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令和元年第６回君津市教育委員会会議録 

 

１ 日  時 令和元年６月２７日（木）午後３時００分開会 午後３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 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 

学校給食共同調理場長    毛塚 忠、生涯学習交流センター所長(兼)君津中央公民館長 川名 勲 

中央図書館長        田渕陽子、(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 君津市立図書館の臨時休館について 

報告第 １ 号 学校再編の取り組み状況について 

報告第 ２ 号 専決処分（補助金関係）の報告について 

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 夏期ラジオ体操会の実施について 

報告第 ５ 号 令和元年度富津市・君津市小学校陸上競技記録会の結果について 

報告第 ６ 号 令和元年度君津支部中学校陸上競技大会の結果について 

 

 

 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、令和元年第６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。 



 

2 

 

 

【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、６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３点ご報告申し

上げます。 

１点目は、市議会本会議、６月議会です。６日、７日、１０日に行われた一般質問についてご報告

します。資料として「令和元年第２回市議会一般質問（教育委員会関係）」を配付してございます。今

回、教育関係では、学校再編や小中一貫教育、部活動のあり方、エアコン設置の進捗など、大綱９点、

細目１４点の質問がございました。 

まず、学校再編ですが、「第２次プログラムの進捗と、今後の展望」についての質問には、「君津地

区の学校再編は、「統合」と「学区の見直し」を複合的に捉える必要があることから、現在、児童生徒

数の推移や宅地開発の状況等について、さらに詳細な分析を加えている。また、学区のねじれの解消

を要望する声が多くあり、該当地区において、来年度から隣接学区への登校を認めるなど、通学区域

制度の弾力的な運用に向けて準備を進めていく。」旨をお答えしました。 

さらに、「周南小中一貫教育校の今年度の展開と、地域への周知方法」についての質問があり、これ

に対して、「これまでの取り組みに加え、新たに、小学校の低・中学年と中学２・３年生を組み合わせ

た、他校にない合同授業や体験活動を行っていく予定で、それらを学校だよりやホームページで積極

的に発信していく。また、授業参観や学校公開を行い、多くの方々に知っていただく機会を新たに設

ける。」旨、お答えしたところであります。議員からは、「先進的な取り組みにより、視察が訪れるよ

うな小中一貫教育を作り上げてほしい。」との要望がございました。 

その他の質問については、本日配布の資料や、市のホームページでご確認いただければと思います。 

次に、１８日の学校給食共同調理場運営委員会でございます。４月１０日から新調理場が稼動して

おりますので、その様子と、給食費の収納状況などについて報告をしました。また、食物アレルギー

除去食について、専門医を含めた検討委員会を立ち上げ、安全性を最優先にしながら、できるだけ早

期に提供できるように準備を進めていく旨、報告させていただきました。委員からは、「給食がおいし

くなったと子供が話している。」などといったご意見や、「給食費の無償化についてどう考えているか。」

というご質問をいただき、意見交換をしたところでございます。 

なお、先日発生しました学校給食への異物混入事案につきましては、この後、担当から報告させて

いただきます。 

次に、２４日の通学区域審議会でございます。先ほどの議会報告でもお話ししましたが、君津地区

の学校再編に取り組む中で要望の多い、学区のねじれの解消についてご検討いただきました。委員か

らは、「通学の安全にも配慮したものにしてほしい。」、また、「今後の学校統合を見据えた中で進めて

ほしい。」といったご意見を頂戴したところでございます。これらのご意見などを参考にしながら、学

区の弾力化に向けて取り組んでまいりたいと考えております。こちらにつきましては、本日の協議会
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の議題になっておりますので、ご意見等いただければと思います。 

私からの報告は以上でございますが、ここで、学校給食への異物混入の件について、担当から報告

いたします。 

 

 毛塚学校給食共同調理場長 

   学校給食への異物混入事案につきまして、ご報告をさせていただきます。 

本事案は、６月３日（月）周西南中学校に提供しました焼肉丼の具の中から、縦横４ｃｍ程度の養

生テープが発見されたものでございます。学校からの連絡を受け、栄養士を含めて対応を協議した結

果、除去することで喫食できる非危険物であり、調理場において喫食して良いとの判断をしました。 

   給食後、男子生徒２名が不快感を訴え、保健室で１時間程度休んだ後クラスに戻り、通常通り下校

しております。また、翌日も通常通り登校しており、その他の生徒からの健康被害等の訴えはありま

せんでした。 

   今回、混入していた養生テープにつきましては、食材を判別するための目印として容器のふちに貼

っていたものが、食材を調理釜に移す際に誤って混入したもので、同じ釜で調理された具が配缶され

たのは、君津中学校、久留里中学校、周東中学校、松丘中学校、亀山中学校、周西南中学校の６校で

ございます。この６校の保護者に対しまして、６月３日（月）当日にメールによりお詫びと状況報告

を行うとともに、翌日の６月４日（火）に文書を配布いたしました。 

   その後の対応としましては、養生テープの使用は直ちに中止し、複数による確認体制を強化して、

再発防止に努めるとともに、全ての工程において再点検を実施いたしました。 

   児童生徒及び保護者の皆様にご心配をおかけしたことに心からお詫びを申し上げるとともに、再発

防止に努めてまいります。以上でございます。 

 

山口教育長 

ご質問等、ございますか。 

 

 伊澤委員 

   給食は安全安心が特に要求されますので、十分注意をしていただきたいと思います。 

 

 毛塚学校給食共同調理場長 

   日頃より、衛生管理の徹底と安全安心の給食提供に努めているところですが、より一層努めてまい

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、日程第３、議事に入ります。 

本日の案件は、議案１件、報告６件でございます。 

 

 山口教育長 

はじめに、議案第１号 君津市立図書館の臨時休館について、を議題といたします。議案第１号に
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ついて、事務局の説明をお願いします。 

 

田渕中央図書館長 

  議案第１号 君津市立図書館の臨時休館について、ご説明申し上げます。本議案は、君津市図書館

システムの賃貸借契約満了に伴うシステム更新のため、中央図書館、各分室、移動図書館を臨時休館

したいので、君津市図書館規則第３条第２項第４号及び君津市教育委員会行政組織規則第７条第１９

号の規定により議決を求めるものでございます。 

図書館事業において、蔵書管理、貸出・返却、資料発注等の業務を行うために現在使用している図

書館システムが、本年８月末に賃貸借契約満了となります。これに伴い、新図書館システムへ更新す

るため、中央図書館、各分室、移動図書館の臨時休館日を設けるとともに、学校図書館のシステムを

一定期間停止するものであります。学校図書館システムにつきましては、市内の小・中学校図書室の

蔵書を図書館のサーバで管理しておりますので、図書館システムの更新に伴い、一時停止するもので

ございます。 

臨時休館する期間につきましては、９月１日（日）から９日（月）までの９日間です。移動図書館

の運行及び中央図書館の会議室等の貸出しにつきましても、休館期間中は休止いたします。施設の再

開は９月１０日（火）からです。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。 

 

 伊澤委員 

   新図書館システムに更新するということですが、これまでとの違いはありますでしょうか。 

 

 田渕中央図書館長 

   今回、入札を行いまして、これまでのシステムと同じ業者が落札しましたので、基本的にはバージ

ョンアップということで、大きな変化はありません。ただ、今までインターネット予約の際に１冊ず

つしかできなかったものが、新システムではまとめて予約できることになりまして、利用者の利便性

が向上するのではないかと思います。 

 

 山口教育長 

他に質問等も無いようでございますので、採決を行います。 

議案第１号 君津市立図書館の臨時休館について、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号は原案のとおり可決いたしました。 
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 山口教育長 

次に、報告第１号 学校再編の取り組み状況について、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。 

 

草苅学校再編推進課長 

  それでは、報告第１号 学校再編の取り組み状況について、ご説明させていただきます。 

まず、統合準備室の今年度の活動についてです。小糸・清和地区につきましては、１学期は事務部

会、教育課程部会を実施します。また、清和小の校章の図案、校歌のフレーズを公募することとし、

６月１４日から募集しています。小櫃・上総地区につきましては、１学期は４回の専門部会を行いま

す。上総小櫃中の女子制服につきましては、６月２日に制服メーカーによるプレゼンテーションを行

い、東京菅公学生服株式会社を優先交渉権者として決定したところです。今後は、各学校、公民館、

コミュニティセンターにて何点か制服を展示し、意見を聴取した後、決定する予定となっております。

上総小櫃中の校章につきましては、図案を公募することとし、６月２１日から募集しています。なお、

周東中と同様に、通学区域の拡大に伴い、清和小と上総小櫃中についても、スクールバスの導入に向

け準備を進めていきます。 

施設整備につきましては、記載のとおりの進捗状況になります。なお、上総小の竣工につきまして

は、前々回の協議会において、令和３年の９月と報告させていただきましたが、８月上旬を目指して

準備を進めております。 

次に、周東中の開校についてです。５月１０日に校章・校歌の制作者をお招きし、生徒会が主体と

なった開校行事を行っております。また、１２月７日には、統合を記念する式典を予定しております。

この式典につきましては、統合後、半年以上が経過し、子どもたちが安心して生活する様子や、改修

後の校舎のお披露目も兼ねて、市が主催するものです。この日は、記念講演会も予定しております。 

最後に、地区懇談会についてです。６月２０日に清和地区において、周東中の様子や清和小の開校

に向けての進捗状況を確認するとともに、ご意見をいただきました。また、小糸地区につきましては、

６月２８日を予定しております。以上で、ご報告と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。 

 

 佐藤委員 

   清和小学校の施設整備は、具体的にどういった整備を行うのでしょうか。 

 

 髙橋次長 

   基本的には、これまで中学校として使用していた施設を小学校として使うことになりますので、階

段に手すりを付けて少し高い階段を小学生でも上れるようにするとか、その他、痛んだ箇所の修繕を

したり、窓ガラス等に飛散防止フィルムを貼ったり、あるいはエアコン設置等を予定しています。ま

た、みんなで集まって給食を食べられるランチルームを設けるというような整備も予定しております。 
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 佐藤委員 

   階段の手すりを整備するとのことで、安心しました。あと、トイレについて、中学生用だと小学低

学年の小さいお子さんではとても使いづらいと思いますので、小学生でも使えるトイレにしていただ

きたいと思います。 

 

 髙橋次長 

   中学生と小学生ではかなり体格も違いますので、トイレや手洗い場、水回りなどの高さを小学生に

合わせて少し低くすることも考えております。また、学校の先生方にもご確認いただき、問題点があ

ればご指摘いただいて、必要な改修をしていくことを予定しています。 

  

 伊澤委員 

   清和小学校、上総小櫃中学校の校章・校歌制定に向けて、応募資格を地域に限定したのはどういう

考えからでしょうか。 

 

 髙橋次長 

   地域への思いというものを最優先にしまして、地域にお住まいの方や地域出身者から応募していた

だくこととしました。思い入れのある方のご意見を反映したいというのが統合準備室の委員の皆さん

の一致した意見でありました。周東中学校の時も、同じようなコンセプトで地域に絞って公募をかけ

ています。その中で、地域のことをよく知る人だからこそできるデザインが生まれたと思っています。 

 

 伊澤委員 

   統合して自分たちがこれから学校を作っていくという考え方からすれば、やはり地域の方の思いを

募るというのが一番良いと思いますので、是非こういう形を大切にしてもらいたいと思います。 

 

 髙橋次長 

   ありがとうございます。周東中学校の時もそうでしたが、最終的には、統合準備室で決定していく

ということになりますので、地域の思いがより強く反映されたものになるのではないかと思っていま

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 専決処分（補助金関係）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。 

 

 矢野生涯学習文化課長 

   報告第２号 専決処分（補助金関係）の報告について、ご説明いたします。令和元年度社会教育活

動振興事業補助金交付内訳書をご覧ください。君津市民合唱団以下、９つの社会教育関係団体から補

助金の交付申請がありました。社会教育法第１３条に、「地方公共団体が社会教育関係団体に補助金を

交付しようとする場合は、教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聴いて行わなければならない。」

とあります。去る５月１６日に第１回社会教育委員会議を開催し、補助金の交付について諮問をし、
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ご審議いただきました。その結果、交付が相当という答申を得ましたので、補助金の交付決定をした

ものです。 

君津市教育委員会行政組織規則第１１条第１項第６号の規定により、社会教育活動振興事業補助金

の交付決定について専決処分したので、同条第２項の規定により報告いたします。説明は以上です。 

 

 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。 

 

 伊澤委員 

   婦人会連絡会に補助金を交付していただいたのは大変良かったと思います。補助金の総額が昨年度

と比較して減額となっているのはどういう理由でしょうか。 

 

 矢野生涯学習文化課長 

   例えば、子ども会育成連絡協議会や婦人会、市民体育祭につきましては、規模の縮小ということで

若干の減額となっております。また、少年少女合唱団につきましては、今年度から社会教育関係団体

ではなく、市の補助金等交付規則に基づいた補助金を交付していることから、この社会教育活動振興

事業補助金からは外れておりますので、減額ということになっております。 

 

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。５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２３件ございますが、このうちの新規４件のう

ち２件について説明いたします。 

「第５４回千葉県小･中学校音楽教育研究大会南房総市原大会」は、千葉県の音楽教育の発展と向上

を目的に開催されるもので、参加予定者は約６７０名を見込んでおります。 

「第９７回座間月例ダブルス卓球大会」は、参加者がピンクシャツを着用し、いじめ反対の意思表

示をするピンクシャツデーの活動を広めることを目的とした大会で、卓球サークル「あすなろ」主催

により開催されるものです。また、第９８回から第１００回の同大会の後援も６月６日付で承認して

おります。 

以上、この２３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。 
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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、次に、報告第４号 夏期ラジオ体操会の実施について、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。 

 

 大野体育振興課長 

   報告第４号 夏期ラジオ体操会の実施について、ご報告いたします。 

８年目を迎える夏期ラジオ体操会ですが、今年度も昨年度に引き続き、より地域に根ざした会場に

するため、開催会場を公募し、全２０会場で実施します。また、初日に開催しております「君津市民

みんなの体操会」を７月２５日に君津中央公園で実施します。今年度もラジオ体操協会理事長の青山

敏彦氏をスペシャルゲストにお迎えしてワンポイントレッスンを行い、市民の関心や意欲の高揚を図

ってまいります。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５号 令和元年度富津市・君津市小学校陸上競

技記録会の結果について、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。 

 

 大野体育振興課長 

   報告第５号 令和元年度富津市君津市小学校陸上競技記録会の結果について、ご報告いたします。 

５月２２日に富津臨海陸上競技場で富津市・君津市両市小中学校体育連盟主催の小学校陸上競技記

録会が開催されました。昨年度は、君津市と富津市それぞれで順位をつけていましたが、今年度は両

市小学校２８校を分けることなく順位をつけての開催でした。大きなけがもなく、おおむねスムーズ

に進行しておりました。５年女子４００ｍリレーで南子安小学校が７年ぶりに大会記録を更新し、５

年男子４００ｍリレーでは周西小学校が大会記録まで０．１秒に迫る走りを見せ、会場を沸かせまし

た。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６号 令和元年度君津支部中学校陸上競技大会

の結果について、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。 

 

 大野体育振興課長 

   報告第６号 令和元年度君津支部中学校陸上競技大会の結果について、ご報告いたします。 

   ６月５日の水曜日に富津臨海陸上競技場で君津市・富津市の全中学校１７校が集い、君津支部小中

学校体育連盟の主催で陸上競技大会が開催されました。君津中学校の藤井清雅さんが、１００ｍ走で
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２年生ながら１０秒９というすばらしい記録を打ち出しました。藤井さんをはじめ、３種目で大会新

記録が出ました。この大会で通信陸上大会の標準記録を突破した１３種目１７名の選手が、７月２７・

２８日に行われる県大会に君津市から出場する予定です。学校対抗の部では、男子の部、女子の部、

総合の部いずれも君津中学校が優勝し、平成１８年度から続く総合の部１４連覇を達成しております。

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 

  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。 

 

 小倉委員 

   以前は秋に実施していた小学校の運動会が、最近５・６月に行われるようになり、近年、気候も暑

くなってきている中で、暑くなり始めのこの時期は体も慣れていないし、やむを得ない状況もあるの

でしょうが、この時期に運動会を行うのはどうなのでしょうか。 

  

 山口教育長 

   自治体によっては、運動会を半日で終了したり、いろいろ工夫をしているようです。そういったこ

とを含めて、何か考えていることはありますか。 

 

 大野体育振興課長 

   小学校の運動会については、先ほどありましたとおり、従来秋に実施していたものが、他の行事の

関係で９月になり、それでは残暑が厳しいということで、５・６月に実施するという学校が増えてき

たというのが現状ですけど、昨今では、その時期ですら既に暑いという状況になってきていて、では

運動会をどの時期に行えばということについて、まだ具体的な案は持っていません。各学校の意見も

伺いながら、行事の調整や運動会自体の実施の仕方について、共に考えていけたらと思っております。 

 

 平野学校教育課統括主幹 

   昨年度、見直しを図ったひとつとして、結果としてまだ実現はしていないのですが、５月に行われ

ている小学校の陸上記録会。こちらは、中学校と違って県大会につながるものではないので、必ずし

もこの５月に行わなければならないということではございません。ですから、子どもたちが十分練習

を積むことが可能な秋に変更することを検討していたところです。そうすることで５月の行事が多少

スリム化するという状況も出てきますので、全体の行事も含めて、引き続き検討していければと思い

ます。 

 

 山口教育長 

   教育委員会としても、気象条件が相当変わってきているということを踏まえて、行事のあり方など

について検討していきたいと思いますので、また、ご意見等ありましたらよろしくお願いいたします。 
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山口教育長  

  他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７月２２日 

君津市教育委員会教育長 山口 喜弘 


