の再整備基本計画（素案）の地区説明会でございます。パブリックコメントは

１月４日から実施しておりますが、並行して８日の上総公民館会場を皮切りに８会場で地区説明会を

行っておりまして、今晩の八重原会場をもって終了いたします。私も９日の清和会場など何箇所か参

加しておりまして、直接、地域の皆さんの意見を伺ったところでございます。この計画は、公共施設

の複合化あるいは地域の活性化など、教育の分野だけでなく、公共施設全体に関わる大きなプロジェ

クトでございまして、市長部局との密接な連携の下で進めているわけでございますが、スケジュール

面などで若干動いている部分もございます。その点も含め、後ほど協議会にてご報告いたします。 

次に、１０日のブラジルからの訪日使節団についてでございます。ブラジル・サンパウロ市にある

松柏学園・大志万学院と小櫃小・中学校は、４０年以上、姉妹校交流を続け、訪日、訪伯を毎年交互

に実施しております。２２回目となる今回は、生徒３１名、引率者３名の総勢３４名で、１２月２６

日に来日しまして、２月８日まで日本各地を訪問予定となっております。小櫃には今月７日から１１

日まで滞在しております。１０日に市役所を表敬訪問し、市長、議長、並びに市議会日伯友好議員会

の皆様などのご出席の下で、歓迎式典と昼食会が開催されました。式典では君津市民の歌を合唱しま

したが、使節団の皆さんはこの日のために練習されたそうで、歌詞を見ずに３番まで元気に歌い上げ

たのが印象的でございました。昼食会では、羽子板での羽根つきなど日本の正月の遊びを体験してい

ただきまして、楽しい交流となりました。この事業に尽力にされております小櫃地域の皆さんや、両

校関係者に改めて敬意を表するとともに、両国の絆がさらに深まることを願っております。一方、日

伯交流も約半世紀が経過しまして、学校再編も進んでおります。今後の運営のあり方や、さらには、
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学校間だけでなく産業分野なども含め、市全体としての大きなフレームの中で交流を活発化していけ

たらと感じているところでございます。 

最後に、２４日の市町村圏事務組合教育委員会会議でございます。これまでも報告してまいりまし

たが、視聴覚教材センターと結核対策委員会につきましては、４市共同による事務処理がその役割を

終えたという結論に至っておりまして、これに伴いまして、組合教育委員会が今年度で解散となりま

す。２４日の会議は、解散日程や関係規則等の廃止などが議題となっておりまして、２月４日の組合

議会において、正式に規約の変更が審議・決定される予定でございます。なお、見直しとなる２つの

事業につきましては、関係市で協議を重ねた結果、視聴覚教材センターは、教材等を木更津市が一括

管理して、経過措置として３年間、３市に対して無償で貸出しを継続するということになっておりま

す。また、結核対策委員会の業務は、富津市を除く３市で合同実施していくことになっておりますの

で、今後も支障はないということでございます。以上、報告を終わります。 

 

山口教育長 

ご質問等、ございますでしょうか。 

質問等も無いようでございますので、日程第３、議事に入ります。 

本日の案件は、議案４件、報告８件でございます。このうち議案第１号は「人事案件」に該当いた

しますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定により、非公開による

審議としたいと思いますが、このことについて賛成の委員の挙手を求めます。 

 

 山口教育長 

挙手全員。よって、議案第１号は非公開により審議いたします。なお、議案の審議は議事進行の都

合上、日程の最後にいたします。 

 

 山口教育長 

はじめに、議案第２号 君津市就学援助費支給要綱の一部を改正する告示の制定について、を議題

といたします。議案第２号について事務局の説明をお願いします。 

 

大久保学校教育課長 

それでは議案書の１１、１２頁をご覧ください。君津市就学援助費支給要綱の一部を改正する告示

の制定について、ご説明申し上げます。本議案は、君津市就学援助費支給要綱の一部を改正するため、

君津市教育委員会行政組織規則第７条第２号の規定により、議決を求めるものでございます。 

内容といたしましては、就学援助費の支給方法について、対象の保護者に直接支給する旨の規定を

加えることを目的に要綱の改正を行うものでございます。君津市における就学援助費の支給方法につ

きましては、従来は学校経由で保護者に支給していましたが、今年度末より、保護者の受給にかかる

負担軽減及び学校担当者の事務量の軽減を目的として、保護者口座に直接支給することも可能とする

ため、一部事項を改正しようとするものでございます。議案参考資料の４、５頁をご覧ください。ま

ず、今後は保護者に直接支給することが可能となるため、それに併せて第７条の支給方法の規定にそ

の内容を含めるため改正を行うものでございます。また、それに伴いまして、改正後の第７条と内容

の重複する第８条を削るとともに、第９条以降を１条ずつ繰り上げるものでございます。よろしくご
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審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

山口教育長 

事務局の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ございますか。 

 

 伊澤委員 

   直接口座へというのはたいへん良いと思うのですが、学校ではなかなか会えない保護者に対して、

支給時に担任等が会って、いろいろな話をするという機会でもあります。そういう面で、事務を軽減

するというのは良いのですが、やはり生徒指導とか家庭状況の把握など、そういったところは学校と

十分に連絡を取って、対応してもらえればと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 大久保学校教育課長 

   今回の改正では、学校を経由して支給する形も残しております。これまでは学校経由だけでしたけ

れども、今後は、学校経由も含みながら直接保護者にも支給できるという形にしておりますので、学

校と保護者で相談しながら進めていければと思っております。 

 

 山口教育長 

よろしいでしょうか。 

他に質問等も無いようでございますので、採決を行います。 

議案第２号、君津市就学援助費支給要綱の一部を改正する告示の制定について、賛成の委員の挙手

を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

山口教育長 

挙手全員。よって、議案第２号は原案のとおり可決いたしました。 

 

 山口教育長 

次に、議案第３号、君津市立小学校及び中学校の学校体育施設開放に関する規則の一部を改正する

規則の制定について、を議題といたします。議案第３号について事務局の説明をお願いします。 

 

平野体育振興課長 

それでは、議案第３号、君津市立小学校及び中学校の学校体育施設開放に関する規則の一部を改正

する規則の制定について、ご説明申し上げます。議案書の１３、１４頁、議案参考資料の７から９頁

をご覧ください。本議案は、君津市立小学校及び中学校の学校体育施設開放に関する規則の一部を改

正するため、君津市教育委員会行政組織規則第７条第２号の規定により、議決を求めるものでござい

ます。 

改正の内容といたしましては、小糸中学校と清和中学校の統合により、平成３１年４月から周東中

学校となることに伴い、名称を変更するとともに、これまでの開放施設数を２８から２７施設へと改
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めるものでございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。なお、清和中学校を現在活用

している団体につきましては、次年度、秋元小と三島小の体育館を使用する予定となっております。

以上でございます。 

 

山口教育長 

事務局の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ございますか。 

 

 山口教育長 

質問等も無いようでございますので、採決を行います。 

議案第３号、君津市立小学校及び中学校の学校体育施設開放に関する規則の一部を改正する規則の

制定について、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

山口教育長 

挙手全員。よって、議案第３号は原案のとおり可決いたしました。 

 

 山口教育長 

次に、議案第４号、君津市図書館規則の一部を改正する規則の制定について、を議題といたします。

議案第４号について事務局の説明をお願いします。 

 

小林中央図書館副館長 

議案第４号、君津市図書館規則の一部を改正する規則の制定について、ご説明申し上げます。議案

書の１５、１６頁をご覧ください。本議案は、君津市図書館規則の一部を改正するため、君津市教育

委員会行政組織規則第７条第２号の規定により、議決を求めるものでございます。 

   改正の趣旨につきましては、中央図書館の開館日と開館時間につきまして、平成３１年度から祝日

開館及び金曜日の開館時間延長を実施するため、君津市図書館規則の一部を改正するものでございま

す。改正の概要につきましては、祝日の休館について規定しております現行の第３条第２項第２号を

削除いたします。また、年始の休館日について規定しております同項第３号の「１月２日、３日及び

４日」を「１月１日から１月４日まで」に改めまして、同号を同項第２号といたします。さらに、中

央図書館で奉仕を受けることができる時間を規定しております第３条第５項の表につきましては、「火

曜日から日曜日まで、午前１０時から午後６時まで」を「火曜日から日曜日まで、午前１０時から午

後６時まで（金曜日は午前１０時から午後７時まで）」に改めるものでございます。以上、よろしくご

審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

山口教育長 

事務局の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ございますか。 
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 山口教育長 

質問等も無いようでございますので、採決を行います。 

議案第４号 君津市図書館規則の一部を改正する規則の制定について、賛成の委員の挙手を求めま

す。 

 

【全員挙手】 

 

山口教育長 

挙手全員。よって、議案第４号は原案のとおり可決いたしました。 

 

 山口教育長 

次に、報告第１号、平成３０年度君津市活力ある魅力的な学校づくり表彰について、を議題といた

します。報告第１号について事務局の説明をお願いします。 

 

 榎本次長 

報告第１号、平成３０年度君津市活力ある魅力的な学校づくり表彰について、ご報告いたします。

議案書の１７、１８頁をご覧ください。 

この表彰は、現在、君津市学校再編基本計画に基づき「活力ある魅力的な学校づくり」に市を挙げ

て取り組んでいるところでございますが、その中で、各学校が自ら実践している、地域の特性を生か

した特色ある取組や、時代の変化に応じた先行的な取組などを表彰し、その情報を共有することで、

子どもたちにとってよりよい教育環境づくりを推進することを目的として、昨年度から実施している

ものです。今回は１０校から１０のテーマで活動報告書の提出があり、事業内容の充実度や事業の独

自性、広報状況などから、教育長賞に松丘小学校、優秀賞に北子安小学校、秋元小学校、小糸中学校、

グッドホームページ賞に坂田小学校、周西中学校が選考され、２月１５日の校長会議終了後、全校の

校長先生にお集まりいただいた中で、表彰式と、表彰校からの報告会を実施いたします。松丘小学校

のテーマは、「地域に開かれた学校づくり」で、こちらは、小中連携や小小連携、地域高齢者との交流、

青少年健全育成団体との連携などを通して、学校と地域が交流することで、「地域に開かれた学校づく

り」が展開され、コミュニケーション能力の育成、地域とのつながりの強化や学校の活性化に取り組

んでいることが評価されました。その他の学校のテーマと評価の視点は、議案書に記載のとおりでご

ざいます。今後も、それぞれ学校の特色を生かして、学校同士が刺激し合いながら、子どもたちにと

ってよりよい教育環境づくりがさらに進んでいくよう、次年度以降も、この表彰を継続していきたい

と考えております。報告は以上でございます。 

 

 山口教育長 

   事務局の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ございますか。 

 

 伊澤委員 

   学校再編が進んでいる中で、このような表彰がされて、それぞれの学校にさらに取組を強化してい

ただきたいと思うのですが、統合された後も、この取組を継続していただければと思いますので、よ
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ろしくお願いします。 

 

 榎本次長 

   こういった取組がしっかりと継続できるよう、今後も努めていきたいと考えております。 

 

 山口教育長 

他に、ございますでしょうか。 

他に質問等も無いようでございますので、次に、報告第２号、専決処分（後援関係）の報告につい

て、を議題といたします。報告第２号について事務局の説明をお願いします。 

 

 榎本次長 

報告第２号、専決処分の報告について、ご説明いたします。議案書の１９、２０頁をご覧ください。

１２月の教育委員会会議にて報告させていただいた以降に教育委員会が後援を承認した行事でござい

ます。案件は４件ございますが、このうちの新規の１件について説明いたします。 

   ２０頁の一段目、ＧＰリーグ・プログラミング・ラーニング・スタジオは、千葉テレビ放送株式会

社主催により、「政府が日本再興戦略２０１６の中で、来たるべき第４次産業革命を実現させる人材を

育成するための教育施策として、２０２０年から初等中等教育においてプログラミングの必修化を含

む教育指導要領を実施する」ことに伴いまして、政府の方針を広く一般にも知らしめ機運を高めるこ

とを目的として、新昭和ハウジングスクエアを会場として開催するものであり、参加者数は約５００

名でございます。 

以上４件につきまして、「行事の後援に関する規程」に基づき後援を承認し、君津市教育委員会行政

組織規則第１１条第１項第７号の規定により、専決処分をしたので、同条第２項の規定により報告す

るものです。以上でございます。 

 

 山口教育長 

   事務局の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ございますか。 

 

 伊澤委員 

   これは具体的にどういう内容の催し物なのですか。 

 

 榎本次長 

   今回の内容は、プログラミング・ラーニング・スタジオという名称のイベントという形になってお

ります。このＧＰリーグというのは、プログラミング学習を競技化したもので、今回はプログラミン

グ体験ということで、小学生のプログラミング初心者を対象とした、遊びながらプログラミングの基

礎が学べる体験イベントでございます。以上でございます。 

 

 山口教育長 

よろしいでしょうか。他にございますか。 

他に質問等も無いようでございますので、次に、報告第３号、平成３０年度君津市準要保護児童生
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徒の認定について、を議題といたします。報告第３号について事務局の説明をお願いします。 

 

 大久保学校教育課長 

報告第３号、平成３０年度君津市準要保護児童生徒の認定について、ご報告いたします。 

本日時点で、準要保護に認定した児童生徒数は小学生３０５名、中学生２０４名の合計５０９名。

本年度５月１日現在の児童生徒総数の５，６５７名に対して８．９％となります。前年度の同時期と

比べ、ポイントの増減はありません。説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

 

 山口教育長 

   事務局の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ございますか。 

 

 山口教育長 

質問等も無いようでございますので、次に、報告第４号、きみつ水と緑のコンサートの開催につい

て、を議題といたします。報告第４号について事務局の説明をお願いします。 

 

 布施生涯学習文化課副課長 

議案書２３、２４頁をお開きください。きみつ水と緑のコンサートの開催について、ご報告いたし

ます。 

今年度から、これまでの夢未来コンサートの蓄積をもとに、新たに「きみつ水と緑のコンサート」

として、２０２０年開催の東京オリンピック・パラリンピックに向けスタートいたします。今年度は 

「２０２０ みんなで奏でよう 和」というテーマを掲げております。清和ご出身の坂本和彦氏の指

導のもと、市民参加型の合唱団「きみつ水と緑の合唱団」を結成し、本市の音楽文化の向上を推進す

ることを目的に開催いたします。出演者には、声楽家の角田和弘さん、芝野遙香さんのほか、今年の

テーマの「和」にちなみ、若柳流汎哉会、こども舞踏教室、また、鹿野山のさんちょこ節保存会、琴

奏者の石井潤子さんなどがご出演されます。また、新たに周東中学校としてスタートいたします小糸

中学校・清和中学校の生徒の皆さんも、統合に向けた取組のひとつとして、出演することになってお

ります。日時は２月１７日、会場は君津市民文化ホールの大ホールです。以上、君津市教育委員会行

政組織規則第１１条第１項第７号の規定により当該事業について専決処分をしたので、同条第２号の

規定により報告いたします。以上です。 

 

 山口教育長 

   事務局の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ございますか。 

 

 山口教育長 

質問等も無いようでございますので、次に、報告第５号、君津市子どもの読書活動推進関連事業 

「１日だけの、森の童話館」の開催について、を議題といたします。報告第５号について事務局の説

明をお願いします。 
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布施生涯学習文化課副課長 

それでは報告第５号、君津市子どもの読書活動推進事業「１日だけの、森の童話館」の開催につい

て、ご説明いたします。議案書２７から２９頁をご覧ください。 

本事業は、子どもの読書活動推進事業の一貫として、今年度で５回目の開催となるものです。地域

のおはなし関係団体や、高校生のボランティアまたは子ども会育成連絡協議会などの皆さんのご協力

により、読み聞かせ、おはなしにまつわる様々なイベントを開催いたします。こちらには千葉県立中

央博物館のご協力もいただいております。日時は２月１７日、９時３０分から１５時まで、場所は君

津亀山少年自然の家です。以上、君津市教育委員会行政組織規則第１１条第１項第７号の規定により

当該事業について専決処分をしたので、同条第２号の規定によりご報告いたします。以上です。 

 

 山口教育長 

   事務局の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ございますか。 

 

 山口教育長 

質問等も無いようでございますので、次に、報告第６号、君津市連合婦人会解散式・ありがとうコ

ンサートの開催について、を議題といたします。報告第６号について事務局の説明をお願いします。 

 

布施生涯学習文化課副課長 

それでは報告第６号、君津市連合婦人会解散式・ありがとうコンサートの開催について、ご説明い

たします。議案書３１から３３頁をご覧ください。 

君津市連合婦人会は昭和４７年に結成され、市政や地域で活躍されてきましたが、会員の減少等に

より組織の維持等の課題が発生したため、平成３０年度末を持ちまして４７年間の歴史に幕を閉じら

れます。これまでの連合婦人会活動のあゆみについて振り返り、また皆さんにこれまでの感謝を込め

て音楽交流会という形で実施をするものでございます。日時は２月２３日、午後１時３０分から、君

津市民文化ホールにて行います。「アコール」の皆様にご出演いただき、音楽の集いという形で実施さ

せていただきます。以上、ご報告いたします。 

 

 山口教育長 

   事務局の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ございますか。 

 

 山口教育長 

質問等も無いようでございますので、次に、報告第７号、第４７回君津ニューイヤーマラソン大会

の結果について、を議題といたします。報告第７号について事務局の説明をお願いします。 

 

平野体育振興課長 

報告第７号、第４７回君津ニューイヤーマラソン大会の結果について、ご報告いたします。議案書

３５から３７頁をご覧ください。 

当日は、新年にふさわしい快晴で穏やかな絶好のコンディションの中、君津市体育協会、スポーツ

推進委員、スポーツ・レクリエーション推進員、スポーツ少年団等、多くの関係団体の御協力をもち
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まして、５２４名の参加者に大きな事故もなく無事終了することができました。３７頁には各部門の

参加人数及び入賞者を記載してございます。黒の星印が付いている選手は、大会新記録の選手でござ

います。今回は、小学生の男子と女子の部、そして一般男女の３km の部で大会新記録が出ました。大

会の運営につきまして、途中に給水所を設けてほしい等のご意見も会場でいただいております。また

内容を精査しまして、よりよい大会運営となるよう努めてまいりたいと考えております。以上報告い

たします。 

 

 山口教育長 

   事務局の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ございますか。 

 

 山口教育長 

質問等も無いようでございますので、次に、報告第８号、第３９回君津なわとび大会の開催につい

て、を議題といたします。報告第８号について、事務局の説明をお願いします。 

 

平野体育振興課長 

報告第８号、第３９回君津なわとび大会の開催について、ご説明いたします。議案書３９、４０頁

をご覧ください。 

今年度も２月１１日に君津なわとび大会を開催いたします。種目につきましては、今回新たに団体

とびの部に小学生の八の字とびを加えました。各学校で冬のこの時期、体力づくりとしてなわとびを

行っておりますので、その成果を発揮していただきたいと考えております。例年、約５００名の参加

者がおりますが、現在、広報をはじめ関係団体に周知をしているところでございます。今回は、市民

体育館の改修工事のために、会場が新日鐵住金君津体育館で実施をいたします。寒い中で行うことに

加え、現在インフルエンザ警報が出ています。消毒液を準備するなど、健康管理についてできる事を

対応いたしまして、大会を無事進めていきたいと考えております。以上でございます。 

 

 山口教育長 

   事務局の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ございますか。 

 

 山口教育長 

質問等も無いようでございますので、これより、非公開審議に入ります。 

 

 

議案第１号 平成３０年度君津市優秀な教職員表彰について、 

大久保学校教育課長の説明後、質疑を行い、原案のとおり可決した。 

 

 

山口教育長 

  本日の議案は、すべて終了いたしましたが、その他、委員さん又は事務局から何かございますか。 
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山口教育長 

   特に無いようでございますので、以上をもちまして、教育委員会会議を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

以上、会議の顛末を記載し、事実と相違ないことを証するため署名する。 

 

平成３１年２月８日 

君津市教育委員会教育長 山口 喜弘 

 

 


