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令和元年第１０回君津市教育委員会会議録 

 

１ 日  時 令和元年１０月２４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 

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 

生涯学習文化課副課長(事)生涯学習係長 布施利之、(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 報告第 １ 号 台風１５号による被害に対する市長の専決処分のうち教育委員

会関係の予算及び契約について 

報告第 ２ 号 令和元年度一般会計補正予算（第６号）のうち教育委員会関係予

算に関する意見について（臨時代理） 

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 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 ５ 号 平成３１年度全国学力・学習状況調査の結果について 

報告第 ６ 号 令和元年度公民館文化祭の開催について 

報告第 ７ 号 令和元年度君津支部中学校駅伝・ロードレース大会の結果につい

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１０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、１０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すが、この中から２点ご報告申し上げま

す。 

まずは、台風１９号の対応等についてであります。先月の台風１５号による被害からの復旧・復興

に向け取り組んでいる中、大型で猛烈な勢力の台風１９号が東日本を通過する可能性があるとの予報

を受け、９日以降、災害対策本部会議で、避難所の体制や各種対策について、東京都や千葉県など関

係機関のご協力もいただきながら、早め早めの準備をしてきました。今回は、暴風に加えてかなりの

降雨量も予想されていたことから、教育機関では当初、周西公民館を除く７公民館と、周西中の体育

館が避難所として指定されました。その後、避難勧告などが出され、さらに多くの避難者が見込まれ

たため、南子安小、周東中、秋元小の体育館が追加され、台風が通過した１２日の夜には、周西中で

３３１名、避難所全体では１，８６３名の方が避難をされました。被害状況ですが、教育施設におい

ては雨漏りや倒木などはありましたが、幸いにも負傷者等もなく、通常の運営には支障がなかったこ

とから、小・中学校については、通学路の安全などを確認した上で、連休明けの１５日から授業を実

施しています。災害時には公民館や学校などが避難所となるわけですが、今回の台風災害を通じて、

初期対応の体制や、避難所としての役割を果たす施設のあり方など、防災機能の強靭化の必要性につ

いて、改めて認識したところであります。 

次に、１５日の寄附贈呈式であります。千葉オイレッシュ代表取締役 野村進一様から、教育振興

のために４００万円、消防力向上のために３００万円、亀山地区の子どもたちのために３００万円、

合計１，０００万円のご寄附をいただきました。野村様からは、「生まれ育った故郷の亀山、君津のた

めに何かできることはないか、との想いから今回の寄附に至った。」とのお話がありました。教育振興

のための寄附については、上総小学校の令和３年度開校に向け、遊具を整備するなど、有意義に使わ

せていただきたいと思っています。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。 

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、報告７件でございます。このうち、報告第２号につきましては「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、非公開とした
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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、報告第２号は非公開といたします。なお、議案の説明は、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、報告第１号 台風１５号による被害に対する市長の専決処分のうち教育委員会関係の予

算及び契約について、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 台風１５号による被害に対する市長の専決処分のうち教育委員会関係の予算及び契約

について、ご説明いたします。台風１５号による被害に対し、地方自治法第１７９条第１項の規定に

より市長が専決処分をした補正予算と変更契約について報告するものです。 

まず、台風１５号に伴う災害対応に関する経費として、９月２０日付けで専決処分を行った補正予

算で、内容としては、台風の影響により小・中学校で発生した倒木の撤去費用と秋元小学校の雨漏り

対応、秋元小学校及び旧清和中学校の敷地内にある電柱の修繕費です。歳出予算について、１１款 災

害復旧費、３項 文教施設災害復旧費、１目 文教施設災害復旧費は、補正額１，２７２万２千円を増

額し、補正後の額を１，２７２万３千円とするものです。次に、歳入予算ですが、１５款 国庫支出金

では、歳出にあります１１款 災害復旧費での特定財源となります。 

次に、変更契約についてです。昨年の９月議会及び１２月議会で議決された「小櫃・上総地区中学

校統合施設大規模改造及び特別教室棟増築」の本体工事と電気設備工事につきまして、台風１５号に

より、工事中の校舎に被害が発生したことから、復旧工事等に相当の時間を要し、当初工期内である

９月３０日までの完了が困難なため、工事期限を本年１２月２５日に延長するもので、９月２７日付

けで専決処分したものです。以上で説明を終わります。 

 

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。 

 

 伊澤委員 

   変更契約の中で、サッシや窓ガラスの破損等の被害とありますけど、どういう状況だったのでしょ

うか。 

 

 草苅学校再編推進課長 

   暴風雨によりまして、サッシが風圧で押されて、その隙間から雨水が入り込みまして、フローリン

グにシワや変色がでたり、天井ボードにシミがでたりというというところがありました。それから、

家具につきましては、雨によって表面のコーティングが剥離したということがありました。 
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 伊澤委員 

   今年以上の台風が今後来るかもしれません。学校は避難所にもなるわけですので、より強度な材料

を用いていくべきではないかと思います。お金がかかるとは思いますが、長い目で見れば必要ではな

いでしょうか。 

 

 髙橋次長 

   台風や大雨など、予想できる災害については、飛びやすいものを片付けたり、水はけが良くなるよ

うに排水口を清掃したり、水抜きのための穴を設けたり、事前にできる対応はしていますが、委員が

おっしゃるように、今後、施設改修にあたっては、そういったところについても考慮していかなけれ

ばいけないと考えています。 

 

 小倉委員 

   台風１５号の時、学校が休校になったり、半日授業になったりしまして、今後も災害時などには同

じようなことがあるのではないかと思うのですが、以前のように土曜日に半日授業をするとか、その

辺の対応についてはいかがでしょうか。 

 

 大久保学校教育課長 

   元々年間計画の中で、ある程度ゆとりを持って計画を立ててありまして、学校長の判断で、どうし

ても土曜日に授業をやらなければ授業数が足りないといった場合には、市教委と相談する中で、そう

いうことも認めていきますけれども、今回に関しましては、平日を７時間授業にしたりして対応して

います。働き方改革という面もありますし、今後も工夫しながら取り組んでまいります。 

 

 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。９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７件のうちの１件について説明いたします。 

「日本製鉄君津吹奏楽団 第４１回定期演奏会」は、日本製鉄社員ＯＢや君津市近辺在住の方々が活

動している日本製鉄君津吹奏楽団が、安房・上総地域の文化交流促進及び音楽教育への貢献を目的に

開催するもので、参加予定者は団員５５名、来場者約１，０００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。 
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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 令和元年度君津市準要保護児童生徒の認

定について、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。 

 

 大久保学校教育課長 

報告第４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２９０名、中学生２１３名の合計５０３名で

す。本年度５月１日現在の児童生徒総数の５，５２４名に対して９．１％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。 

 

 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 平成３１年度全国学力・学習状況調査の

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。 

 

 菊池教育センター所長 

報告第５号 平成３１年度全国学力・学習状況調査結果について、ご報告申し上げます。 

まず、昨年度からの本調査の変更点について、説明させていただきます。昨年度までは国語Ａ、国

語Ｂのように分かれており、Ａ問題は「主に知識を問う問題」、Ｂ問題は、「主に活用の力を問う問題」

となっておりましたが、今年度から一体型の出題形式に変更されております。また、今回初めて中学

校の英語の調査が実施されました。 

それでは、教科に関する調査結果についてご説明します。小・中学校ともに、正答率が７５％以上

の問題を「比較的できている点」、６０％以下の問題を「課題のある点」と分析し、取り上げています。

課題に対しては、家庭においても参考にして取り組めるポイントを示しています。分析については、

文部科学省国立教育政策研究所が作成している報告書を参考に、出題の意図を押さえながら分析をし

ております。調査結果の概要ですが、国語、英語に関しては、「読む」「聞く」といった情報を受けと

る力が問われる問題は比較的できており、「話す」「書く」といった情報を発信する力が問われる問題

に課題がありました。全国の傾向と同じになりますが、君津市は特に「書く」力に課題がありました。

算数、数学に関しては、小学校では、「複数の情報から必要な情報を抜き出して考える」ような応用力

が問われる問題に課題があり、中学校では、図形の証明問題等の記述式問題に課題がありました。  

次に、児童・生徒質問紙についてご説明します。「基本的生活習慣、家庭学習、学校生活」について

のアンケート結果を、全国平均と比較して、割合が高い内容と、改善を図る必要がある低い内容につ

いて取り上げました。小学校では、「学校が楽しいと回答した児童の割合」「学校のきまりを守ってい

ると回答した児童の割合」は全国平均より高く、「学校以外での家庭学習の時間を１時間以上行ってい

る児童の割合」が全国平均より低くなっております。中学校では、「学校のきまりを守っていると回答

した生徒の割合」や「先生は自分のよいところを認めてくれると回答した生徒の割合」は全国平均よ
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り高く、「１日２時間以上家庭学習を行っていると回答した生徒の割合」や「国語、数学の授業内容が

よくわかると回答した生徒の割合」は、全国平均より低くなっております。 

これらの結果を受け、君津市教育委員会では、小・中学校ともに、課題のある単元及び学習内容に

ついて学校に周知し、県学習資料の活用につなげる等、課題の改善を図っていきます。また、本調査

結果を活用できるように、各学校の学力担当者が集まる学力向上担当者会議や校長会議等で課題につ

いて周知するとともに、各学校の校内研修に教育センター職員が積極的に出向き、課題解決を図って

いけるように指導助言を行ってまいります。 

また、結果の分析から、今後各学校で取り組むべき事を「授業や学校生活について」と「家庭学習」

という視点で示しています。 

この結果については、来週早々にホームページに掲載する予定です。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。 

 

 伊澤委員 

   子どもたちの様子からして、素直な子ども、言い方を変えると、指示待ちの子どもが多いのではな

いかという気がします。与えられたもの、教えられたものに対する取り組みは評価が高いけれど、そ

れを十分理解し発展させていく力に欠けるということではないかと思います。受け止めたものを十分

理解して次の段階に進められる力、また、プレゼンの力をつけていかないと、社会に出て苦しいので

はないかと思いますので、教育委員会の取り組み、あるいは授業改善及び家庭学習の充実に書いてあ

る内容を積極的に進めることを期待します。 

 

 菊地教育センター所長 

   まず、児童生徒が意欲を持って臨んでみたいと思うような授業を、教師がやっていかなければいけ

ないと思っています。また、授業改善につきましては、教育センター職員が学校に出向いて、いろい

ろ指導してまいりたいと思っています。 

 

 小倉委員 

   なぜ勉強するのかということを子どもたちが理解した上で、自発的に勉強をするような子どもを増

やしてもらいたいと思います。 

 

 菊地教育センター所長 

   学校で集団で授業を受ける中で、学ぶ楽しさを実感できるような授業作りが一番だと思います。子

どもの興味を引くような導入、それから友だちと意見交換をして、多様な考えに触れさせ、そういっ

た学習の繰り返しをすることによって、学ぶ楽しさが身に付いてくるのではないかと考えています。

いずれにしても、授業改善については、学校に何度も働きかけていきたいと思っています。 

 

 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６号 令和元年度公民館文化祭の開催につ
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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。 

 

 矢野生涯学習文化課長 

報告第６号 令和元年度公民館文化祭の開催について、ご説明いたします。 

令和元年度の公民館の文化祭は、１０月１２日の八重原・上総公民館を皮切りに、１０会場を予定

しておりましたが、台風１９号の到来が予想されたため、八重原・上総公民館については、１０月９

日に役員会や実行委員会で検討した結果、今年度の文化祭は中止することとなりました。翌週１９日

に開催予定だった周南公民館についても中止となりました。その他の７館につきましては、予定どお

り文化祭を開催いたします。今週の土日２６、２７日には、君津中央・小糸・清和・小櫃公民館、亀

山分館の５館、１１月２日の土曜日には松丘分館、１１月２、３日は周西公民館での開催となります。

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。 

 

 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 令和元年度君津支部中学校駅伝・ロード

レース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。 

 

 大野体育振興課長 

報告第７号 令和元年度君津支部中学校駅伝・ロードレース大会の結果について、ご報告いたしま

す。 

１０月９日、富津公園内駅伝コースにて君津支部の駅伝・ロードレース大会が開催されました。当

日、日差しはあるものの、海岸特有の強い風が吹き付ける中、君津市、富津市の中学校１６校の代表

生徒が自校の名の入ったタスキをつないでいきました。向かい風にも負けず、練習の成果を発揮し、

力強い走りが随所に見られました。結果ですが、男子は周南中学校、女子は君津中学校が優勝いたし

ました。男女とも上位２校が１１月２日に柏の葉運動公園で開催される県大会に出場いたします。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、これより、非公開案件に入ります。 

 

 

 

 



 

8 

 

報告第２号 令和元年度一般会計補正予算（第６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。 

 

矢野生涯学習文化課長 

その他報告といたしまして、久留里城址資料館の再開見込みについて、ご報告いたします。 

  先月の教育委員会会議で、高橋次長より、台風１５号による被害状況等についての報告がありまし

た。その際、久留里城址資料館については、１０月中旬頃の再開を目指すとしておりましたが、復旧

作業の遅れや台風１９号などの影響もあり、現時点で、まだ閉館中です。現在、電気の復旧工事を急

ピッチで進めており、今週は被災電柱６本の建て替え、来週は電線敷設、１１月初旬に電話工事をす

る計画となっております。資料館の再開については、電気、電話の復旧をもって、当初の計画より２

週間ほど遅れて、１１月上旬となる見込みです。 

 

 伊澤委員 

   再開の周知はどのような形で行っていくのですか。 

 

 矢野生涯学習文化課長 

   現在、閉館について市のホームページに掲載していまして、再開につきましても、具体的な目処が

立ち次第、ホームページ等で周知していきたいと思っています。 

 

山口教育長 

   その他、よろしいでしょうか。 

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１１月１５日 

君津市教育委員会教育長 山口 喜弘 

 


