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令和３年第２回君津市教育委員会会議録 

 

１ 日  時 令和３年２月８日（月）午後３時００分開会 午後４時００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、小倉洋一、佐藤 薫、増田亜紀 

 

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、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 君津市立小学校設置条例の一部を改正する条例の制定に関する意

見について 

     議案第２号 君津市学校給食費の管理に関する条例の制定に関する意見につい

て 

     議案第３号 令和２年度君津市一般会計補正予算（第１１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４号 令和３年度君津市一般会計予算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 教育財産（小糸小学校、松丘小学校、坂畑小学校）の用途廃止につ

いて 

報告第１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 

報告第３号 学校再編の取り組み状況について 

報告第４号 令和２年度君津市活力ある魅力的な学校づくり表彰について 

報告第５号 専決処分（後援関係）の報告について 

報告第６号 令和２年度君津市準要保護児童生徒の認定について 
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 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３年第２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。 

 

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、２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。 

新型コロナウイルス感染症については、未だに収束の見通しが立たない中、小中学校では、感染防

止対策を徹底しながら、児童生徒や保護者の安心を最優先に対応しているところでございます。 

このコロナ禍において、感染した方や濃厚接触者、そのご家族、関係者に対する差別や偏見、誹謗

中傷などは決して許されるものではありません。このことについては、これまでにも校長会議や各種

通知など、様々な場面を通じて、学校に繰り返し伝えておりまして、今後も引き続き、指導を徹底す

るとともに、いじめなどが起こることのないように取り組んでまいります。 

また、２月２日に政府が緊急事態宣言を延長したことを受け、県からの自粛要請の期間が延長され

たことに伴い、当初は２月７日までとしていた市内の公共施設の休館について、緊急事態宣言が解除

されるまで延長することといたしました。詳細につきましては、この後、担当からご報告させていた

だきます。報告は以上でございます。 

 

粕谷教育長 

ご質問等、ございますか。 

 

 伊澤委員 

   ３件の寄附贈呈式の内容について、教えていただけますか。 

 

 髙橋次長 

   ２月９日の明治安田生命保険相互会社様からは、子どもたちの通学時の安全や交通事故防止のため
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の反射シールを来年度の新小学２年生分として６３０枚、また、新型コロナウイルス感染症対策とし

て寄附金２０万円をいただけるということで、その贈呈式を実施しようとするものであります。 

２２日の君津市防火安全協会様からは、小中学校用として、ハンズフリー拡声器２３個を寄贈して

いただけるということであります。 

同じく２２日のＪＡきみつ女性部様からは、毎年いただいております、交通安全のための手作りの

ふくろうの御守、こちらを来年度の新小学１年生分として６３０個いただける予定となっております。 

 

 粕谷教育長 

他に質問等も無いようでございますので、日程第３、議事に入ります。 

本日の案件は、議案５件、報告６件でございます。このうち、議案第１号ないし議案第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。 

 

 粕谷教育長 

はじめに、議案第５号 教育財産の用途廃止について、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。 

 

髙橋次長 

議案第５号 教育財産の用途廃止について、説明いたします。本議案は、学校再編に伴い今年度末

をもって統合となる小糸小学校、松丘小学校、坂畑小学校について、教育財産から普通財産とするた

め、用途廃止を行うものでございます。今後は、市として跡施設の有効活用を検討するため、市長部

局に所管替えの手続を行ってまいります。 

なお、久留里中学校については、令和３年度に上総小学校となる現在の久留里小学校の統合改修工

事の間、仮校舎として使用しているため、引き続き教育財産として扱うこととしております。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。 

 

 小倉委員 

   跡施設の利活用について、先日、民間企業が各施設の状況等を確認にきているとのことで、今後も

第２次、第３次と学校再編が進み、学校として使用しなくなる施設が増えていくかと思いますが、見

通しを教えていただけますか。 
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 髙橋次長 

   跡施設の利活用の方向性としては、学校施設は教育財産ですので、基本的には、まずは教育委員会

内での活用希望はないか、次に、市として希望はないか、そうでなければ民間活用も考えていくとい

う流れになります。昨年末には、坂畑小、亀山中、松丘小・中について、サウンディング型市場調査

ということで、実際に民間の方々に施設を見ていただき、今後の利活用案についてご提案いただきま

した。今後、これらの提案を参考に、空き公共施設の利活用の検討を進めていくことになっておりま

す。例えば、木更津市では、学校跡施設でグランピングといって豪華なキャンプをやるというような

ことが広報に載っていました。今回のサウンディングでも、グランピングや、賛否両論あるようです

がサバイバルゲーム、狩猟体験とか田舎暮らし体験、あるいは体育館でドローンのレース等々、いろ

いろとご提案をいただいたところです。そういった提案を基にどういった活用が考えられるかという

ことで、市として公募をかけていく予定であります。今後、まだまだ空き公共施設が出てくるわけで

すが、様々なご意見を伺いながら、また、元々教育目的で使用していた施設については、教育委員会

も一緒になって進めていく形になります。 

 

 伊澤委員 

   コロナの影響で企業が地方に移っているというような話もありますので、なるべく早く進めていた

だければと思います。 

 

 粕谷教育長 

他に質問等も無いようでございますので、採決を行います。 

議案第５号 教育財産の用途廃止について、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５号は原案のとおり可決いたしました。 

 

 粕谷教育長 

次に、報告第１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 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、ご報告します。 

  先ほど、教育長からの報告にもありましたとおり、２月２日に政府が１０都府県に対する緊急事態

宣言を３月７日まで延長することを決定いたしました。さらに、千葉県からの不要不急の外出・移動

の自粛等についての協力要請も延長されたことを受け、翌３日に行われた本市の新型コロナウイルス

感染症対策本部会議において、公共施設の休館期間を延長する方針が示されたことから、当初は２月

７日までとしていた、公民館や地域交流センター、図書館、資料館の休館、スポーツ広場等の使用停
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止、学校開放の停止について、緊急事態宣言が解除されるまで延長することといたしました。 

この、休館等の期間延長にあたり、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。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。報告第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 

  報告第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

明申し上げます。本報告は、君津市特別支援教育就学奨励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、特別支援教育就学奨励費受給者に新型コロナウイルス感染症拡大防止によ

る４、５月の臨時休業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。説明は以上となります。 

 

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。 

 

 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 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３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３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。小糸小、上総小の開校に向けての取り組みですが、

スクールバスの運行につきましては、昨年１２月に開催しました保護者意見交換会を受けて、ルート、

停留所の調整を運行事業者とともに行いました。このことを踏まえ、１月には両校とも、通学部会を

書面で開催しております。今後は、保護者へバス利用希望調査を行い、３月中には実際の時刻表に合

わせ、児童を乗せての試験運行を予定しております。また、事務部会につきましては、随時、部会を

開催し、移設する備品のリストアップや、文書・データの移行準備など、着実に行っているところで

ございます。 

次に、第２次実施プログラムについてです。１月に２回目となるＰＴＡ部会を開催し、新たなＰＴ
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Ａ組織について協議しております。また、統合校の施設整備につきましては、基本構想・基本計画の

策定に向けて、学校再編検討委員会や、ＦＭ推進本部会議など、全庁的な協議を行っているところで、

３月末までに基本構想・基本計画を策定してまいります。 

次に、第３次実施プログラムについてです。現在、第３次実施プログラム案の作成にあたり、条件

整理に時間を要しており、スケジュールに多少の遅れが生じている状況でありますが、こちらについ

ても、学校再編検討委員会において、全庁的な協議を行い、情報共有を図っているところでございま

す。 

最後に、統合に関するアンケート調査についてです。今年度開校した上総小櫃中と清和小の児童生

徒、保護者、教職員を対象に、アンケート調査を実施いたします。このアンケートは、統合に伴う児

童生徒の様子の変化や、学校内の活性化などの状況について調査を行い、統合による効果や課題を把

握し、今後の学校再編を進める上での参考にするものでございます。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。 

 

 小倉委員 

   よくスクールバスを見かけるようになりましたが、いつも同じ人が同じルートを運行しているので

しょうか。 

 

 髙橋次長 

   スクールバスについては、同じ運転手が同じルートを基本としています。同じ子どもたちと毎日接

することで様子を把握でき、子どもたちにも安心感があり、理想的だとは思いますが、ただ体調不良

等で乗務員が変わる場合もあります。しかし、原則的には、同一車両、同一運転手で考えていると聞

いております。 

 

 小倉委員 

   私も、運転手は同じ人の方が子どもたちのいろいろな部分が見ることができて良いのではないかと

思いますが、逆に、慣れによって交通事故を起こすことのないよう、気をつけていただければと思い

ます。 

 

 粕谷教育長 

   新年度に向けた打ち合わせ等の状況は、どうなっていますか。 

 

 髙橋次長 

   新たに開校する学校については、これまでと同様に、保護者との意見交換会を実施しました。また、

事前の試験運行については、コロナ禍でどのように行うか、実施方法を検討しているところです。バ

スの本数も増えることから、細かい調整をしていきたいと思っています。以前、教育長にもスクール

バスに乗車いただきましたが、実際に運転手と顔を合わせて話をすることで、いろいろと状況も分か

りますし、子どもたちの様子や体調も分かるということで、あまり親密になりすぎてもいけませんが、
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お互いある程度知っている方が良いのではないかと思っています。 

 

 粕谷教育長 

他に質問等も無いようでございますので、次に、報告第４号 令和２年度君津市活力ある魅力的な

学校づくり表彰について、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。 

 

髙橋次長 

  報告第４号 令和２年度君津市活力ある魅力的な学校づくり表彰について、ご報告いたします。こ

の表彰は、現在、君津市学校再編基本計画に基づき、活力ある魅力的な学校づくりに市を挙げて取り

組んでいるところですが、その中で、各学校が自ら実践している、地域の特性を生かした特色ある取

り組みや、時代の変化に応じた先行的な取り組みなどを表彰し、その情報を共有することで、子ども

たちにとってよりよい教育環境づくりを推進することを目的に実施しているものです。 

今回はコロナ禍にも関わらず、４校から活動報告書の提出があり、事業内容の充実度や事業の独自

性、広報状況などから、教育長賞に清和小学校、優秀賞に八重原小学校、特別賞に貞元小学校、周東

中学校、グッドホームページ賞に小糸小学校が選考され、２月１６日の校長会議終了後、表彰及び活

動報告を実施します。 

教育長賞を受賞した清和小学校のテーマは、「未来の学び in Seiwa～小学校におけるプログラミン

グ教育の在り方～」です。活動内容ですが、まず、プログラミングを体験させ、興味を持たせること

で、プログラミング教育の下地づくりをし、作成した作品について意見交換する場を設け、より良い

内容にするとともに、白岡市と本市共催のプログラミングコンテストに作品を出品した結果、教育長

賞等７名が受賞することとなったほか、この活動により、理科などフローチャートを使い発表をする

児童が出てくるなど、論理的な思考を学ぶ一助となっているものです。 

今後もそれぞれ学校の特色を生かして、学校同士が刺激し合いながら、子どもたちにとってよりよ

い教育環境づくりがさらに進んでいくよう、次年度以降もこの表彰を継続していきたいと考えており

ます。報告は以上でございます。 

 

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 

   今回受賞した５校につきましては、各学校のホームページに、特色ある教育のみならず、日々の子

どもたちの活動を随時アップして分かりやすく情報提供しておりますので、機会があればご覧いただ

けたらと思います。 

 

 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 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５号について、事務局の説明をお願いします。 

 

 



 

8 

 

髙橋次長 

報告第５号 専決処分の報告について、ご説明いたします。１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専決処分をし、後援を承認した行事６件のうち１件について説明いた

します。 

「第１２３回鹿野山歩け歩け大会」は、スポーツ性とレクリエーション性を併せ持つハイキング行

事を開催することにより、多くの青少年に自然と触れ合う機会を提供し、身体と精神の健全な育成に

貢献することを目的に行うもので、佐貫小学校からマザー牧場までの約９キロのハイキングを実施す

るものです。 

この６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６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６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６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。 

１月末日時点で準要保護に認定した児童生徒数は、小学生２８９名、中学生２１９名の合計５０８

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

同時期と比べ、０．１ポイントの増となります。説明は以上でございます。 

 

 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、これより、非公開審議に入ります。 

 

 

 

議案第１号 君津市立小学校設置条例の一部を改正する条例の制定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。 

 

議案第２号 君津市学校給食費の管理に関する条例の制定に関する意見について、 

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。 
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議案第３号 令和２年度君津市一般会計補正予算（第１１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。 

 

議案第４号 令和３年度君津市一般会計予算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 

無ければ、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３年３月２６日 

君津市教育委員会教育長 粕谷 哲也 

 

 


