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令和元年第５回君津市教育委員会会議録 

 

１ 日  時 令和元年５月２１日（火）午前１０時００分開会 午前１０時５５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 

 

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 学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱について 

議案第 ２ 号 教育支援委員会委員の委嘱について 

議案第 ３ 号 通学区域審議会委員の委嘱について 

議案第 ４ 号 子どもの読書活動推進委員会委員の委嘱について 

議案第 ５ 号 令和元年度君津市一般会計補正予算（第２号）のうち教育委員会

関係予算に関する意見について 

議案第 ６ 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 ７ 号 君津市特別支援教育就学奨励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 ８ 号 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検・評価

について 

報告第 １ 号 平成３０年度君津市一般会計予算事故繰越し繰越計算書につい

て 

報告第 ２ 号 市が出資又は債務を負担している法人の経営状況について 

報告第 ３ 号 施設整備計画の事後評価について 

報告第 ４ 号 専決処分（後援関係）の報告について 
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 山口教育長 

ただいまの出席者は４名で定足数に達しておりますので、これより、令和元年第５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、５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。 

初めに、１３日の第１回教科用図書君津採択地区協議会です。この協議会は、君津地方４市からの

各５名、計２０名の委員で構成され、君津市教委からは、伊澤委員と私が出席して、令和２年度の使

用教科書の採択方法などについて協議しました。今年度は、道徳も含め、小学校の全教科と特別支援

の教科書を採択いたします。今後は、研究調査委員の専門的な調査結果を参考に、本協議会で君津地

区の子どもたちにとって最もふさわしい教科書を選定し、最終的には、各市の教育委員会で採択する

という手続きになりますので、後日、議案として提出させていただきます。 

次に、１７日の議会全員協議会であります。今回、教育委員会からは、３月に決定した「学校施設

の個別施設計画」と、小・中学校へのエアコン設置、それから、学校再編第１次実施プログラムの進

捗状況の、都合３点についてご報告しました。 

このうち、エアコンについては、「早期設置に向け、全力で取り組んできたが、委託した設計業務の

遅れや、受変電設備の全面改修が必要な学校もあり、一部の学校においては、２学期以降、あるいは、

１２月頃の設置となる見込みであること、また、全国的な需要の高まりの中で、機材調達が困難な場

合など、状況によっては、さらに遅れる可能性もある。」旨、ご報告したところであります。なお、各

学校に対しては、全協終了後、直ちに資料を添えて、情報提供したところでありますが、エアコンに

ついては、保護者等の関心も高いことから、近日中に、改めて管理職を対象に説明の機会を設けたい

と考えています。 

学校再編については、第１次実施プログラムの進捗状況に併せ、２次プログラム案にも触れ、「君津

地区の学校再編は、統合や、学区の見直し、弾力化を一体的に行なう必要があることから、現在、児
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童生徒数や宅地開発の状況等について、詳細な分析を加えており、予定より公表が遅れているが、子

どもたちにとって最良のプログラムになるよう努めていく。」旨、ご報告したところであります。こち

らについては、本日の協議会でも、ご意見等いただければと思っています。 

最後に、２８日開催予定の君津警察署管内学校警察連絡委員会、通称、学警連の総会であります。

学警連は、警察と学校が協力して、主に交通安全など、子どもたちの安全・安心の確保と、健全育成

を目指す組織であります。先月、お隣の木更津市で、信号無視による小学生の死傷事故が起きていま

す。また、野田市の虐待事案など、県内では、幼い命が犠牲となる痛ましい事故や事件が続いていま

す。本市においても、この学警連の活動を軸に、警察と学校、そして市教委がしっかりと連携し、さ

らに地域のボランティアの方々にもご協力いただきながら、見守り体制を強化していきたいと考えて

います。また、大人による見守りだけでなく、子どもたち自身の防犯、安全意識を高める防犯教育や

安全教育、防犯対策についても、関係機関と連携しながら、充実・強化に努めてまいりたいと考えて

います。私からの報告は以上です。 

 

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８件、報告４件でございます。このうち、議案第１号ないし議案第５号並びに

報告第１号及び報告第２号につきましては、「人事案件」又は「議会案件」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。 

 

【全員挙手】 

 

 山口教育長 

挙手全員。よって、議案第１号ないし議案第５号並びに報告第１号及び報告第２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６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６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 

  議案第６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、ご説明申し上げま

す。議案書の１５、１６頁及び議案参考資料３頁から５頁をご覧ください。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、文部科学省より平成３１年度における単価改定の案が示されたことを受け、

要綱内の単価改正を行うものでございます。併せて、就学援助費の支給対象となる要保護者について、

就学援助を受けようとする申請を要する旨の運用を図るため、規定の改正を行うものでございます。 
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  要保護児童生徒の保護者からの就学援助費に係る申請について、従来は、第５条第３項に規定のと

おり、社会福祉法第１４条第１項の規定により設置された福祉に関する事務所からの生活保護の開始

の報告をもって当該申請があったものとみなしておりました。今後は、他の支給対象者と同様に申請

書等の提出を求めるため、第５条第３項を削り、また、第６条中の「準要保護児童生徒等」を「要保

護児童生徒及び準要保護児童生徒等」に改めるものでございます。 

  また、中学校入学準備金の支給対象者について、支給日において認定であることが求められるため、

対象学年を「３月１日時点で認定されている小学校第６学年」から「小学校第６学年（支給日時点で

認定されていないものを除く）」に改めるものでございます。 

  なお、単価改正に伴う経過措置といたしまして、平成３０年度における次年度入学予定者で、改正

前の要綱の規定により「小学校入学準備金」または「中学校入学準備金」の支給があった場合は、改

正後の要綱の規定により、「新入学児童生徒通学用品費」の額との差額を支給することができるとする

ものでございます。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。 

 

 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６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６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７号 君津市特別支援教育就学奨励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７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 

議案第７号、君津市特別支援教育就学奨励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。議案書の１７頁から２１頁及び議案参考資料７頁から１０頁をご覧ください。本議

案は、君津市特別支援教育就学奨励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、文部科学省より平成３１年度における奨励費のうち、新入学児童生徒学用

品・通学用品費購入費の国庫補助金限度額の増及び消費税増税に伴う各費目の国庫補助金限度額の増

が提示されたことを受け、要綱内の単価改正を行うものでございます。よろしくご審議賜りますよう

お願い申し上げます。 
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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７号 君津市特別支援教育就学奨励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７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８号 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検・評価について、を

議題といたします。議案第８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８号 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検・評価について、ご説明い

たします。別冊の「教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検・評価」をご覧くださ

い。 

本件につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定に基づきま

して、毎年、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況について、点検及び評価を行い、そ

の結果を報告しようとするものです。今後、議会に報告書を提出するとともに、ホームページで公表

することとなります。 

報告の内容といたしましては、１点目として、「教育委員会会議及び教育委員会協議会の開催状況と

審議・協議事項」について、２点目として、「第三次きみつ教育 創・奏５か年プランの平成３０年度

の点検・評価結果」について、報告するものとなります。 

まず、「教育委員会会議の開催状況及び審議・協議事項」ですが、平成３０年度中、教育委員会会議

を１２回開催し、審議案件６５件、報告事項８４件について審議がなされたこと、また、協議の必要

な事項等については、教育委員会協議会を開催し、協議案件２７件について協議し、事務を執行しま

した。教育委員会会議の審議内容等の詳細につきましては、２頁から６頁に記載してありますので、

後ほどご覧いただきたいと思います。 

続いて、「第三次きみつ教育 創・奏５か年プランの取組状況及び点検・評価結果」ですが、ご承知

のとおり、本プランは６つの基本計画のもと、１５の重点目標を設け、その達成に向け努めておりま

す。平成３０年度は、本プランの１年目であり、家庭、地域、学校がそれぞれの役割により、行政と

の連携・協働のもとで、各重点目標について、順調に推進することができました。 

評価方法につきましては、各重点目標について目標値を設定し、成果が１００％以上のものはＳ、
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９０％以上がＡ、５０％以上がＢ、５０％未満をＣとしています。 

それでは、基本目標ごとに、評価結果を簡単にご説明いたします。 

基本目標１「子どもたちにとってよりよい教育環境の整備による学校の活性化」について、まず８

頁にある表①に、重点目標として掲げている取り組み、その現状値と目標値、３０年度の結果、そし

て評価を記載してございます。評価結果は、「適正規模・適正配置」がＡ、「非構造部材の耐震化」が

Ｂ、「トイレの洋式化」がＢとなっております。９頁の表②には、それぞれの重点目標について、３０

年度中の取組状況と次年度の取組目標が記載してありますので、参考にしていただきますようお願い

いたします。 

次に、基本目標２「人生を主体的に切り拓く「生きる力」を育む学校教育の推進」につきましては、

「学力向上推進事業」と「道徳・人権教育推進事業」は目標値を上回りＳ、「いじめ防止対策の推進」

がＡとなっております。 

  次に、基本目標３「健康でいきいきとした生活づくり」は、「体力向上プロジェクト事業」で指標が

２つありまして、「運動好きな児童生徒の割合」、「千葉県運動能力証合格率」がともにＡ、「生涯スポ

ーツ推進事業」がＢでございます。 

  次に、基本目標４「市民一人一人が学び、活動できる環境づくり」は、「公民館の活用の推進」がＢ、

「市民の学習活動の支援」がＳとなっておりまして、「子どもの読書推進」については今回指標の見直

しをしたため、評価は無しとなってございます。こちらは、最後に全体の評価のところでご説明させ

ていただきます。 

  次に、基本目標５「いきいきとした地域コミュニティと地域ぐるみで青少年を育む環境の醸成」に

つきましては、「まちづくりふれあい講座」は件数、利用者ともに目標値を上回りＳ、「放課後子供教

室の安定運営」はＢということでございます。 

  最後に、基本目標６「豊かな学びと心を育む文化振興の充実」は、「君津市民文化ホールを拠点とし

た文化芸術事業の実施」がＳ、「文化財を有効に活用した事業の実施」がＢとなっております。 

報告書の最後に、評価結果の集計表を載せてございます。こちらに、創・奏プランの指標にはあり

ませんが、エアコンの設置について記載してございます。一部の設計業務に遅れが生じてはおります

が、今年度早期に設置できるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。「その他」評価

の１件は、先ほどふれました「子どもの読書推進」になりますが、こちらは、これまで文科省の「全

国学力・学習状況調査」で、小学６年と中学３年を対象に「読書が好きですか」という項目がありま

して、それを指標としていたのですが、平成３０年度の調査からその項目が削除となってしまい、今

回評価ができませんでした。そのため、平成３０年度から、本市独自で同様の調査を小学５年と中学

２年を対象に実施しまして、今後はその実績値を指標として、評価を進めていきたいと考えておりま

す。 

今回は、５年後の目標値に対する計画１年目の結果の評価でありまして、評価できなかったものを

除いて、Ｓ評価５つを含め、全てＢ評価以上ということで、１年目としては順調に推進されているも

のと捉えております。次年度も同様に評価をする中で、場合によっては目標値や取組内容の見直しを

行いながら、より充実したものとしていけるよう、取り組んでまいりたいと考えております。 

なお、この点検・評価につきましては、教育委員会会議で議決をいただきました後、市議会にこの

冊子を配付する形で報告をする予定で、毎年この時期に配付をしております。 

以上、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検・評価について、君津市教育委員
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会行政組織規則第７条第１４号の規定により議決を求めるものでございます。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。 

 

 小倉委員 

   「子どもの読書推進」について、読書が好きな子どもの割合が、平成３０年度の調査結果で小学校

５年生が８２．９％、中学校２年生が７８．６％となっていまして、感覚的に少し高いような気がす

るのですが、いかがでしょうか。 

 

 矢野生涯学習文化課長 

   これは、学校での調査結果で、学校の図書室もよく利用されていまして、このような結果になって

いるものと思われます。 

 

 菊地教育センター所長 

   学校に勤務していたときの印象として、子どもは読書が好きです。朝読書や、国語の授業で読書の

時間を確保したりと、学校でも意欲的に取り組んでいますので、子どもの感覚としても「好き」とい

う答えになっているのかと思います。子どもには、歴史のマンガなどが、読みやすくて人気があると

思います。 

 

山口教育長 

他にございますか。 

 

 伊澤委員 

   文化ホールの年間利用者数が、平成２８年度が約１６万３千人で、令和４年度の目標値が１７万４

千人となっていて、平成３０年度の結果が約１７万８千人ということで、目標値を大幅に超えている

のですが、これについて伺います。 

 

 矢野生涯学習文化課長 

   ここには貸し館業務の人数も含まれておりまして、平成３０年度は１７万８１００人という結果と

なっております。今後、指定管理者にも状況を確認しながら、必要に応じて目標値の見直し等も考え

ていきたいと思います。また、現在は、午前・午後・夜という３区分の時間割で貸し出していまして、

稼働率は部屋によって違いますが、全体として８０％を超えている状況となっております。 

 

 伊澤委員 

   ５年の計画期間中に、目標値に向かって毎年少しずつでも上向いていれば良いと思うのですが、令

和４年度の目標値に対して現段階の数値を評価するという方法はどうなのでしょうか。 
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 髙橋次長 

   指標のあり方や評価の仕方等については、それが適正かというとなかなか難しいところがあります

ので、絶えず見直しをしながら、また、目標値についても必要に応じて修正しながら取り組んでまい

りたいと考えております。 

 

 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、採決を行います。 

議案第８号 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検・評価について、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８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３号 施設整備計画の事後評価について、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 施設整備計画の事後評価について、ご説明いたします。 

本市では、文部科学省の学校施設環境改善交付金の交付を受けて平成３０年度に実施予定であっ

た周西小学校トイレ改修Ⅱ期工事、小糸中学校統合改修Ⅱ期工事、小櫃中学校統合改修Ⅰ期工事、

共同調理場増改築Ⅱ期工事について、国の補正にあわせて平成２９年度に前倒して実施いたしまし

た。計画期間が平成２９年度となっているのは、国の予算年度にあわせて期間を策定したためです。

これらの工事について、Ⅱ期工事分は工事が全て完了し、Ⅰ期工事分は引き続き平成３１年度にⅡ

期工事を実施する予定です。 

   地方公共団体は、学校施設環境改善交付金交付要綱第８の１に基づき、自ら策定した施設整備計

画について、計画期間の終了時に目標の達成状況等について評価を行い、公表することとされてい

ますので、別紙のとおり事後評価を行い、文部科学大臣へ報告いたします。なお、公表については、

ホームページで実施する予定です。以上、報告させていただきます。 

 

 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、次に、報告第４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４号について、事務局の説明をお願いします。 
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 髙橋次長 

報告第４号 専決処分の報告について、ご説明いたします。４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は７件ございますが、このうちの新規１件につい

て説明いたします。 

「J-Brand Dance School 第２３回ダンス発表会」は、ダンスの楽しさを多くの人に知ってもらう

ことや、表現することの楽しさや喜びを感じてもらうことを目的に、J-Brand Dance School 主催によ

り開催されるもので、参加予定者は、約３００名を見込んでおります。 

以上、この７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。 

 

 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 学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱について、 

毛塚学校給食共同調理場長の説明後、質疑を行い、原案のとおり可決した。 

 

議案第２号 教育支援委員会委員の委嘱について、 

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。 

 

議案第３号 通学区域審議会委員の委嘱について、 

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。 

 

議案第４号 子どもの読書活動推進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 令和元年度君津市一般会計補正予算（第２号）のうち教育委員会関係予算に関する 

意見について、 

髙橋次長の説明後、質疑を行い、原案のとおり可決した。 

 

報告第１号 平成３０年度君津市一般会計予算事故繰越し繰越計算書について、 

髙橋次長から報告を行った。 
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報告第２号 市が出資又は債務を負担している法人の経営状況について、 

矢野生涯学習文化課長から報告を行った。 

 

 

 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。 

 

 田渕中央図書館長 

中央図書館「知の拠点化」推進講座について、ご報告いたします。 

本年度からの新規事業である中央図書館「知の拠点化」推進事業の一環として、昨年から導入した

５つのオンラインデータベースのうち、ルーラル電子図書館を活用した講座“図書館で調べよう！野

菜づくりのコツ！”を開催いたします。ルーラル電子図書館とは、食と農の総合情報センターとして

一般社団法人農山漁村文化協会が運営するデータベースで、雑誌「現代農業」をはじめとする同協会

の出版物のデジタルデータや、農作物の病気・害虫の写真データ等を閲覧することができます。講師

には農山漁村文化協会職員の方をお迎えして、農業や家庭菜園初心者から経験者まで幅広い方を対象

に、野菜づくりのコツをルーラル電子図書館やＤＶＤを使ってご紹介していただきます。今回の講座

は、図書館で所蔵するデータベースや資料の活用方法を紹介することで、市民の方がさまざまな情報

媒体を活用した課題解決の支援や、図書館の利用拡大につなげることを目的としております。開催日

時・会場は、６月２３日（日）午前１０時から、中央図書館２階の視聴覚室で開催いたします。定員

は先着２０名とし、６月１日より募集を開始いたします。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。 

   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６月２７日 

君津市教育委員会教育長 山口 喜弘 

 

 

 


