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令和元年第１２回君津市教育委員会会議録 

 

１ 日  時 令和元年１２月２３日（月）午後４時００分開会 午後４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、大野 睦、小倉洋一、佐藤 薫 

 

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 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 第７２回優良公民館表彰受賞について 

報告第 ５ 号 きみつ水と緑のコンサートの開催について 

報告第 ６ 号 令和元年度君津支部中学校新人体育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１２回君津市教育

委員会会議を開催します。 

 

 山口教育長 

日程に先立ちまして、一点ご報告申し上げます。 

本日から、佐藤 薫 教育委員にご出席いただいております。１２月１４日付けを持ちまして、佐藤

ますみ委員が任期満了によりご退任をされました。１２月議会初日に議会の同意をいただき、１２月

１５日付けで、新たに 佐藤 薫さんが教育委員に就任されております。教育委員会が所掌する事務は

多岐に渡っておりまして、また、懸案となっている事業も山積しておりますので、お力添えのほどよ
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ろしくお願いいたします。 

ここで、佐藤委員よりご挨拶をいただきたいと思います。 

 

佐藤委員 

   ご紹介いただきました、佐藤薫と申します。清和地区在住で、佐藤ますみ委員の後任として、改め

て責任の重さを痛感しております。力不足ではありますが、教育長をはじめ、教育委員の皆様、事務

局の皆様方のお力添えをいただき、学ばせていただきながら、精一杯務めさせていただきたいと思い

ますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。 

 

 山口教育長 

ありがとうございました。続きまして、事務局職員の紹介をお願いします。 

 

（加藤部長から事務局職員紹介） 

 

 山口教育長 

   教育委員会会議については、基本このメンバーで進めてまいりますので、よろしくお願いします。 

 

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、１２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、この中から２点ご報告申し上げます。 

１点目は、１２月議会です。先週１９日をもって会期を終えましたが、４日から６日の一般質問に

ついて、ご報告いたします。今回は、台風・大雨関連の質疑が多かったわけですが、市政全体に影響

する重要事項として、最上位計画である市の総合計画の見直しについて見解を質す質問がありました。

これに対し市長からは、「市制施行５０周年となる令和３年を目途に、人口減少の歯止めと活力ある地

域を目指す「まち・ひと・しごと創生総合戦略」と、国から策定を求められている「国土強靭化地域

計画」を一本化する形で、新たな総合計画を策定していく」旨の表明がありました。今後は、教育委
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員会としても、新総合計画の策定動向を注視しながら、教育施策を進めていく必要があると考えてい

ます。ただ、法律によりまして、教育施策は教育振興基本計画、本市の場合は「創・奏５か年プラン」

によることになっておりますので、バランスを取りながら進めてまいりたいと思います。 

教育関係では、学校再編や学校プールのあり方など、大綱６点、細目７点の質問がありました。資

料として「令和元年第４回市議会一般質問（教育委員会関係）」を配付してあります。 

まず、再編の２次プログラム案について、「大和田小と坂田小の統合で使用校舎を坂田小にした理由

は」という質問には、「これまで行われてきた教育連携をさらに発展させるため、立地条件や、施設の

状況などを総合的に判断した結果である」とお答えしたところであります。また、「３次プログラムの

策定をどのように進めていくのか」との質問には、「君津地区には、他にも適正規模ではない小学校が

複数あり、今回の２次案と、今ある学区の分割を含む３次案とで一体的に進めていく。そして、学区

の状況や施設の状態をよく知る学校関係者との検証を加速させ、令和２年度を目途に公表したい」旨、

お答えしたところであります。質問議員からは、「統合校の使用校舎となる坂田小の施設整備について

は、しっかりと取り組んでいただきたい。また、３次案もスピード感を持って進めてほしい」との強

い要望がありました。 

   次に、学校プールのあり方について、「指導面と施設の維持管理の面から、今後の水泳指導をどのよ

うに考えているのか」との質問があり、これに対しては、「これまで、指導補助者の配置や、学校プー

ル以外の施設を使った試行を行っており、その評価結果を基に、来年１月頃に基本方針を策定し、こ

れからの水泳指導と、それに伴う民間プール施設の活用や学校プールの集約化について、方向性を示

していきたい。」とお答えしました。その他の質問については、配付資料やホームページでご確認いた

だければと思います。 

２点目は、７日の周東中の開校記念式であります。開校から８か月余、周東中の新たな学校づくり、

新たな歴史が始まったことを、学校関係者や地域の方々と共にお祝いしようと、市長出席の下、多く

のご来賓を迎え、記念式典が盛大に開催されました。式典では、生徒が主体となり、統合後、小糸と

清和の子どもたちが互いに手を取り合い、活き活きと学校生活を送る様子を映像で紹介したり、新し

い学校への抱負を力強く発表したりしておりました。終盤には、全校生徒２２２名がステージに集ま

り、校歌の作詞・作曲者 坂本和彦氏による指揮で、周東中校歌を熱唱し、雨の降る寒い日でありまし

たが、「前に進んでいこう」という気持ちに満ち溢れた、心温まる式典になりました。来年４月には、

上総小櫃中と清和小が開校いたします。引き続き、子どもたちにとって、よりよい教育環境づくりを

進め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。 

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６件でございます。 

 

 山口教育長 

はじめに、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。 
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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、ご報告いたします。 

はじめに、第１次実施プログラムの進捗についてです。いよいよ、上総小櫃中学校と清和小学校の

開校まで、あと３か月となりましたが、現在、両校ともに校章が決定、そして校歌については、作詞

作曲を依頼する方が決定し、現在制作中となっております。また、スクールバスの運行に向けて、児

童生徒の安全な通学のため、ルートや停留所について業者も交えて協議をするなど、着々と準備が進

んでおります。一方、統合後の円滑な接続を目指し、今年度も事前交流を活発に行い、子どもたちが

交流を通して親睦を深めております。統合に伴う施設整備や、備品の移転作業については、記載のと

おりです。その他、周東中学校開校記念式についても、おかげさまで盛大に、そして、子どもたちの

活動の様子を前面に出した和やかな会となりました。 

続いて、第２次実施プログラムの策定についてです。第２次実施プログラム（案）について、市民

から広く意見を聴取するために開催しました第６回目となる地区説明会は、全８会場で行い、来場者

は延べ２５８名となりました。説明会での主な意見についてご報告いたします。はじめに統合につい

てですが、「現在の子どもたちの環境を考えると、統合は必要だ」という意見が多くあり、坂田小を使

用校舎にすることについては、「校舎や体育館、また、駐車場をしっかり整備してほしい」との意見が

ありました。また、「大和田小を使用校舎にしてほしい」との意見もありました。次に、通学について

は、「君津高校前の道路で生じる送迎車の渋滞を解消するための対策について検討してほしい」という

意見がありました。また、「人見の神門地区など、通学距離が遠くなる地区への配慮や、通学路の安全

対策などをお願いしたい」という意見もありました。次に、特色ある学校づくりについては、「現在も

行っている山の上４校の連携をさらに発展させ、地域の活性化にもつながる小中一貫教育校の設置や、

キャリア教育の推進をぜひやってほしい」という意見がありました。その他にも、「話し合う時間が欲

しいため、決定の時期を延ばしてほしい」、「跡施設についてどのように考えているのか」、「学童保育

ついて、学校再編と一体で考えてほしい」、「体育館開放について、現状の活動ができるように調整し

てほしい」、また、「学校再編はまちづくりとセットで考えてほしい」といったご意見をいただきまし

た。 

   なお、１１月１４日から１２月１３日までの間に実施しましたパブリックコメントの取りまとめを

現在行っておりますが、意見等の件数につきましては、提出人数が３０名、意見件数が８５件となっ

ております。パブリックコメントの主な意見としましては、地区説明会と同様のものが多く、「統合に

ついては賛成である」との意見が大半でした。使用校舎については、小中高の連携がとりやすいとい

うことで、坂田小に賛成するものや、学校敷地や施設が広いということで、大和田小にしてほしいと

いった意見がありました。また、通学時の安全確保や施設改修、駐車場の整備、特色ある学校づくり

についても、ご意見をいただいております。詳細につきましては、次回、報告させていただきます。 

   今後は、今回の地区説明会やパブリックコメントでの意見を踏まえ、第２次実施プログラムの策定

に向けて進めてまいります。そして、来年度には、第３次実施プログラム（案）の説明会を実施した

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。 
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 伊澤委員 

   地区説明会で、統合については概ね賛成とのことで、使用校舎については大和田小にしてほしいと

の意見があったようですが、どのように考えていますか。 

 

 草苅学校再編推進課長 

   坂田小は、大和田小と比べて規模が小さいとのご意見がありましたが、ピーク時には約８００人の

児童が在籍していた施設であります。また、敷地面積についても、児童数の多い南子安小や周西小と

同程度の広さを有しており、規模の面でも、学校運営の面でも、要件を備えているものと考えており

ます。 

 

伊澤委員 

  坂田小の規模については安心しました。坂田小校舎を使用するという案については、児童数が現在

の倍以上になるわけですので、しっかりと施設整備のための予算を確保していただき、子どもたちに

とって、よりよい教育環境となるように、準備を進めていってほしいと思います。 

 

 草苅学校再編推進課長 

   統合校にふさわしい校舎となるよう、必要な改修を行う予定でおります。教室数についても、現在

の坂田小では２０教室を確保できますが、学習効果を高め、子どもたちの学校生活を充実したものに

するためには、増築の検討も必要と考えております。また、体育館についても、整備方法についてし

っかり見極めていきたいと考えております。 

 

 大野委員 

   君津高校前の渋滞の解消など、通学路の安全面について、保護者にとっては非常に関心が高いと思

いますので、統合前からでも、対応できることがあればお願いしたいと思います。 

 

 草苅学校再編推進課長 

   通学時の安全確保については、早急に対応すべき事項でありますので、関係機関と連携しながら進

めていきたいと考えています。また、君津高校前の渋滞の解消については、近隣施設の活用も含め、

学校と連携しながら検討してまいります。 

 

 平野学校教育課統括主幹 

   通学路の安全については、関係機関とともに通学路安全対策協議会を組織して対応しており、ご意

見もたくさんいただいております。その中で、雨の日や風の日など、いろいろな条件の下、通学路の

状況を実際に現地で確認していまして、今すぐにできること、施設整備をしながらでないと対応が難

しいこと等を精査して進めていければと考えております。また、ご意見等ありましたら、お寄せいた

だけたらと思います。 

 

 小倉委員 

   先日、周東中の開校記念式に出席したのですけども、上総小櫃中の開校記念式もこのくらいの時期
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になるのでしょうか。 

 

 草苅学校再編推進課長 

   今回は、開校してから８か月経った子どもたちの姿ということで、１２月に開催しましたが、上総

小櫃中の開校記念式については、今のところ５月下旬を予定しております。清和小については、現在

調整中です。 

 

 小倉委員 

   子どもたちは、新しい校歌をいつ頃覚えるのでしょうか。 

 

草苅学校再編推進課長 

   現在、上総小櫃中と清和小の校歌については、制作者に依頼し、年度内の作成を目指しています。

その後、制作者にご指導いただき、開校式でお披露目と考えていますが、入学式に披露できるかどう

かは、これから調整さていただこうかと思っているところです。 

 

 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。１１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９件のうち、新規の２件について説明いたしま

す。 

「パブロ ガリバイ ギターリサイタル」は、メキシコを代表するギタリストの１人であるパブロ ガ

リバイ氏のコンサートです。世界トップレベルの演奏を間近で行うことで、市民が本物の演奏に触れ

る機会をつくることを目的に開催するもので、参加予定者は約８０名を見込んでおります。 

「オクダサトシプレゼンツ からだワークショップ モゾモゾゴロゴロワクワクウハウハうごいてみ

よう！」は、ダンサーのオクダサトシ氏を講師に招き、ダンスや体操など、自由に身体を動かす体験

を通して参加者の交流の場や表現する喜びを得る機会づくりを目的に開催するもので、参加予定者は

約２００名を見込んでおります。 

以上、この９件につきまして、行事の後援に関する規程に基づき、教育施策の推進上有益と認めら

れ、営利を目的とせず、政治的・宗教的な行事でないことから、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２１３名の合計５０９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。認定の１名、取消の２名については、それぞれ家庭状況

が変化したものでございます。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 第７２回優良公民館表彰受賞について、

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 第７２回優良公民館表彰受賞について、ご説明申し上げます。 

１２月１７日、文部科学省よりプレス発表があり、周南公民館が「第７２回優良公民館表彰」を受

賞することとなりました。優良公民館表彰は、特に事業内容や方法等に工夫をこらし、地域住民の学

習活動に大きく貢献していると認められる公民館に、文部科学大臣が表彰をしているものです。周南

公民館の受賞理由としましては、昭和４８年の開館以来、地域の掘り起こしを行う「ふるさと運動」

が、現在も続いていること、また、現代のテーマである認知症に地域の方と取り組んだ「認知症カフ

ェ」や、昨年度から小中一貫校となった周南小・中学校と連携・協力した、地域ぐるみの教育の展開

などが高く評価されたことによるものです。表彰式は、２月１４日 午後１時２０分から、文部科学省

で行われます。以上です。 

 

 山口教育長 

   去年の小糸公民館に続いての受賞ということで、大変名誉なことであります。 

 

 布施生涯学習文化課副課長 

   今年度、全国で７５館が選ばれまして、その内、千葉県内では、印西市、白井市、君津市の３館で、

本市は昨年度に引き続いての受賞ということで、大変名誉なことであり、喜んでいるところです。受

賞理由は、先ほどの説明の通りで、特に「ふるさと運動」は長年、地域の名所史跡や樹木など、地域

の歴史を記録集にまとめ、積み重ねてきたものがあるのですが、そこに、昨年度から小中一貫教育校

が始まるにあたって、両校で児童生徒が合同で地域のことを学ぶ授業にこういったものを活用できな

いかという相談を公民館が受けまして、地域の方が講師として一緒に取り組むといったことも展開し
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ております。また、「認知症カフェ」は、現代的な課題を、地域ぐるみでサポートしていこうという機

運を高める取り組みを展開しておりまして、このようなことが評価を受け、受賞となっております。 

 

 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 きみつ水と緑の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 きみつ水と緑のコンサートの開催について、ご説明いたします。 

本コンサートは、総合計画に掲げる「豊かな学びと文化が人を育むまち」のもと、本市の音楽文化

の向上を推進することを目的としています。指揮・合唱指導者に、清和出身の指揮者 坂本和彦氏を迎

え、市民参加型の合唱団「きみつ水と緑の合唱団」を結成し、現在、練習に励んでおります。来年は、

東京オリンピック・パラリンピック開催の年であり、テーマは「２０２０ みんなで盛り上げよう 輪」

です。出演者は、ミュージカル歌手の岡 幸二郎さん、盲目の指揮者 坂田優咲さんや、「きみつ水と緑

の合唱団」、「君津高等学校吹奏楽部」、「足立区民合唱団」などが出演いたします。日時は、１月２６

日 午後２時開演、会場は君津市民文化ホールの大ホールです。 

 

 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 

   出演者に、足立区民や豊島区とありますが、どういった関係ですか。 

 

 矢野生涯学習文化課長 

   指揮者の坂本先生が豊島区でも指導をしていまして、若い方を集めてオーケストラの演奏会をして

いたり、他にも足立区など数か所で指導していたりということで、今回出演予定となっております。 

 

 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６号 令和元年度君津支部中学校新人体育

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新人体育大会の結果について、ご報告いたします。 

９月２２日から１１月３日にわたり、君津市、富津市の各会場で中学校１、２年生による君津支部

中学校新人体育大会が開催されました。台風の影響により、一部の競技で日程を変更いたしましたが、

予定した期間内で大会を終えることができました。また、大会期間中、軽いけがや捻挫等の報告はあ

りましたが、大きな事故等はございませんでした。なお、競技種目により出場校数や人数は異なりま

すが、１０月から１月にかけて行われている県大会に出場しております。以上、報告いたします。 
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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、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２年１月１６日 

君津市教育委員会教育長 山口 喜弘 

 


