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令和元年第９回君津市教育委員会会議録 

 

１ 日  時 令和元年９月２６日（木）午後３時００分開会 午後３時３５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、大野 睦 

 

４ 出席職員 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 教育財産の用途廃止について 

報告第 １ 号 台風１５号による被害状況等について 

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 令和元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 令和元年度イングリッシュ・デイ・キャンプの実施結果について 

報告第 ５ 号 第４８回君津市立小・中学校児童生徒の科学工夫工作及び研究論

文展の実施結果について 

報告第 ６ 号 令和元年度夏期ラジオ体操会の実施結果について 

 

 

 

 

 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９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。 
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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、９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、台風の関係についてご報告します。 

９日未明に千葉県を直撃した台風１５号の影響で、市内でも、停電や断水、倒木、建物の損壊など、

甚大な被害を受けました。９日の午前８時に災害対策本部が立ち上がり、当初は、広い範囲で通信手

段が途絶えたわけですが、徐々に被害状況が明らかになっていく中で、各部局からの情報を共有しな

がら、対応策の方針決定を行ってきました。全国各地からの協力や支援もあり、被災直後から、災害

協定を結んでいる飯田市や、最近被災した熊本市など、対応ノウハウを持つ自治体職員が本市に入り、

アドバイスをいただきながら、対応にあたってきました。現在では、対口支援といって、東京都から

の一体的な支援を受ける一方、各省庁や自衛隊、千葉県などのご協力もいただきながら、復旧･復興に

向け、作業を進めているところであります。 

市教委事務局では、この間、まずは子どもたち、市民の安全安心の確保を第一に、一日も早く教育

機関の業務が平常化するよう努めているところです。小・中学校については、電気・水道の復旧、通

学路等の安全確認ができたところから順次再開し、１８日には全校が再開したところであります。た

だ、ちょうど体育祭の時期で、復旧過程にある中で、大量の水を使うこうした行事に対する住民感情

や、停電で体調が心配な子どももいました。開催時期の変更や日程の短縮など、非常にデリケートな

対応が求められました。共同調理場も断水のため業務停止をしていましたが、１９日から調理を伴わ

ないパンや牛乳などを提供し、２４日からは本格的に業務を再開しています。一方、多くの文化財が

被害を受け、特に、市内唯一の国指定文化財である、鹿野山神野寺表門が全壊しています。大変深刻

な状況で、現在、県教委の助言の下、管理者である神野寺と調整しながら、現状を保全するなど対応

中であります。各施設の状況等については、この後、別途報告をさせていただきます。 

そのような中、２４日には、文部科学大臣が被災地の訪問ということで秋元小を訪れ、子どもたち

の様子や、施設の被災状況を視察されました。なお、訪問日程の中で、大臣との意見交換の場が設定

されまして、県教委の澤川教育長からは、国に対して、被災施設の早期復旧や、スクールカウンセラ

ー等の増員、就学援助、文化財の復旧など、６項目の要望が出されました。私からは、一刻も早く安

全安心な教育環境を取り戻すための施設修繕経費の補助や、神野寺など文化財の復旧支援、また、避

難所となる公民館の再整備について、災害対策機能の強靭化を条件とした補助制度の復活など、新た

な視点での制度設計をお願いしたところであります。大臣からは、台風の爪痕が残る被災現場の現状

を理解された上で、「子どもたちが元気な様子でほっとした。被災地に寄り添い、教育を守っていく。

いただいた要望を踏まえ、支援に努めていく。」とのご発言がありました。 
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今回の災害では、倒木被害も多かったわけですが、昨今の気象状況から、校庭にある大木の適正管

理とか、災害発生時の通信手段の確保など、実際に被災し顕在化した課題について、よく検証、整理

をして、今後の対応に活かしてまいりたいと考えています。報告は、以上であります。 

 

山口教育長 

ご質問等、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、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。 

初めに、議案第１号 教育財産の用途廃止について、を議題といたします。議案第１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１号 教育財産（旧平山共同調理場）の用途廃止について、説明いたします。 

新学校給食共同調理場の供用開始に伴い、閉場となった旧平山共同調理場については、土地を賃借

し運営を行っていたことから、令和元年度中に建物を解体し、土地を地権者へ返還することになって

います。解体に向けた設計にあたり諸条件を確認するため、昨年度地権者と協議を行った結果、地権

者より車庫を残して欲しいとの意見要望がございました。本来であれば、全て解体し更地にして返還

するものですが、本市といたしましても車庫相当分の解体費用の縮減に繋がるため、地権者との協議

が整ったものでございます。譲渡するにあたり、車庫を普通財産とする必要があるため、本日提案さ

せていただくものでございます。 

 

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１号 教育財産の用途廃止について、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。 

 

 山口教育長 

次に、報告第１号 台風１５号による被害状況等について、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。 
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髙橋次長 

  報告第１号 台風１５号による被害状況等について、ご説明いたします。 

まず、９月２５日１３時現在の本市の被害状況です。台風による直接の被害は、負傷者７名、建物

は調査済み２１，５９２件のうち１，５４１件に被害があり、倒木・土砂災害は６６４件で、そのう

ちの約８８％にあたる５８５件が仮復旧済みとなっております。停電は、ほぼ全地域で復旧しており

ますが、ピーク時には、約３７,７００世帯で停電しておりました。現在、豊英の一部２５８世帯で断

水しておりますが、ピーク時には約１３,０００世帯で断水しておりました。水道については、配水池

へ水を送水するため、増圧ポンプによる圧送を行っておりますが、その電源が停電により確保できな

いことなどから断水となったものであります。 

次に、教育機関等の状況です。今回の台風により、風雨による直接的な被害や停電等間接的な被害

が発生したため、学校の休校や、公民館など社会教育施設の閉館等の影響がありました。小・中学校

は９月１８日に全校で再開し、給食については、９月２４日から本格的に再開しました。公民館・交

流センターについては、避難所閉鎖後、順次再開しております。中央図書館は、９月２４日から再開

しております。久留里城址資料館は、停電、断水、倒木等により現在閉館中で、１０月中旬頃の再開

を目指しています。なお、収蔵物については、バッテリーにより電源を確保して除湿機等を作動させ、

影響を最小限に留めております。漁業資料館は９月２５日から再開、文化ホールは９月２８日から再

開予定、使用を一時中止していたスポーツ広場等も１０月から再開する予定です。 

次に、教育施設の被害状況についてです。教育施設の多くが被害を受けておりますが、そのうち被

害の大きかった施設についてご報告します。まず、秋元小学校については、雨水が２階のベランダか

らあふれ、２階床に浸水し、その影響で１階天井および床も浸水しまして、１階の照明等電気設備が

使用できない状況となりました。また、敷地内にある電気・電話回線等を架線している引込柱が倒壊

しました。電気の復旧見込みが立たない中、９月１６日に東電より電源車設置の申し出があり、それ

を受け、その日の内に、秋元小と、まだ通電していなかった三島小に電源車を設置したところです。

現在、仮設の引込柱を設置し通電したため、昨日、電源車は引き揚げました。次に、周西南中学校で

は、特別教室棟の屋根に葺いてある長尺の金属板が、強風により広範囲で剥がれてしまいました。非

常に危険な状態でありましたので、剥がれた部分を即撤去しました。八重原中学校では、体育館の屋

根の棟の部分に一部損壊がありました。当時は、数日後に天気が崩れる予想もあったことから、八重

原中学校の体育館に限らず、屋根の損壊等があった施設については、雨漏り対策のための応急措置を

直ちに実施したところであります。久留里城址資料館では、登城道の各所で倒木があり、通行に支障

をきたしておりましたが、現在は撤去作業が完了し、通行可能となっております。ただし、登城道沿

いにある電気引込柱が倒壊してしまい、通電できない状態であります。また、電話も通じないことか

ら、庁内ネットワークシステム等も使用できないため、連絡や事務処理等に支障をきたしている状況

にあります。なお、収蔵物については、先ほども説明しましたが、保管のため最小限の電源を確保し

て、影響を及ぼさないように努めています。続いて、国の重要文化財である神野寺表門は、テレビ、

インターネット等でも取り上げられたとおり全壊で、市指定文化財である浜子にある建暦寺阿弥陀堂

では、西側の屋根が全て落下してしまいました。主な被害状況については以上ですが、現在、復旧と

通常業務への移行を全力で進めております。 
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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。 

 

 伊澤委員 

   今後も同じような台風がくる可能性がありますので、防災マニュアルの見直しなど、対策をする必

要があるのではないかと思います。 

   それから、教室が浸水したということで、カビが発生するようなことがあるかもしれませんので、

そういったところも視野に入れて取り組んでいただければと思います。 

 

 髙橋次長 

   今回の災害を受けて、非常事態時の行動について、教育委員会だけでなく、全庁で体制整備等が求

められるところだと思っています。また、多くの自治体から応援やアドバイスをいただいておりまし

て、復旧と並行して、今回の経験を踏まえ、市全体、それから教育委員会としてもマニュアルの見直

し等を進めていかなければいけないと思っております。 

   また、今回の被害復旧にあたっては、復旧箇所も多くてなかなか手が回らないところもあるのです

が、２次的被害が起きないようにしていきたいと思っています。 

   秋元小学校については、かなり被害が酷く、浸水して天井側にも水が入ってきたということがあり

ましたので、電源車が入っている間、一晩中空調機を稼動させ、乾燥に努めるといったこともしてま

いりました。 

 

 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（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。 

 

髙橋次長 

報告第２号 専決処分の報告について、ご説明いたします。８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５件のうち、１件について説明いたします。 

「第１９回小糸地区小学生相撲大会」は、相撲を通じて心身の鍛錬、礼儀と友情を身につけること

により、心豊かな子どもを育成することを目的に開催するもので、参加予定者は小学校３年から６年

生の児童約６０名を見込んでおります。 

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３号 令和元年度君津市準要保護児童生徒の認
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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 令和元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２８８名、中学生２１２名の合計５００名。

取消の２名は生活保護に移行したことによるもので、本年５月１日現在の児童生徒総数の５，５２４

名に対して９．０％となります。前年度の同時期と比べ、０．３ポイントの増となります。説明は以

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 

   今回の台風で、建物被害や農業被害も結構あるようで、生活が苦しい家庭が出てくることがあるか

もしれませんので、各学校でもそういった面で子どもたちの様子をよく見た上で、取り組みを進めて

もらいたいと思います。 

 

 大久保学校教育課長 

   まず、災害により教科書や学用品が使用できなくなった児童生徒には、災害救助法により給与する

ことができますので、学校を通じて状況を把握し、県が集約しているところです。 

また、委員からご指摘があったことに関しましては、学校としっかり連携し、対応していきたいと

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、次に、報告第４号 令和元年度イングリッシュ・デイ・

キャンプの実施結果について、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。 

 

 菊池教育センター所長 

報告第４号 令和元年度イングリッシュ・デイ・キャンプの実施結果について、ご報告申し上げま

す。本年度は、昨年度に引き続き、小学生対象と中学生対象のイングリッシュ・デイ・キャンプを実

施しました。 

小学生を対象としたイングリッシュ・デイ・キャンプは、７月３１日に生涯学習交流センターで実

施しました。市内の小学校５・６年生の希望者５１名が参加し、「School Tours（世界の学校）」のテ

ーマのもと、４つのブースで英語のアクティビティーに取り組みました。学校に関する英語表現に慣

れ親しむと同時に、世界の学校と日本の学校の違いについて知ることができました。君津のよさをグ

ループ毎に英語でスピーチする場面では、パフォーマンスを交えて発表できました。 

今年で６回目を迎える中学生対象のイングリッシュ・デイ・キャンプは、８月２１日に実施し、市

内の中学校から３７名が参加しました。４月に開校した周東中学校を会場に、「You can do it! ～未来
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を創る君津っ子 Mission～」のキャッチフレーズのもと、「Nature」をテーマにした活動に取り組み

ました。午前中は８グループに分かれて現在の地球の環境問題についてアクティビティーを通して考

え、それをもとに自分たちのできることについてミニプレゼンテーションを行いました。午後は、学

年ごとのテーマにそって君津市版英語スピーチコンテストを実施しました。 

参加した児童や生徒から、「英語がもっと上手になりたい。」、「様々な人の英語を聞いて参考にでき

た。」、「たくさんの人とコミュニケーションをとれた。」などの感想があり、英語学習への意欲を向上

させ、伝え合う楽しさを実感するよい機会となりました。来年度も、さらによりよいものにしていき

たいと考えています。 

 

 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５号 第４８回君津市立小・中学校児童生徒の

科学工夫工作及び研究論文展の実施結果について、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。 

 

 菊地教育センター所長 

報告第５号 第４８回君津市小・中学校児童生徒の科学工夫工作及び研究論文展の実施結果につい

て、ご報告させていただきます。 

この展覧会は、子どもたちの科学工夫や研究に対する成果を発表する中で、子どもたちの科学に対

する興味関心や意欲を高めることを目的に開催しており、今年度が４８回目となりました。今年は、

９月７日から９日までの３日間、市役所５階大会議室において開催しました。科学工夫工作作品は小・

中学校あわせて１６０点、研究論文は１６２点、計３２２点が出品展示されました。この展覧会には、

開催期間の３日間で１，００４名の方にご来場いただき、大変好評なものとなりました。 

なお、今回の出品作品の中から、今月１４日から１６日に開催されました君津地方小・中学校科学

工夫作品展におきまして、小学校２点、中学校２点の４点が特別賞を受賞し、県の科学工夫工作作品

展に出品されます。また、君津地方論文審査会にて小学校３点、中学校３点の６点が特選となり、県

の審査に進んでおります。県の審査は１０月上旬の予定で、結果につきましては、情報が入り次第、

再度ご報告いたします。 

 

 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６号 令和元年度夏期ラジオ体操会の実施結果

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。 
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 大野体育振興課長 

   報告第６号 令和元年度君津市夏期ラジオ体操会の実施結果について、ご報告いたします。 

昨年に続き開催会場を公募した結果、９会場の応募があり、市の主催会場と合わせて、全２０会場

で夏期ラジオ体操会を実施しました。開催期日については会場ごとに異なりますが、２６日間を基本

に、多い会場では４２日間も実施いただき、期間中、全体で２０，１７３人と多くの方に参加してい

ただきました。参加者数は昨年より減少しておりますが、事故やケガもなく終えられたことに感謝し

ているところであります。各会場の様子ですが、少子高齢化が進む中、２０会場中８会場で小・中学

生が大人より多く参加していました。中には小・中学生が運営の補助に積極的に参加している会場も

ありました。お年寄りが多い会場もありますが、どの会場も、和やかな雰囲気で活動しており、単に

健康づくりだけでなく、地域コミュニティの場にもなっていることを実感しております。この夏期ラ

ジオ体操会がスタートして８年がたち、地域に根付いてきております。今後さらに、認定会場を増や

しながら、地域に親しまれる事業となるよう努めてまいります。 

 

 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。 

 

 大野委員 

   長福寺の境内を使い、夏休みの４０日間、１日も休まずに実施しまして、皆勤賞の子が１３名もい

ました。とてもよい取り組みなので、近隣の寺院でも実施したらどうかと呼びかけているところです。 

 

 大野体育振興課長 

   大野委員におかれましては、例年、認定会場ということでご協力いただき、全体の中でも参加者数

の多い会場となっておりますので、地域の方や子どもたちが集まるノウハウ等を教えていただきなが

ら、来年度に生かしていきたいと思います。 

 

山口教育長 

  他に質問等も無いようでございますので、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。 

   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１０月２４日 

君津市教育委員会教育長 山口 喜弘 

 


