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場所：災害対策室 
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令和２年第１２回君津市教育委員会会議録 

 

１ 日  時 令和２年１１月１７日（火）午後３時００分開会 午後３時３５分閉会 

 

２ 場   所 災害対策室 

 

３ 出 席 者 教育長 粕谷哲也 

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、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 令和２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 

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２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２年度君津支部中学校駅伝大会の結果について 

報告第５号 令和２年度君津支部中学校新人体育大会の結果について 

 

 

 

 粕谷教育長 

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１２回君津市教育

委員会会議を開催します。 

 

粕谷教育長 

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。 

事前にご確認を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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粕谷教育長 

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】 

 

粕谷教育長 

挙手全員。会議録につきましては承認されました。 

 

粕谷教育長 

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。 

   １点目は、４日の第２回君津地方教育関係行事調整委員会でございます。以前ご報告したとおり、

来年度以降の教育関係の行事について、「やめる」、「減らす」、「変える」といった観点から、変えられ

ることは積極的に変えていこうということで取り組んでいるところでございます。現在、市独自の取

り組みについて、本当に必要かどうかを精査し、研修に関しては、県の研修に代替えできるものは廃

止するなどの検討を進めており、本市の学校教育及び教育センター関係の行事については、大幅に削

減や見直しがされる見込みとなっております。働き方改革の追い風を受け、教職員一人ひとりが意欲

をもって働けるように、また、子どもたちに対して効果的な教育活動を行うことができるように、引

き続き、学校行事の精選や見直しに取り組んでまいりたいと考えております。 

２点目は、１２日の第２回教育支援委員会でございます。この教育支援委員会は、未就学児を含め、

早期からの教育相談や就学相談を行うことにより、子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切か

つ継続的な支援を行うために実施しています。１０月に行われた第１回の会議では、来年度、小学校

に入学予定の園児２２名について、そして今回は、中学校進学を控える小学６年生など３７名につい

て、学校医や関係機関の代表者など専門的な見地からご意見をいただき、子どもたち一人ひとりにあ

った適切な教育支援のあり方について会議をもちました。子どもの成長の記録や指導内容等に関する

情報について、その取り扱いに留意しつつ、学校と情報を共有し、保護者と学校、市教委でニーズを

しっかりと把握しながら、必要な支援ができるようにしていきたいと思います。 

   もう１点、出席行事にはありませんが、学校訪問についてお話をさせていただきます。今年度はコ

ロナ禍により、教育事務所長訪問や指導室計画訪問が中止となっており、市教委としての学校訪問も

中止をしておりましたが、現在、学校においても日々感染防止対策を講じながら、日常の教育活動を

取り戻しつつあります。そこで、学校の教育活動の妨げにならないように配慮しながら、１０月５日

の坂畑小を皮切りに、１１月５日の君津中までの約１か月、私と学校教育課長とで２３校全校を訪問

し、先生方の授業を参観するとともに、校長の人事評価の中間面談と位置付けての話し合いや、人事

面での要望等を聞いてまいりました。訪問する中で、校長を先頭に、子どもたちや先生方が感染防止

対策を十分講じながら日常の教育活動を行っている姿を肌で感じることができました。併せて、各学

校が創意工夫を重ね、苦慮しながらも、行事を行っている様子を聞くことができ、そういった意味で

も学校現場の状況を知る貴重な学校訪問となりました。報告は以上でございます。 
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粕谷教育長 

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１件、報告５件でございます。このうち、議案第１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】 

 

 粕谷教育長 

挙手全員。よって、議案第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。 

 

 粕谷教育長 

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。 

 

 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、ご報告させていただきます。 

はじめに、第１次実施プログラムについてです。１０月２８日に、上総小のＰＴＡ部会を、新本部

役員候補の方との顔合わせも兼ねて開催しております。内容としましては、上総小ＰＴＡの規約につ

いて協議し、加除修正等を行いながら、共通理解を図りました。通学部会につきましては、上総小、

小糸小ともに、前回の通学部会の協議を受け、現在、スクールバスの運行ルートや停留所について、

現地調査を行っております。また、１２月には、開校時の保護者を対象に、スクールバスの運行に係

る意見交換会を開催します。コロナ禍での感染症対策として、密にならないよう、上総小、小糸小と

もに、２回に分けて実施します。今後は、この意見交換会を基に運行ルートや運行ダイヤ、停留所な

どを再調整し、通学部会で協議する予定です。 

   次に、第２次実施プログラムについてです。統合準備室の取り組みや統合に向けた進捗状況につい

て、保護者や地域の方々と情報を共有することを目的として、１１月１日と４日に、大和田小・坂田

小統合準備室説明会を開催しました。やはりコロナ禍での開催であったため、事前申込により実施し

まして、参加者は合わせて２８名でした。質問や意見等については、通学に関することやプログラム

の内容に関するものがありました。通学については、プログラム決定前から、通学距離が長くなるこ

とについてご意見をいただいており、通学手段について検討していく、としていました。国のガイド

ラインや学校再編基本計画に基づき、通学距離が概ね４ｋｍ、通学時間が概ね６０分以内を基準とし

ていまして、大和田小と坂田小の統合校の通学区域は、この基準を超えていないと認識しています。

しかしながら、発達段階、特に低学年の児童においては、通学時間が６０分近くになる可能性もある

ことから、コミュニティバスの活用も検討材料の一つとしています。コミュニティバスを活用する場

合には、対象者をどうするか、登下校の時刻とバスの時刻、安全確保などの検討要素が新たに加わる
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ことから、今後、通学部会で検討する予定でおります。また、施設の安全面や、保護者の送迎におけ

る安全を確保する面から、使用校舎は大和田小の方が良いのではないか、という意見もいただきまし

た。こちらについては、施設の状況等について具体的な数値も示しながら、坂田小を使用校舎に決定

した経緯を説明いたしました。その他にも、初めて参加したという方から、統合準備室の様子などの

情報発信について、要望がありました。これまでと同様に、統合準備室だよりで進捗状況を報告する

とともに、ホームページを活用するなど、今後も、保護者や地域の方々と情報共有しながら進めてま

いりたいと考えております。 

  次に、１１月１３日に実施しました学校再編検討委員会についてです。この組織は、学校再編に関

わる事項を全庁横断的に検討するための組織で、平成２８年度から設置しております。今回は、「大和

田・坂田小統合施設整備について」を議題とし、現在、業者に委託している施設整備の基本構想及び

基本計画の策定支援業務での現況調査の結果などを踏まえ、今後の整備の方向性について、全庁的な

協議を行いました。施設整備につきましては、教育環境の充実を図るとともに、避難所機能や放課後

児童クラブの整備など、用途の複合化も検討しており、今後も、関係課と協議を重ね、子どもたちに

とってよりよい教育環境を目指し、取り組んでまいります。以上で報告を終わります。 

 

粕谷教育長 

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 

   統合によりお孫さんがバス通学している方と話をしまして、その方は、「統合して良かった。統合し

なかったら、本当に少人数の学校になってしまって、子どもにとっては競争の経験がないまま大人に

なり、大変だったのではないか。」ということを言っていました。また、通学に関して、「これまでは

学校から帰ってくるまで心配だったけど、今はバスで家の近くで降ろしてもらえるので、そういう面

では安心。」と話していました。今、いろいろな事件・事故が起きていますので、そういった点を十分

考慮して、バス通学の停留所等についても、十分な検討をお願いしたいと思います。 

   それからもう１点、大和田小・坂田小統合準備室説明会の際に、施設の安全面について話があった

ということですが、どのような内容だったのでしょうか。 

 

 草苅学校再編推進課長 

   まず、バスについて、第１次実施プログラムではスクールバスを運行しておりますが、第２次につ

きまして先ほど申し上げたとおり、概ね４ｋｍ、通学時間６０分以内ということでスクールバスの検

討はしておりません。しかしながら、発達段階によっては、６０分近くかかる児童も考えられること

から、コミュニティバスの活用を検討しているところです。今ある公共交通手段を活用することにな

りますので、家の前で降りることは難しくなるかと思いますが、今後、通学部会で検討していきたい

と考えています。 

   次に、統合準備室の説明会での施設面については、大和田小と坂田小を比べた時、坂田小は４階建

てであり防災上の問題はないのかというところですが、こちらは今現在、坂田小学校として問題なく

使用しているということと、消防等に確認しても問題はないということで、しかしながら、改修にあ

たって、子どもたちの安全を配慮したものにしていくということを説明したところです。 
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 髙橋次長 

   スクールバスについて補足の説明をさせていただきます。現在運行しているスクールバスについて、

最近、事件・事故等ありますので、安全安心を第一に考えているところであります。安全な運行とい

うことで、当然、運転手の精選とか、最近はコロナもありますので、消毒の対策など、そういったも

のもしっかりやっていきたいと考えています。また、家の近くで降車するということで安心感はある

のですが、一方で子どもたちの運動不足というようなこともあって、少しは運動した方が良いのでは

ないのかというようなご意見も受けまして、今後も最善を模索しながら、臨機応変に対応していきた

いと考えております。 

 

 粕谷教育長 

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

ていただいた以降に教育委員会が後援を承認した行事２件のうちの１件について説明いたします。 

「君津市長杯争奪第１回君津市民バスケットボール大会」は、市民の健康増進、体力づくりを目指

すとともに、スポーツの振興に寄与することなどを目的に行うもので、１１月２８日、２９日に、君

津市民体育館において、バスケットボール大会を実施するものです。 

この２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。 

 

粕谷教育長 

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。 

 

粕谷教育長 

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。 

 

 縄谷学校教育課長 

報告第３号 令和２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。 

１０月末日時点で準要保護に認定した児童生徒数は、小学生２９２名、中学生２２２名の合計５１

４名で、本年度５月１日現在の児童生徒総数の５，３５１名に対して９．６％となります。前年度の

同時期と比べ、０．４ポイントの増となります。なお、遡及認定者は、添付書類等が足らず審査でき

なかった申請者からの書類提出を受け、遡って認定したものです。説明は以上でございます。 
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粕谷教育長 

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。 

 

 粕谷教育長 

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２年度君津支部中学校駅伝大会の結

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。 

 

 大野体育振興課長 

   報告第４号 令和２年度君津支部中学校駅伝大会の結果について、ご報告いたします。 

１０月１４日、富津公園内駅伝コースにて、君津支部中学校駅伝大会が開催されました。新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止対策として、密を避けるために、駅伝の部は各学校男女１チームずつの出

場とし、ロードレースは中止となりました。また、観客も３年生の保護者のみとし、応援できる区域

を制限しての実施となりました。練習期間が例年より少なく、選手の仕上がりやコンディションが心

配されましたが、出場選手一人ひとりが練習の成果を発揮し、力強い走りが見られました。大会結果

ですが、男子は周西南中学校、女子は八重原中学校が優勝いたしました。なお、男子は周西南中学校、

女子は八重原中学校と周東中学校が、１１月７日に柏の葉公園総合競技場発着周回コースで開催され

た千葉県中学駅伝大会に出場いたしました。以上報告いたします。 

 

粕谷教育長 

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。 

 

 粕谷教育長 

質問等も無いようでございますので、次に、報告第５号 令和２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５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５号 令和２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１９日に行われた支部新人陸上記録会を皮切りに、１０月３１日までの間、支部中学校新人体

育大会が君津市、富津市の各会場で開催されました。始まった当初は、新型コロナウイルス感染症に

加え、熱中症についても心配されましたが、小中体連君津支部、各専門部において、競技ごとにその

特性に合わせた感染症対策ガイドラインが示され、無観客で開催されました。試合の間隔を空け、十

分な消毒を行うなどの感染症対策が講じられ、例年とは異なる運営体制の中、全競技実施されました。

競技により出場校数や人数は異なりますが、上位の成績のものが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。なお、これまでに行われた県大会の結果で著しいものですが、翔凜中

学校女子バレーボール部が優勝、君津中学校サッカー部が第３位となっております。以上報告いたし

ます。 

 

粕谷教育長 

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 

   先ほどの駅伝大会も含めて、子どもたちの体力面や技術面がコロナによって影響を受けているので

はないかと思うのですが、どうでしょうか。 

 

 大野体育振興課長 

   校長先生をはじめ学校関係者からは、例年に比べて子どもたちの体力が落ちているという話を聞い

ています。駅伝大会の様子からも、練習量というところから見ると、少し落ちているように感じまし

た。また、技能を要するスポーツについては、今年度の新人戦においては、３年生の引退自体がコロ

ナの関係で８月上旬までずれ込み、新チームが発足したのが８月下旬か２学期が始まってからという

状況ですので、そういう意味でも、技能のレベル的には指導者も非常に苦労されていると感じており

ます。 

 

 伊澤委員 

   そういう状況の中で、指導者は子どもたちの様子をよく見て指導をしていかないと事故等につなが

る可能性もありますので、先生方にもしっかりと指導をしていただければと思います。 

 

 大野体育振興課長 

   運動をする中で、子どもたちの安全は第一ですので、機会ある度に学校へ伝えていきたいと思いま

す。 

 

 粕谷教育長 

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。 

 

 

 

 粕谷教育長 

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。 

 

粕谷教育長 

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。 
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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１２月２５日 

君津市教育委員会教育長 粕谷 哲也 

 


