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令和２年第５回君津市教育委員会会議録 

 

１ 日  時 令和２年５月２０日（水）午後３時００分開会 午後４時００分閉会 

 

２ 場   所 ６０１会議室 

 

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          安部吉司 

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  縄谷和利 

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      伊藤 亮、学校再編推進課主幹       植田庸介 

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 令和２年度君津市一般会計補正予算（第４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２号 君津市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正する告示の

制定について 

     議案第３号 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検・評価に

ついて 

報告第１号 市が出資又は債務を負担している法人の経営状況について 

報告第２号 新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る対応状況について 

報告第３号 令和２年度君津市一般会計補正予算（第３号）のうち教育委員会関

係予算に関する意見について 

報告第４号 君津市就学援助費支給要綱の一部を改正する告示の制定について 

報告第５号 施設整備計画の事後評価について 

報告第６号 今後の学校給食費について 

報告第７号 学校給食における食物アレルギーの対応について 
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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２年第５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、５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３点ご報告申し上げます。 

まずは、コロナ禍の影響で休校となっている学校の再開であります。１４日の近隣市臨時教育長会

議で意見交換を行い、また、昨日１９日の臨時校長会議で学校現場と情報を共有するなど、教育活動

の再開に向けた準備を進めています。国におきましては、５月１日に政府専門家会議から新提言があ

ったわけですが、これまでの「感染リスクをゼロにしていく。」という考え方から、「リスクを可能な

限り減らし、教育活動を段階的に開始していくべき。」という方向に考え方が変化してきています。新

型ウイルスとの共存という認識に立った「新しい生活様式」が示され、私たちの生活も大きく変わろ

うとしているわけですが、国のガイドラインなどに基づき、感染症対策を徹底した上で、様々な工夫

をしながら、円滑な学校再開に向け、取り組んでまいりたいと考えています。詳しくは、後ほど担当

からご報告いたします。 

２点目は、１５日の議会全員協議会です。秋元小統合跡施設の活用について、公民館などの社会教

育施設のほか、行政センター、保育園も含めた複合施設として整備する方向が決まり、その整備方針

や今後のスケジュール感について、市議会にご報告いたしました。市教委からは、社会教育施設再整

備の第１期プラン（素案）について説明しています。本市は、学校の小規模化に対応した統合を進め

ているわけですが、その延長線上にある跡施設の活用は、地域の活性化という観点からも、大変重要

であり、学校再編とは表裏一体、不可分の関係にあると考えています。実際に、平成２９年１月、学

校再編１次実施プログラムを策定した後すぐに、跡施設の活用を謳った社会教育施設の再整備「指針」

を発表しています。地元地域には、長年親しまれてきた学校に対する様々な思いがある中で、子ども

たちの将来を考え、統合に協力してきた経緯があります。１次プログラムだけでも５組の統合で８校

が学校としての使命を終えるわけであり、跡施設活用の青写真をいち早く地域に示していくことが、
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我々行政の責務と考えています。秋元小跡施設については、複合化のあり方など全庁的な調整に手間

取り、ようやく動き出したという感じですが、「遅れた分、より良い再整備」にしていきたいと考えて

います。複合化の詳しい内容については、後ほど協議会においてご説明します。 

３点目は、昨日１９日の第１回教科用図書君津採択地区協議会です。この協議会は、君津地方４市

からの各５名、計２０名の委員で構成され、君津市教委からは、伊澤委員と私が出席して、令和３年

度の使用教科書の採択方法などについて協議しました。今年度は、道徳も含め、中学校の全教科と、

特別支援の教科書を採択します。今後は、研究調査委員の専門的な調査結果を参考に、本協議会で教

科書を選定し、最終的には、各市の教育委員会で採択するという手続きになりますので、よろしくお

願いします。私からの報告は以上です。 

 

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３件、報告７件でございます。このうち、議案第１号及び報告第１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、非公開による審議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号及び報告第１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２号 君津市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正する告示の制定につ

いて、を議題といたします。議案第２号について、事務局の説明をお願いします。 

 

縄谷学校教育課長 

  議案第２号 君津市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正する告示の制定について、ご説

明いたします。本議案は、君津市特別支援教育就学奨励費支給要綱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、文部科学省より各費目の国庫補助金限度額の増が提示されたことを受け、

要綱内の単価改正を行うものでございます。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。 
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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、採決を行います。 

議案第２号 君津市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正する告示の制定について、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２号は原案のとおり可決いたしました。 

 

 山口教育長 

次に、議案第３号 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検・評価について、を

議題といたします。議案第３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３号 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検・評価について、ご説明い

たします。別冊の「教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検・評価」をご覧くださ

い。本件につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定に基づき

まして、毎年、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況について、点検及び評価を行い、

その結果を報告しようとするものです。 

報告の内容といたしましては、１点目として、「教育委員会会議及び教育委員会協議会の開催状況と

審議・協議事項」について、２点目として、「総合教育会議の開催状況と協議・調整事項」について、

３点目として、「第三次きみつ教育 創・奏５か年プランの令和元年度の点検・評価結果」について、

報告するものとなります。 

まず、「教育委員会会議の開催状況及び審議・協議事項」ですが、令和元年度中、教育委員会会議を

１２回開催し、審議案件５２件、報告事項７６件について審議がなされたこと、また、協議の必要な

事項等については、教育委員会協議会を開催し、協議案件２３件について協議し、事務を執行しまし

た。審議内容等の詳細につきましては、後ほどご覧いただきたいと思います。 

続いて、「総合教育会議の開催状況及び協議・調整事項」ですが、令和元年度中、総合教育会議は３

回開催され、４件の議事について協議・調整を行いました。 

続いて、「第三次きみつ教育 創・奏５か年プランの取組状況及び点検・評価結果」ですが、ご承知

のとおり、本プランは６つの基本目標と２２の施策の方向性で構成されており、その中で１５の重点

項目を設けまして、その達成に向け努めております。評価方法につきましては、各重点項目について、

計画の最終年度である令和４年度の目標値を設定し、その目標値に対する成果が１００％以上のもの

はＳ、９０％以上がＡ、５０％以上がＢ、５０％未満をＣとしています。それでは、基本目標ごとに、

評価結果を簡単にご説明いたします。基本目標１「子どもたちにとってよりよい教育環境の整備によ

る学校の活性化」について、「適正規模・適正配置」がＡ、「非構造部材の耐震化」がＢ、「トイレの洋

式化」がＢとなっております。それぞれの重点項目について、令和元年度中の取組状況と次年度の取

組目標が記載してありますので、参考にしていただきますようお願いいたします。また、その他 特
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記事項として、重点項目以外の主要事業等の実施状況を記載してございます。令和元年度は、小中学

校の普通教室へのエアコン設置や、小中一貫教育、コミュニティ・スクールといった特色ある学校づ

くりなどの教育環境整備を行いました。次に、基本目標２「人生を主体的に切り拓く「生きる力」を

育む学校教育の推進」につきましては、「学力向上推進事業」がＡ、「道徳・人権教育推進事業」がＳ、

「いじめ防止対策の推進」がＡとなっております。その他、幼児教育無償化事業やコチニン検査など

を実施しました。次に、基本目標３「健康でいきいきとした生活づくり」については、「体力向上プロ

ジェクト事業」で指標が２つありまして、「運動好きな児童生徒の割合」がＳ、「千葉県運動能力証合

格率」がＢ、また、「生涯スポーツ推進事業」がＢでございます。その他、「水泳指導とプール施設の

あり方に関する基本方針」の策定や、学校給食関係では、新調理場がスタートし、アレルギー対応の

検討を行いました。次に、基本目標４「市民一人一人が学び、活動できる環境づくり」は、「公民館の

活用の推進」がＢ、「子どもの読書推進」がＳ、「市民の学習活動の支援」がＡとなっておりまして、

社会教育施設の再整備や生涯学習バスの利用の見直しにも取り組みました。次に、基本目標５「いき

いきとした地域コミュニティと地域ぐるみで青少年を育む環境の醸成」は、「まちづくりふれあい講座」

がＡ、「放課後子供教室の安定運営」がＢとなっております。最後に、基本目標６「豊かな学びと心を

育む文化振興の充実」は、「君津市民文化ホールを拠点とした文化芸術事業の実施」、「文化財を有効に

活用した事業の実施」がともにＢでございます。報告書の最後に、評価結果の集計表を載せてござい

ます。台風や新型コロナウイルス感染症拡大防止措置の影響で施設が通常通り使用できず、先ほどあ

りましたように、参加者数や利用者数を指標としている取組の評価は低い傾向になっていますが、目

標値に向かって積み上げていく取組などは、順調に推進されているものと認識しています。新型コロ

ナウイルス感染症対策のため一定の行動変容が求められている中ではありますが、今後も状況を的確

に捉え、先を見据えて柔軟に対応し、より一層工夫をしながら、教育行政の推進に努めてまいりたい

と考えております。 

なお、この点検・評価につきましては、教育委員会会議の議決後、市議会に提出するとともに、ホ

ームページで公表することとなります。以上、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の

点検・評価について、君津市教育委員会行政組織規則第７条第１４号の規定により議決を求めるもの

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。 

 

伊澤委員 

   台風や大雨、コロナの影響を受けて計画通りにいかなかった項目もあるということで、評価は別と

して、さらに見直しをして、推進していただければと思います。 

   １点、コチニン検査について、詳しく説明していただければと思います。 

 

 縄谷学校教育課長 

   コチニン検査ですが、受動喫煙防止ということで、昨今話題になっているところですけれども、小

学４年生の希望者に検査を行いました。４年生はちょうど生活習慣予防検診がありまして、それに合

わせて実施し、５７４名のうち４６７人、８１．４％の実施率となっております。検査結果は、正常
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値が約９３％、その他、軽度、中度が若干名おりますけれども、それを踏まえ、各校で４年生全員に

パンフレットを配付し、啓発活動も行っております。 

 

 伊澤委員 

   検査をすることは本当にいいことだと思います。コロナの関係で、喫煙者は重症化しやすいという

ような報道もありますので、ぜひ、いろいろな機会を通じて教育していくべきだと思います。 

 

 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３号 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検・評価について、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３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２号 新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る対応状況について、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 新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る対応状況について、４月の教育委員会会議

以降の状況をご報告します。 

まず、小中学校の臨時休業について、国の緊急事態宣言や県教委からの通知を受け、５月６日まで

休業としていたところですが、４月２７日に、県教委から県立学校の対応について、「現時点では緊急

事態宣言の動向が明らかにされておらず、５月７日と８日については、混乱が予想されることから両

日とも臨時休校とする」旨の通知があり、県内や近隣市の感染状況や他市の対応等を踏まえ、近隣４

市で協議し、臨時休業を５月３１日まで延長することといたしました。ちなみに、県立学校について

も、その後、緊急事態宣言が延長されたことに伴い、５月末まで臨時休校が延長となっております。

また、４月２８日には臨時校長会議を開催し、休業中の対応や今後の見通し、学習支援などについて、

情報共有を図りました。社会教育施設等についても、４月２８日に開催された市の対策本部会議にて

休館延長の方針が示されたことから、屋外施設も含め、５月３１日まで休館を延長することといたし

ました。この、小中学校の休業及び公民館等の休館を決定するにあたり、会議を招集する暇がなかっ

たことから、君津市教育委員会行政組織規則第８条第１項の規定に基づき臨時代理したので、同条第

３項の規定により報告するものでございます。 

今後の対応につきましては、６月１日からの学校再開に向けて、長期間の臨時休校が続いたことも

あり、５月２５日の週から、全小中学校にて、慣らしのための登校日を設定することといたしました。

昨日、臨時校長会議を行い、本日、市や各学校のホームページにて周知したところであります。６月



 

7 

 

１日からは、「社会全体が長期間にわたりウイルスとともに生きていかなければならない」という認識

に立ち、３つの密を避ける工夫をして、段階的な学校再開を行っていきます。 

   今後の課題については、先月の教育委員会会議でも報告いたしましたが、児童生徒一人ひとりへの

ケア、授業時数の確保、それに伴う学校行事の抜本的な見直し、「新しい生活様式」を踏まえた学校体

制づくり等が課題となっています。また、新たな感染者が出た場合の対応についても、関係機関と連

携を図りながら、迅速に対応できるよう備えておかなければならないと考えています。 

公民館、地域交流センター、資料館等につきましては、国、県、関連機関からの情報などを注視し、

６月１日以降の施設貸出、主催事業の開催等について検討しているところです。とくに公民館では、

「人が集まる」という点が主になりますので、新たな生活様式が求められる中での主催事業、施設貸

出等のあり方、また現在、コロナ対策関連業務を最優先に全庁応援体制で進めておりますので、業務

を精査しながら、それらへの対応も視野に検討をしております。図書館では、今後、緊急事態宣言措

置の緩和される内容を踏まえ、休館中においても一部サービスを段階的に再開する予定です。生涯学

習バスについては、「３密」の回避、不要不急の移動の回避等の必要性がある状況を鑑み、運行再開時

期等を検討しております。 

   なお、学校や社会教育施設等の再開に向けた具体的なスケジュール案などについては、この後の協

議会にて、改めてご説明させていただきます。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２年度君津市一般会計補正予算（第

３号）のうち教育委員会関係予算に関する意見について、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 令和２年度君津市一般会計補正予算（第３号）のうち教育委員会関係予算に関する意

見について、ご報告いたします。 

令和２年度君津市一般会計補正予算（第３号）については、緊急を要し、本予算案に対し市長に意

見を申し出ることについて教育委員会会議を開く暇がなかったため、君津市教育委員会行政組織規則

第８条第１項の規定に基づき臨時に代理し、地方自治法第１７９条第１項の規定により市長が専決処

分をしたものを報告するものです。 

歳出予算について、ＩＣＴ学習環境整備事業として、児童生徒１人１台の学習用端末を前倒しで整

備しようとするもので、１０款 教育費、２項 小学校費、２目 教育振興費は、補正額２，７８６

万９千円を増額し、補正後の額を１億７，０３６万円に、３項 中学校費、２目 教育振興費は、補

正額１，７５０万円を増額し、補正後の額を１億４，８８１万１千円にするものでございます。以上

で報告を終わります。 
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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 

   今後の見通し等について、教えてください。 

 

 髙橋次長 

   以前、１人１台端末の説明をさせていただいた時は、令和５年度までに段階的に整備をしていくと

いう話でしたが、それを前倒しして実施します。リース方式で考えていまして、分割払いの形で予算

を組んでいるところです。今年度は年の中途からのためこの額ですが、総額で数億円という予定とな

っていまして、今後、より効果的に実施できるよう精査しながら進めていきたいと考えております。 

 

 伊澤委員 

   教職員全員が端末の操作などに慣れているわけではないので、指導する側、また、児童生徒側も含

めて、有効に活用できるよう進めていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 

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 君津市就学援助費支給要綱の一部を

改正する告示の制定について、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。 

 

縄谷学校教育課長 

   報告第４号 君津市就学援助費支給要綱の一部を改正する告示の制定について、ご説明申し上げま

す。本報告は、君津市就学援助費支給要綱の一部改正について、君津市教育委員会行政組織規則第８

条第１項の規定に基づき臨時代理したので、同条第３項の規定により報告するものでございます。 

内容といたしましては、準要保護対象者に、新型コロナウイルス感染症拡大防止による休校中の昼

食代として給食費相当額を支給するため、必要事項を定めたものでございます。現在休校中のため、

今年度の準要保護対象者の認定ができていませんが、緊急を要することから臨時代理により要綱の一

部を改正し、前年度対象者に支給致します。併せて、文部科学省より令和２年度における単価改定の

案が示されたことを受け、要綱内の単価改正を行うものでございます。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５号 施設整備計画の事後評価について、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。 
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 髙橋次長 

報告第５号 施設整備計画の事後評価について、ご説明いたします。本市では、文部科学省の「学

校施設環境改善交付金」の交付を受けて、令和元年度に中小学校統合改修工事、清和小学校統合改修

工事、小櫃中学校統合改修Ⅱ期工事、共同調理場増改築Ⅲ期工事、周西中学校トイレ改修工事を実施

しました。これらの工事については、目標を達成し、全て完了いたしました。地方公共団体は、学校

施設環境改善交付金交付要綱第８の１に基づき、自ら策定した施設整備計画について、計画期間の終

了時に目標の達成状況等について評価を行い、公表することとされていますので、この通り事後評価

を行い、文部科学大臣へ報告いたします。なお、公表については、ホームページで実施する予定です。

以上、報告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。 

 

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 今後の学校給食費について、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。 

 

毛塚学校給食共同調理場長 

   報告第６号 今後の学校給食費について、ご説明いたします。平成３１年４月から供用を開始した

学校給食共同調理場では自前炊飯が可能となり、平成３０年度まで実施していた委託炊飯に要する経

費が削減されたことに伴い、給食の提供実績を踏まえ、給食費への影響について検証を行った結果、

現在の給食費を据え置くことについて、新型コロナウイルス感染予防・拡大防止のため書面にて開催

をいたしました君津市学校給食共同調理場運営委員会におきまして、５月７日に賛成多数で可決され

ましたので、その審議結果をご報告をさせていただくものでございます。 

   検証内容につきまして、はじめに、自前炊飯の実施に伴う削減額についてですが、平成３０年度の

委託炊飯代３，５０５万９，１２４円で、これを児童生徒・教職員数の合計６，３９５人、米飯給食

日数１５４日をもとに算出をいたしますと、１食当たり約３６円、１人当たり年間５，５４４円程度

の削減となります。次に、学校給食共同調理場の令和元年度１年間の給食の提供内容について、提供

実績や献立内容等から検証を行いますと、令和元年度は平成３０年度に比べ、副菜を１品加えた３品

料理の提供回数を増やし、主菜や副菜の質の向上を図るとともに、デザートについても旬のフルーツ

を採り入れ、提供回数も増やすなど、献立の工夫・充実に努めた結果、１人当たり年間５，２９５円

程度の食材料費が増加となりました。その他、給食費に占める割合が比較的大きいパンや牛乳は、価

格が年々上昇しており、今後も上昇が見込まれるため、注視していく必要があります。また、令和元

年１０月に消費税率が８％から１０％へ引き上げられましたが、食材料費については、酒類とみなさ

れる本みりんなど一部の食材を除き軽減税率が適用されるため、現時点でその影響は限定的でござい

ます。 

   まとめますと、自前炊飯の実施に伴う１人当たりの年間削減額５，５４４円に対しまして、献立の

質の向上と充実を図った結果、削減額とほぼ同額の１人当たり年間５，２９５円が増額となり、今後、

コロナウイルス関連の影響による物価の高騰なども予想され、これらを総合的に勘案するとともに、
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今後も献立の工夫・充実を図り、児童生徒においしい給食を提供していくため、現在の給食費、小学

校日額２５０円、中学校日額３１０円を据え置きとするものでございます。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７号 学校給食における食物アレルギーの対応

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。 

 

 毛塚学校給食共同調理場長 

報告第７号 君津市学校給食における食物アレルギーの対応について、ご説明いたします。児童生

徒の食物アレルギーに対応するため、昨年７月に立ち上げました君津市学校給食食物アレルギー対応

検討委員会におきまして、特定原材料７品目の中から、該当者の多い「えび、卵、かに、乳」の４品

目を含まないアレルギー代替食を提供することについて、先ほどと同様、書面にて開催をいたしまし

た君津市学校給食共同調理場運営委員会におきまして、５月７日に全会一致で可決されましたので、

ご報告をさせていただくものでございます。 

   はじめに、本市の食物アレルギーを有する児童生徒の状況でございますが、令和元年５月３１日現

在、小学校６１人、中学校２３人、合計８４人となっております。該当者が多いアレルギー品目等も

踏まえまして、検討委員会にて、「食物アレルギー対応は命に関わるため安全を最優先に考え、アレル

ギーを有する児童生徒も安心して給食の時間を楽しめること」、「保護者の負担や学校現場・調理場で

の作業が複雑にならないこと」などを念頭に検討を重ねてまいりました。また、「落花生」と「そば」

につきましては、少量でも重篤症状を引き起こす可能性が高いため、給食では使用しないこととし、

「小麦」は、粉が舞うことや調味料に多く含まれることから対応が困難であるため、アレルギー対応

からは除くことといたしました。 

   以上、安全性を最優先に検討した結果、先程ご説明いたしました４品目を含まないアレルギー代替

食を提供することを決定したところでございます。この代替食は、安全かつ確実に児童生徒に届ける

ため、個人カードを付けた専用のランチボックスで提供いたします。なお、複数のアレルギーを有す

る児童生徒が多数いることや、運用していく中で状況が変化することも考えられるため、今後も必要

な検討を行ってまいりたいと考えております。 

最後に今後のスケジュールですが、この代替食については、令和３年１月から提供を行うことで準

備を進めています。コロナウイルスの影響はありますが、現時点では特に変更する考えはありません。

しかしながら、学校や保護者への説明の時期については、学校とよく相談をしながら決めていきたい

と考えております。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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 伊澤委員 

   アレルギーの関係で、お弁当を持ってきている子はいますか。 

 

 毛塚学校給食共同調理場長 

   毎日弁当を持参している子が３名います。その他、ご家庭で献立を確認した上で、食べられない内

容の日のみ弁当を持参する子が４５名、食べられないおかずが出る日のみ単品持参する子が１８名と

いう状況です。 

 

 伊澤委員 

   命に関わることですから、細心の注意を払って取り扱っていただければと思いますので、よろしく

お願いします。 

 

 山口教育長 

他に質問等も無いようでございますので、これより、非公開審議に入ります。 

 

 

 

議案第１号 令和２年度君津市一般会計補正予算（第４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。 

 

報告第１号 市が出資又は債務を負担している法人の経営状況について、 

矢野生涯学習文化課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、委員の皆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２年６月２５日 

君津市教育委員会教育長 山口 喜弘 


