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平成３１年第４回君津市教育委員会会議録 

 

１ 日  時 平成３１年４月２５日（木）午後３時００分開会 午後４時００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 髙橋克仁、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      草苅祐一、生涯学習文化課長        矢野淳一 

体育振興課長        大野 栄、学校教育課管理担当統括主幹   平野利之 

教育センター所長      菊地勝幸、学校給食共同調理場長      毛塚 忠 

中央図書館長        田渕陽子、生涯学習交流センター所長(兼)君津中央公民館長 川名 勲 

(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 社会教育委員の委嘱について 

議案第 ２ 号 公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第 ３ 号 周西南中学校区学校運営協議会委員の委嘱について 

議案第 ４ 号 下町集会所運営委員会委員の委嘱について 

議案第 ５ 号 学校開放運営委員会委員の委嘱について 

議案第 ６ 号 学校開放管理指導員の任命について 

議案第 ７ 号 小中学校体力向上プロジェクト委員の委嘱について 

議案第 ８ 号 図書館協議会委員の委嘱について 

議案第 ９ 号 平成３１年度君津市教育行政方針について 

議案第１０号 君津市教育委員会行政文書管理規程の一部を改正する訓令の制

定について 

議案第１１号 平成３１年度教科用図書君津採択地区協議会規約の制定について  

議案第１２号 平成３１年度教科用図書君津採択地区協議会委員の選出について  

報告第 １ 号 スクールバス運行事業の実施状況について 

報告第 ２ 号 学校給食共同調理場の運営状況について 

報告第 ３ 号 専決処分（後援関係）の報告について 

報告第 ４ 号 君津市婦人会連絡会の結成について 

報告第 ５ 号 平成３１年度“こころの劇場”君津公演について 
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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４回君津市教育

委員会会議を開催します。 

 

 山口教育長 

本日は、新年度最初の会議でございます。会議に先立ちまして、４月１日付け人事異動に伴う事務

局職員の紹介をお願いいたします。 

 

 加藤部長 

それでは、転入により、今年度から新たに会議に参加する職員をご紹介いたします。 

学校再編推進課長、草苅祐一でございます。 

体育振興課長、大野栄でございます。 

学校給食共同調理場長、毛塚忠でございます。 

   中央図書館長、田渕陽子でございます。 

   職員紹介は、以上でございます。 

 

山口教育長 

このメンバーで１年間進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 

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、４月に出席した行事についてご報告いたします。議案書の２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、１２日の今年度第１回目の市内校長会議でございます。私からは、子どもたちの命、安全・

安心を最優先に、常に危機管理意識を持って、学校運営にあたっていただきたい旨をお話ししました。

特に、環境が大きく変わる年度初めは、通学時の安全対策の徹底や、いじめの兆候、また、貧困や虐
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待、家庭でのトラブルなど、子どもの目線に立って、大事なサインを見逃すことのないよう、お願い

したところであります。また、働き方改革について、職員の意識改革を進める中で、学校行事の精選

など、全ての教育活動を見直していく、そんな機会にしていただきたいとお願いをしたところであり

ます。それから、今年度は、民間委託によるスクールバスの運行や、新調理場の稼働、エアコンの設

置、校務支援システムの更新など、新しい事業が多いわけでございますが、まだ改善すべき点もあろ

うかと思いますので、気づいた点があればご指摘いただき、学校現場と共にブラッシュアップしてい

く旨、お話しをしました。 

また、その日の午後には、新規採用教職員の研修会がありました。今年度は、小学校、中学校とも

にそれぞれ１２名、計２４名の新規採用者が着任いたしました。昨年度は２２名でしたので、２名増

ということでございますが、ベテラン層の退職が続いており、ちょうど新旧交代の時期となっており

ます。研修では、「コミュニケーション」、「地域との連携」、「教員としての修養」、この３点の大切さ

についてお話しさせていただきました。若さあふれる新採教員が、希望を持って仕事をすることで、

子どもたちが明るく元気に成長してくれればと期待しております。 

また、今月は年度初めということで、１１日に県教委主催の市町村教育長会議が、２３日には南房

総教育事務所管内の教育長会議がありまして、今年度の県の重点施策や事業概要、教育事務所の活動

計画などについての説明を受けました。なお、両会議とも、虐待防止や働き方改革など、今日的な課

題の対応方針などについての話がありました。本市におきましても、教育課題が山積しているわけで

ございますが、今年度も引き続き、職員一丸となり、県や関係機関と連携しながら、子どもたちにと

って「よりよい教育環境」を目指して、取り組んでまいりたいと思っております。報告は以上でござ

います。 

 

山口教育長 

ご質問等、ございますか。 

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１２件、報告５件でございます。このうち、議案第１号ないし議案第８号及び

議案第１２号につきましては、「人事案件」でございますので、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号ないし議案第８号及び議案第１２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、日程の最後といたします。 

 

 山口教育長 

はじめに、議案第９号 平成３１年度君津市教育行政方針について、を議題といたします。議案第

９号について、事務局の説明をお願いします。 

 

髙橋次長 

議案第９号 平成３１年度君津市教育行政方針につきまして、ご説明いたします。別冊の平成３１
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年度君津市教育行政方針をご覧ください。 

今年度の教育行政方針につきましては、昨年度までのものをベースに、本市の教育振興基本計画で

あります「第三次きみつ教育 創・奏５か年プラン」との整合性をより図るため、創・奏プランの基

本目標や施策の方向性に沿った組み立てとし、その中でも、今年度、特に重点的に取り組む内容や新

規事業についてまとめる形といたしました。 

教育委員会では、今年度、これまでに引き続き、学校再編をはじめとした教育環境の整備に努める

とともに、環境の変化に対応し、社会全体が協働して教育の向上に取り組むため、「学校教育」、「スポ

ーツ振興」、そして「生涯学習・青少年健全育成・文化振興」の３つの柱を軸にして、「君津市総合計

画」、「君津市教育大綱」、「第三次きみつ教育 創・奏５か年プラン」の理念に則り、施策の展開・推

進を図ってまいります。 

まず、Ⅰ．学校教育について、創・奏プランの基本目標の１と２にあたる内容となっております。

学校再編の推進では、新規の事業として、スクールバスを運行いたします。また、教育環境の整備と

して、エアコンの設置や周西中学校のトイレ改修を実施するとともに、指導面では「主体的・対話的

で深い学び」を意識した学習や英語教育、昨年度途中から実施しておりますＳＮＳを活用した相談窓

口、スクールソーシャルワーカーの配置、あとは、学校給食共同調理場の運営にも万全を期してまい

ります。スクールバスと共同調理場につきましては、この後、その状況について、それぞれご報告さ

せていただきます。 

続いて、Ⅱ．スポーツ振興について、創・奏プランでは、基本目標の３になります。学校体育の推

進では、昨年度策定しました「部活動ガイドライン」の運用が始まりました。水泳指導においては、

久留里市民プールや民間施設の利活用について検証をしてまいります。さらに、「生涯スポーツの推進」、

「スポーツ施設の整備と活用」についても取り組んでまいります。 

次に、Ⅲ．生涯学習・青少年健全育成・文化振興について、創・奏プランの基本目標 ４、５、６

になります。社会教育施設の再整備では、「第１期プラン」の策定に取り組んでまいります。また、時

代に沿った生涯学習事業の展開や、「知の拠点」としての図書館サービスの推進、地域コミュニティづ

くりと青少年を健やかに育む事業の展開、文化芸術事業の実施、文化財の保護と活用にも取り組んで

まいります。 

以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただき、この教育行政方針について、君津市教

育委員会行政組織規則第７条第１号の規定により、議決を求めるものでございます。 

 

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９号 平成３１年度君津市教育行政方針について、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 
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山口教育長 

挙手全員。よって、議案第９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１０号 君津市教育委員会行政文書管理規程の一部を改正する訓令の制定について、

を議題といたします。議案第１０号について、事務局の説明をお願いします。 

 

髙橋次長 

議案第１０号 君津市教育委員会行政文書管理規程の一部を改正する訓令の制定につきまして、ご説

明いたします。本議案でございますが、来週の５月１日からの元号改正に伴い、一般文書及び指令、

達を除く公示令達文書の記号及び番号の取扱いを変更するため、君津市教育委員会行政文書管理規程

の一部を改正しようとするものでございます。改正の内容といたしましては、これまで文書番号の表

記にあたり、「君教」の前に付していた会計年度や暦年を表す数字を、今後は付けないこととするもの

でございます。なお、同様の規程を持つ市長部局及び消防本部についても改正を行う予定でございま

して、施行期日は、令和元年５月１日からの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。 

 

 伊澤委員 

   文書処理上、支障はないのでしょうか。 

 

髙橋次長 

   他の自治体では文書番号の前に年を表す数字を付けていないところも多くありまして、日付を同時

に示すことで文書の特定もできますので、特に支障はございません。 

 

 山口教育長 

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１０号 君津市教育委員会行政文書管理規程の一部を改正する訓令の制定について、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１０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１１号 平成３１年度教科用図書君津採択地区協議会規約の制定について、を議題と

いたします。議案第１１号について、事務局の説明をお願いします。 



 

6 

 

 

大久保学校教育課長 

平成３１年度教科用図書君津採択地区協議会規約の制定について、説明いたします。 

本議案は、令和２年度に使用する教科用図書の採択にあたり、君津地方４市教育委員会が平成３１

年度教科用図書君津採択地区協議会を設置して協議することについて、各市の教育委員会会議の議決

を得ようとするものでございます。 

規約は、第１条の協議会の設置規定から第１６条の委任規定までの本則と附則により構成されてお

ります。事務局につきましては、今年度から木更津市となっております。附則で、本規約の施行期日

を令和元年５月１日とし、令和２年３月３１日まで効力を有するものと規定しております。なお、本

年度は、道徳も含め小学校の全教科書と特別支援の採択が行われますことを申し添えます。 

また、近年、教科書発行者から学校・行政職員に対し、教科書採択の公正性・透明性に対して疑念

を生じさせるような事案が全国的に発生しました。教科書採択における公正確保の徹底等については、

通知をもとに全教職員へ再度周知したところでございます。 

平成３１年度教科用図書君津採択地区協議会規約を別紙のとおり定めたいので、君津市教育委員会

行政組織規則第７条第１２号の規定により、議決を求めるものでございます。以上で説明を終わらせ

ていただきます。 

 

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１１号 平成３１年度教科用図書君津採択地区協議会規約の制定について、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１１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 スクールバス運行事業の実施状況について、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。 

 

 髙橋次長 

  報告第１号 スクールバスの運行事業の実施状況について、ご説明いたします。本年４月１日開校

の周東中学校について、通学区域の変更に伴い、通学距離が長くなる生徒を対象に、マイクロバス２

台、コミュータタイプ１台、計３台のスクールバスを運行しております。別冊の２０１９周東中学校

スクールバス運行計画と休日運行計画、こちらにありますルート、時刻で運行しております。基本的
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には、朝１便、夕方２便運行としていまして、部活動の通常練習等に対応した運行を行っているとこ

ろでございます。現在のところ、円滑に運用されているものと認識しております。事前に試験運行を

実施したり、担当者が新１年生の自宅を１件１件まわり、保護者に内容などのご説明もしましたし、

運行当日には、現地にて運行の状況を確認しております。また、地域の方から、植畑の停留所のとこ

ろが少し坂になっているので、坂の手前にした方が安全ではないかとのご意見をいただき、停留所を

移動するなど、臨機応変に対応しております。これからも、安全でスムーズな運行ができるよう、学

校、保護者とともに努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。 

 

 伊澤委員 

   スクールバスの停留所がどこにあるのか、地域の方には理解していただいているのでしょうか。 

 

髙橋次長 

   コミュニティバスの停留所がスクールバスの主な停留所となっています。また、停留所の決定につ

いては、統合準備室の通学部会で議論をし、その後に保護者説明会でも説明をしていまして、ご理解

いただいているものと認識しています。ただ、運行が始まってから乗降場所を変更したいといった要

望も出てきておりますので、バスの定員等も配慮して、柔軟に対応していこうと考えております。 

 

 佐藤委員 

   今後、通学する生徒が変わっていくと、停留所も変わることになるのでしょうか。 

 

髙橋次長 

   毎年、生徒は変わっていきますので、運行ルートや時刻、停留所については絶えず見直しをしてい

きたいと考えております。 

 

 山口教育長 

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 学校給食共同調理場の運営状況につ

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。 

 

 毛塚学校給食共同調理場長 

報告第２号 学校給食共同調理場の運営状況につきまして、ご説明いたします。 

市内小・中学校の児童生徒に安全・安心な給食を安定的に提供するため、平成２９年度から建設事

業を進めてまいりました君津市学校給食共同調理場が完成しました。これまで、スムーズな給食の提

供ができるよう、３月と４月に６，０００食の試作トレーニングを実施しました。また、新しい食器

食缶で学校が混乱しないよう、給食の準備や片付けの学校配膳シミュレーションも実施しまして、大

きな混乱もなく、４月１０日から給食を提供しております。 

今後の取り組みといたしましては、保護者や学校関係者などを委員とする「アレルギー検討委員会」



 

8 

 

を設置し、食物アレルギー除去食対応マニュアルの策定を行い、安全性を最優先に、できるだけ早期

にアレルギー除去食の提供ができるよう努めてまいります。 

また、給食費の改定につきましては、これまで委託していた炊飯業務が調理場で可能となったこと

や、消費税率の改定、地産地消の推進などを総合的に勘案し、方向性を決定してまいります。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。 

 

 伊澤委員 

給食費を検討するということですが、高くなるのか、安くなるのか、また、アレルギー対応が必要

な子どもが何人位いるのか、教えてください。 

 

 毛塚学校給食共同調理場長 

   給食費につきましては、現在、食材費分を徴収しているところですが、炊飯業務が自前で行えるよ

うになった一方で、消費税率が改定されることで食材の購入費が上がるということも考えられますの

で、いろいろなことを総合的に勘案して方向性を決定していきたいと考えております。 

   アレルギーの対象者は、小学生６２名、中学生２３名、合計８５名ということで把握しております。 

 

 小倉委員 

   地産地消の推進とありますが、毎月の献立表に食材の産地が書かれているのでしょうか。 

 

毛塚学校給食共同調理場長 

これまで、米など一部の食材について産地を表記したりしたこともありました。今後、食育や地産

地消の観点から、献立表などについても更に工夫してまいります。 

 

 山口教育長 

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 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３号について、事務局の説明をお願いします。 

 

 髙橋次長 

報告第３号 専決処分の報告について、ご説明いたします。議案書４０頁をご覧ください。３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５件ございますが、このうちの２件について説明いたします。 

「第４５回君津市長杯ダブルステニス大会 他６大会」は、君津市民に対し、地域交流とテニスの

普及及び発展を図るために開催されるものです。 

続きまして、「街角コンサート in 君津」は、君津地方４市の音楽教育に貢献するために、地元出身

の音楽家を中心に参加を募り開催されるもので、参加予定者数は４００名程度となっております。 

以上、この５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
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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。 

 

 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 君津市婦人会連絡会の結成について、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。 

 

 矢野生涯学習文化課長 

   報告第４号 君津市婦人会連絡会の結成について、ご説明いたします。 

これまで君津市の女性教育を牽引してきた「君津市連合婦人会」は、平成３０年度末をもって４７

年間の活動に幕を下ろしました。そして、来月、５月８日、小糸婦人会と秋元婦人会で、「君津市婦人

会連絡会」を結成いたします。会長は関口牧江氏で、会員数は小糸が１５５名、秋元が５０名です。

これまでの連合組織の理念を引き継ぎながら、時代にあった緩やかな「婦人連絡会」とし、単位婦人

会活動だけではなく、市域の女性たちとのつながりも大切にしながら、持続可能な体制をつくってい

くことを考えています。主な活動として、合同会議・研修会の開催、会員や地域住民を対象とした交

流事業の実施、小・中学校、高校等への郷土料理の指導等を行っていく予定です。このような催し物

については、市の回覧板等で周知をして、他の団体にも呼びかけていくということでございます。担

当課としましても、女性たちの学びと交流の機会を創出し、地域の活性化に結びつくこの「連絡会」

の活動に対して、引き続き支援してまいります。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。 

 

伊澤委員 

  引き続き支援をするということですが、補助金という形で支援するのでしょうか。 

 

 矢野生涯学習文化課長 

   連合婦人会の時は、社会教育関係団体ということで補助金を交付していました。規模は縮小するこ

とになりましたが、これからも地域で頑張っていくと、また、他の単位婦人会にも声をかけてといっ

た事業も考えているようですので、減額とはなりますが、補助していく予定であります。 

 

 伊澤委員 

   主な活動を見ますと、市全体に関わった内容もありますし、災害時などの活動も考えられますので、

ぜひ小規模になったから額を減らすということではなくて、将来的なことも踏まえて支援していただ

ければと思います。 

 



 

10 

 

 山口教育長 

他に質問等も無いようでございますので、次に、報告第５号 平成３１年度“こころの劇場”君津

公演について、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。 

 

 矢野生涯学習文化課長 

   報告第５号 平成３１年度“こころの劇場”君津公演について、ご説明いたします。 

本事業は、（公財）君津市文化振興財団の自主事業として、市内の小学６年生を対象に、平成２６年

度から開催し、今回で６年目となります。劇団四季によりますミュージカル作品“こころの劇場”は、

「生命の尊重」、「友情と助け合い」、「生き抜くことの使命」などについて、舞台から直接吸収し、道

徳や、情操教育に寄与することを目的としています。平成３１年度の作品名は、「はだかの王様」です。

日時・会場は、５月１４日（火）１４時から、君津市文化ホールの大ホールです。今年度は、市内の

小学６年生６４６名が鑑賞する予定です。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、これより、非公開審議に入ります。 

 

 

議案第１号 社会教育委員の委嘱について、 

矢野生涯学習文化課長の説明後、質疑を行い、原案のとおり可決した。 

 

議案第２号 公民館運営審議会委員の委嘱について、 

矢野生涯学習文化課長の説明後、質疑を行い、原案のとおり可決した。 

 

議案第３号 周西南中学校区学校運営協議会委員の委嘱について、 

矢野生涯学習文化課長の説明後、質疑を行い、原案のとおり可決した。 

 

議案第４号 下町集会所運営委員会委員の委嘱について、 

矢野生涯学習文化課長の説明後、質疑を行い、原案のとおり可決した。 

 

議案第５号 学校開放運営委員会委員の委嘱について、 

大野体育振興課長の説明後、質疑を行い、原案のとおり可決した。 

 

議案第６号 学校開放管理指導員の任命について、 

大野体育振興課長の説明後、質疑を行い、原案のとおり可決した。 
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議案第７号 小中学校体力向上プロジェクト委員の委嘱について、 

大野体育振興課長の説明後、質疑を行い、原案のとおり可決した。 

 

議案第８号 図書館協議会委員の委嘱について、 

田渕中央図書館長の説明後、質疑を行い、原案のとおり可決した。 

 

議案第１２号 平成３１年度教科用図書君津採択地区協議会委員の選出について、 

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。 

 

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。 

 

令和元年５月２１日 

君津市教育委員会教育長 山口 喜弘 

 

 


