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令和元年第１１回君津市教育委員会会議録 

 

１ 日  時 令和元年１１月１５日（金）午後３時００分開会 午後３時４５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 議案第 １ 号 周西南中学校区学校運営協議会委員の任命について 

議案第 ２ 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 ３ 号 君津市小糸スポーツ広場の指定管理者の指定に関する意見につ

いて 

議案第 ４ 号 令和元年度君津市一般会計補正予算（第８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 ５ 号 君津市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の制

定について 

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（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 松本ピアノ市役所ロビーコンサートの開催について 

報告第 ５ 号 きみつ少年少女合唱団クリスマスチャリティーコンサートの開

催について 

報告第 ６ 号 令和２年「成人を祝う集い」の開催について 

報告第 ７ 号 第４８回君津ニューイヤーマラソン大会の開催について 
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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、令和元年第１１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、１１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、３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。 

はじめに、５日の君津地方教育関係行事調整委員会であります。君津４市の教育委員会、校長会、

小中体連、県教育事務所などの代表が集まり、君津地方における来年度の教育関係の行事調整につい

て、具体的な方策の確認と、昨年度までの懸案事項の検討が行われました。今回、委員長を任された

わけですが、私からは、喫緊の課題となっている、近年の気象状況の変化に伴う夏の熱中症対策や、

教職員の働き方改革に触れ、行事を組むときにはその計画段階から、「子どもたちのために何が大切か。

そもそもこの行事は本当に必要か。」そういった視点で、原点に立ち返り、よく検討してもらいたいと

いうこと、また、「教職員が心身ともに健康であること、それがよりよい教育に繋がる」という認識を

共有し、ゼロベースで行事の見直しに努めていただきたい旨、お願いしたところであります。 

次に、学校再編の関係についてであります。これまで、委員の皆様方と協議を重ね、練り上げてき

た第２次実施プログラム（案）ですが、１３日の市議会全員協議会で全議員にご説明したところであ

ります。今後、パブリックコメントや地区説明会を行い、広く市民のご意見を伺いながら、今年度中

に決定したいと考えています。今回で６回目となる地区説明会は、明日１６日の周西公民館を皮切り

に、対象地区の小学校と公民館、計８会場で３０日まで実施します。詳細については、後ほど担当課

長からご報告いたします。 

最後に、２１日の米穀の寄附採納に係る贈呈式であります。今年も、君津市認定農業者協議会の関

係者の皆様から、地元産の新米コシヒカリ５２０キロをご寄贈いただきました。この米は、協議会主

催の農業体験や小糸小の体験学習を通して収穫されたもので、今年は台風の被害もあり、大変苦労さ

れたことと思います。いただいた新米は、先月の１５日と１７日の市内全校の給食に提供されていま
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す。贈呈式は台風の影響で延期となっていましたが、式には小糸小の児童も出席し、米作り体験の感

想を発表することになっています。これらの取り組みは、子どもたちに、食の大切さ、それから農業

への理解を深めさせることができ、大変有意義であると感じています。改めて、関係者の皆様に感謝

申し上げる次第であります。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、議案５件、報告７件でございます。このうち、議案第１号及び議案第２号は「人事

案件」に、議案第３号及び議案第４号は「議会案件」に該当いたしますので、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４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５号 君津市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について、

を議題といたします。議案第５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５号 君津市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について、ご説明い

たします。本議案は、君津市立小学校及び中学校管理規則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、文部科学省より成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る

ための関係法律の整備に関する法律が公布されたことを受け、規則の改正を行うものでございます。

これまで、学校教育法の第９条に、校長、教員の欠格事由ということで、成年被後見人又は被保佐人

がございましたけれど、それが削除されることを受けての改正となります。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５号 君津市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について、賛成の委
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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５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 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 

報告第１号 学校再編の取り組み状況について、ご説明いたします。 

まず、第１次実施プログラムの進捗についてです。はじめに、小糸・清和地区統合準備室の開催予

定及び実績について、台風の影響はありましたが、統合に向けて順調に会議を重ねております。１１

月５日の総務部会において、清和小学校の校章・校歌について協議をしました。その結果、校章につ

いては、４７点応募のあった校章の図案の中から２点に絞り、補正を加えたものから１点に絞り、清

和小学校の校章図を決定いたしました。校歌の作詞作曲者については、周東中学校の校歌を制作して

いただいた坂本和彦氏に決定し、快諾していただいております。 

次に、小櫃・上総地区統合準備室の開催予定及び実績についてです。こちらも１１月１１日の総務

部会において、上総小櫃中学校の校章・校歌について協議を重ねました。１１２点応募のあった校章

の図案の中から、清和小と同じく２点に絞り、補正を加えたものから１点に絞り、上総小櫃中学校の

校章図を決定いたしました。校歌の作詞作曲者については、校歌制作の実績がある大野靖之氏に決定

しております。 

また、上総小櫃中学校の女子制服については、周東中学校の時と同じように、制作会社のプロポー

ザルを行い、東京菅公学生服株式会社デザインの制服に決定いたしました。制服サンプルを展示し意

見を聴取して、運営部で細かい仕様を協議し、デザインを決定しております。 

事前交流については、統合に伴う児童生徒の精神面や学習面等を支援し、円滑な接続を目的として、

現在までに３５回実施しております。 

続いて、特色ある学校づくりについてですが、小中一貫教育校、コミュニティ・スクール共に２年

目となり、様々な活動が行われています。 

施設整備について、上総小櫃中学校においては、台風１５号の影響で約２か月程度工期を延長いた

しました。暴風に起因するサッシや窓ガラスの破損、それに伴う雨水の浸入によりフローリング材や

天井仕上げ材、家具や建具の破損などの被害がありました。現在は復旧も終わり、来週の２２日から、

本校舎に戻るための引越し作業が控えております。その他の工事については、順調に進んでおります。 

続いて、統合に伴う廃棄作業です。昨年度は２０ｔ以上を廃棄しておりますが、現時点で１４ｔ廃

棄しております。学校職員の負担を少しでも減らすために、搬出については市教委職員で対応してお

ります。 

最後に、開校式についてです。今年度開校した周東中学校の開校記念式を、３週間後の１２月７日
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に市主催で開催します。以上が、第１次実施プログラムの進捗についてとなります。 

次に、第２次実施プログラムの策定に向けた取り組みについてです。別紙の「第２次実施プログラ

ム（案）」の「概要版」及び「本冊」をご覧ください。前回の協議会で報告させていただきましたが、

一部、字句等を修正しております。確認となりますが、第２次実施プログラムは、「統合について」、

「特色ある学校づくりについて」、「適正規模・適正配置を目指して」の３つの柱で構成され、令和２

年度からの周西中学校区と上総小櫃中学校区におけるよりよい教育環境の整備を内容としています。

具体的には、周西中学校区では、大和田小学校・坂田小学校・周西中学校・県立君津高等学校が隣接

している立地条件や、世界に誇る鉄鋼企業の所在など、豊富な教育資源を最大限に活かした教育活動

を推進していきます。また、上総小櫃中学校区では、活力ある魅力的な学校づくりとともに、広くな

った地域の中で住民同士が交流を深め、新たな地域文化の創造など、学校と地域が共に発展し合う教

育システムを導入します。君津地区においては、大和田小学校、坂田小学校のほかにも、適正規模を

満たしていない小学校が複数あり、喫緊の課題として捉えています。今後の学校再編については、今

回の「第２次実施プログラム」と、統合だけでなく学区の抜本的な見直しなども含む「第３次実施プ

ログラム」により、一体的に進めていきます。なお、「第３次実施プログラム（案）」は、これまでい

ただいた市民の方々からの意見などを基に、学区の状況を熟知している学校関係者などと協議・検証

をさらに加速させ、令和２年度を目途に公表する予定です。 

このプログラム案をもちまして、１３日の議会全員協議会で報告をさせていただきました。議員の

皆様にはご理解をいただくとともに、再編を円滑に進めるようエールをいただいたところであります。

この本冊及び概要版について、昨日１４日からパブリックコメントを開始し、約１か月間、市民から

の意見を聴取いたします。また、明日１６日の周西公民館を皮切りに計８会場で説明会を開催させて

いただきます。市民にご理解いただくとともに、意見を聴取いたします。これらの意見をとりまとめ、

よりよい「第２次実施プログラム」となるように努めてまいります。今後も協議を重ね、今年度中に

決定できるよう進めてまいります。以上で学校再編の進捗状況の説明を終わります。 

 

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 

   清和小と上総小櫃中の校章に込められている意味について教えてください。 

 

 草苅学校再編推進課長 

   清和小については、ミツバツツジの花に、おしべが５本と１つだけ色が違うめしべがあり、３つの

波紋は、秋元小、三島小、鹿野山小をイメージし、輪・和を表現しているということで、総務部会で

決定しました。 

   上総小櫃中については、山と稲穂があり、４本のラインは小櫃川を表していて、小櫃中、久留里中、

松丘中、亀山中が１つにまとまるというようなイメージだということです。 

 

伊澤委員 

  子どもたちにも、こういう理由で図柄を決めましたと、理解を深めていくようなこともしていくと
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良いのではないかと思いました。 

   事前交流の状況は、どのような様子だったのでしょうか。 

 

 草苅学校再編推進課長 

   小糸・清和地区は頻繁に行われていまして、上総・小櫃地区も統合が近づいてきているということ

で、今年度は１７回と回数も増えてきており、盛んに行われていると共に、子どもたちのスムーズな

接続に貢献していると感じております。 

 

 髙橋次長 

   子どもたちは、「知らない人たちと一緒に活動できて楽しかった。」とか、「すぐに仲良くなれた。」

ということで、喜んでいると聞いています。先生方からも、情報交換ができて非常に良かったという

ような話を聞いております。 

 

 菊地教育センター所長 

   自然体験学習を統合対象校で合同で行っています。その中で、火起こし体験などの協力して行う活

動、これはあえて違う学校と組み合わせて行い、協力しながら活動できているようです。 

 

 小倉委員 

   周東中のスクールバスについては、どのような状況でしょうか。 

 

 髙橋次長 

   円滑に運行できていると認識しております。たまたま乗り遅れたりした場合には、保護者が後から

車で追いかけて、次のバス停まで乗せていくというような事例があるといった話を聞いたりもします

が、特に大きな問題もなく運行できています。 

 

 小倉委員 

   バスに乗る距離が長くなる子もいると思いますので、よろしくお願いします。 

 

 髙橋次長 

   子どもの帰りが遅いとか、何時頃に着くのかと心配される保護者のために、スマートフォンのアプ

リでバスロケーションシステムというものがありまして、それで自分の子が乗っているバスが今どの

辺にいるのかが確認できるといったことを、周東中でも試験的に導入しているところです。 

 

 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（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。１０月の教育委員会会議にて報告させ
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ていただいた以降に教育委員会が後援を承認した行事３件のうち、新規の１件について説明いたしま

す。 

「第５４回千葉県音楽祭」は、交響楽団、合唱、吹奏楽などの演奏形態が異なる団体が一堂に会し

発表と鑑賞をすることにより、相互の音楽にふれ、より多くの幅広い音楽体験と学習の場を設けるこ

とを目的に開催するもので、参加予定者は約４００名を見込んでおります。 

以上、この３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

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２９６名、中学生２１４名の合計５１０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９．２％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４号 松本ピアノ市役所ロビーコンサートの開

催について、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 松本ピアノ市役所ロビーコンサートの開催について、ご説明いたします。 

市民に気軽に音楽を楽しんでいただくため、君津の文化資源である松本ピアノを活用した市役所ロ

ビーコンサートを開催します。第１２回となる今回は、亀山在住のピアニスト 佐藤かおるさん、清和

出身の声楽家 前田ヒロミツさんをお招きし、クラシック曲や日本の歌曲を演奏します。日時は、１１

月２８日正午開演です。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。 
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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５号 きみつ少年少女合唱団クリスマスチャリ

ティーコンサートの開催について、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 きみつ少年少女合唱団クリスマスチャリティーコンサートの開催について、ご説明い

たします。 

毎年恒例のきみつ少年少女合唱団の定期演奏会クリスマスチャリティーコンサートは、今年で１８

回目となります。今回のテーマは、「届いた思い・深まる絆」とし、来年開催される東京オリンピック・

パラリンピックに向け、世界の国の国歌や名曲を演奏するほか、期間限定で小学生団員を募集し、Ｎ

ＨＫの２０２０応援ソング「パプリカ」を一緒に歌い踊るパフォーマンスを演じます。日時は、１２

月２２日午後２時開演、場所は、君津市民文化ホールの大ホールです。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、次に、報告第６号 令和２年「成人を祝う集い」の開催につ

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。 

 

 矢野生涯学習文化課長 

報告第６号 令和２年「成人を祝う集い」の開催について、ご説明いたします。 

来年も１１会場で開催し、実行委員会が成人をお祝いいたします。日時は１月１２日１４時からで

す。対象者は、平成１１年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた方で、９４０名です。委

員の皆様には式辞をご依頼いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

 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７号 第４８回君津ニューイヤーマラソン大会

の開催について、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 第４８回君津ニューイヤーマラソン大会の開催について、ご報告いたします。 

今年度も、１月１日に内みのわ運動公園で恒例の君津ニューイヤーマラソン大会を開催いたします。

コースや種目は例年と変わらず９種目で、ジョギング以外はすべて事前申し込みとなっております。

また、今大会も市外の参加も募集し、里帰りした方が故郷を走る機会にもなっております。例年、５
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００から６００名の参加者がおりますが、広報をはじめ、関係団体に周知をしているところです。当

日は警察、消防をはじめ、多くの関係機関に協力を依頼し、安全には万全を尽くして大会を実施した

いと考えております。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 

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 周西南中学校区学校運営協議会委員の任命について、 

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 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３号 君津市小糸スポーツ広場の指定管理者の指定に関する意見について、 

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４号 令和元年度君津市一般会計補正予算（第８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。 

 

 

 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１２月２３日 

君津市教育委員会教育長 山口 喜弘 


