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令和４年第８回君津市教育委員会会議録 

 
１ 日  時 令和４年８月１８日（木）午後３時００分開会 午後３時３８閉会 

 

２ 場   所 ５階大会議室 

 

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    髙澤 光 

教育部副参事(事)学校教育課長 菊地 勝幸、教育部副参事(事)教育センター所長 諏方壽一郎 

生涯学習文化課長       塚越 直美、(事務局)教育総務課副課長     杉谷 佳昭 

 

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４年度君津市一般会計補正予算（第５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 専決処分（後援関係）の報告について 
報告第 ２ 号 令和４年度君津支部中学校総合体育大会等の結果について 
報告第 ３ 号 第５０回君津市小・中学校児童生徒の科学工夫工作及び研究論文展の 

開催について 
報告第 ４ 号 令和４年度出土遺物公開展及び講演会の開催について 
報告第 ５ 号 令和４年度久留里城址資料館企画展の開催について 
報告第 ６ 号 令和４年度君津市準要保護児童生徒の認定について 

 
 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４年第８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】 
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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、８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。 

まず、１日のこいっとバス出発式についてご報告いたします。 

８月１日から小糸地区内を走る予約制・乗合型のデマンド交通、こいっとバスの実証運行がスタートし、

その出発式に参加いたしました。 

こちらは、スクールバスの運行契約外の時間の車両を活用して実施するもので、買い物や通院などにタク

シー感覚でご利用いただけるものです。 

市長事務部局と教育委員会が連携をしながら、将来都市像、ひとが輝き 幸せつなぐ きみつの実現を目指

し、これからも様々な施策に一体的に取り組んでまいります。 

２点目は、５日の令和４年度小中体連全国・関東大会出場選手激励会についてです。 

こちらは、小中学生の体力向上の中核として活躍している小中体連全国・関東大会に出場する児童生徒を

励まし、君津市の代表であることを自覚し、夢と誇りをもって各種競技大会に臨む気持ちを育てるために行

うもので、オンライン形式で実施いたしました。 

市長からは、大きな輝きを放つ可能性を秘めている君津市の誇りであること、私からは、大舞台に臆する

ことなく自分らしくプレーできることを祈っていることを伝えました。オンラインではありましたが、児童

生徒の大会に向けての熱意を強く感じたところです。 

最後に、本市の小中学校における、現在の新型コロナウイルス感染状況です。 

感染対策を行いながら、１学期の終了を迎えたところではございますが、夏休みに入ってからも、各学校

からは、毎日、児童生徒の感染情報が上がっている状況です。１日平均約８件程度の感染報告があり、地域

の偏りもなく、市内の全域で広がっている状況が見受けられます。 

間もなく夏休みが終了し、８月３１日、９月１日に２学期を迎えます。 

まだ、国からの学校における感染対策の見直しなどの情報はありませんが、新たな情報へのアンテナを高

くするなど積極的に情報収集しながら、無事に２学期のスタートを迎え、修学旅行も含め、大きな学校行事

が円滑に進められるよう、適切な感染対策を講じてまいります。 

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。 
 

粕谷教育長 
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６件でございます。このうち、議案第１号については、議会案件ため、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。 
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【全員挙手】 

 

 粕谷教育長 
挙手全員。よって、議案第１号ついては、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 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１号について、事務局の説明をお願いします。 

 
髙澤教育部次長 

報告第１号 専決処分の報告についてご説明いたします。 
７月の教育委員会会議にて報告させていただいた以降に、専決処分し、後援を承認した行事について報告

いたします。 
案件は９件ございますが、このうちの１件について説明いたします。 
上から２番目の、７月４日に承認した木更津高専キッズサイエンスフェスティバルは、子どもたちが工作・

ものづくりによる体験を通じて科学に親しむことを目的として、令和４年８月１２日金曜日に、木更津工業

高等専門学校にて開催されたものです。 
その他８件につきましても、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８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２号 令和４年度君津支部中学校総合体育大会等の結

果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。 

 

菊地学校教育課長 

報告第２号 令和４年度君津支部中学校総合体育大会等の結果についてご報告いたします。 

今年度の君津支部総合体育大会は、７月２日土曜日から７月１７日日曜日にかけて実施されました。 

感染症とともに熱中症の心配もありましたが、各専門部が予防対策を徹底し、大きな事故やけが、集団感

染等の報告もなく、無事に大会の全日程を終了することができました。 

支部大会の結果に基づき、各種目１位の選手や標準記録突破などの選手が県大会出場を果たしました。 

県大会の結果ですが、団体戦においては、翔凜中学校女子バレーボール部が優勝、個人戦においては、君

津中学校女子柔道部が４０ｋｇ級で準優勝となりました。 

また、県大会を勝ち抜いた、体操競技、水泳競技、陸上競技、バレーボール、剣道、柔道の６種目４１名
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の選手が、８月５日から１１日にかけて開催された関東大会へ出場しました。 

関東大会出場者には、オンラインによる激励会を８月５日金曜日に行い、激励書と激励品を贈呈し、市長、

教育長より激励の言葉をいただきました。 

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。 
 
伊澤委員 

   関東大会に出場した翔凜中学校の女子バレーボール部の結果は、どうなったのですか。 
 
 菊地学校教育課長 
   翔凜中学校の女子バレーボール部は、ベスト１６です。全国大会には、出場できませんでした。 
 
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３号 第５０回君津市小・中学校児童生徒の科学

工夫工作及び研究論文展の開催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。 

 
 諏方教育センター所長 

報告第３号 第５０回君津市小・中学校児童生徒の科学工夫工作及び研究論文展についてご報告いたしま

す。 
市内小中学生では、科学工夫工作や、理科の自由研究を奨励し、科学への興味や研究への意欲を高めるた

め、毎年、科学工夫工作・研究論文展を教育センター主催で開催しております。 
夏休み明けより各学校から選出された作品を９月９日金曜日に市内小・中学校の先生方の協力を得て審査

を行い、９月１０日土曜日から９月１２日月曜日までの３日間、君津市役所の５階大会議室にて、展示会を

開催いたします。 
各出品作品の内容については、科学工夫工作の部では、子どもの描いている夢を生かしたもの、科学的な

性質を工夫して取り入れたもの、生活に便利なように工夫改善を加えたものとなります。 
研究論文展の部では、理科自由研究の観察記録や実験観察をまとめたもの、学習の発展として研究したも

の、標本等も含まれております。 
今年度は更なるＩＣＴ活用を図るためプログラミングの部を新設しました。 
こちらの内容は、Ｓｃｒａｔｃｈというプログラミングのサイトを使って２０以上の工程を組んだものと

し、そして、君津に関わるプログラムを入れることとしました。 
審査の目安につきましては、記載してある５つの項目を基準として、行っていきます。 
また、新型コロナウイルス感染症については、まだまだ心配されております。防止対策として、来場前の

検温・マスク着用・手指消毒をお願いし、ご自身またはご家族に、発熱・風邪症状がある場合には、ご入場

を控えていただきます。 
今年度も児童生徒が工夫を凝らした、また、研究を重ねてきた作品が多く見られることを期待しておりま
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す。 
以上、報告させていただきます。 

 
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４号 令和４年度出土遺物公開展及び講演会の開催つ

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。 

 
 塚越生涯学習文化課長 

報告第４号 出土遺物公開展及び講演会の開催についてご説明いたします。 
出土遺物公開展は、発掘調査によって発見された出土品などを、市民に紹介し、身近にある文化財への関

心を深めることを目的に実施しております。 
今年度は、上湯江人、土に埋もれた歴史を探ると題し、近年、発掘調査を行っている上湯江・貞元地区に

ある上湯江遺跡で出土した遺物や、調査風景の写真を展示します。 
期日は９月１３日火曜日から９月２０日火曜日まで生涯学習交流センターにて開催します。また、９月１

７日土曜日には、上湯江遺跡から出土した中世の古銭について、県文化財課職員による講演会を予定してお

ります。 
説明は以上です。 
 

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４年度久留里城址資料館企画展の開催つい

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。 

 

塚越生涯学習文化課長 

報告第５号 久留里城址資料館企画展についてご説明いたします。 

今年度の久留里城址資料館の企画展は、不思議な水の穴、川廻し・二五穴・上総掘りと題し、展示を行い

ます。 

新田開発のための川廻しと、灌漑用水の二五穴、深井戸掘削技術の上総掘りを取り上げます。いずれも水

を通す穴であり、特徴ある技術や設備となります。この個性的なきみつの水の文化を広くご紹介します。 

期間は９月１３日火曜日から１２月１１日日曜日まで、久留里城址資料館で開催します。 

関連事業として１１月に講演会の実施、また、関連講座として見学会など、屋外の事業を中心に、準備を

進めております。 
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説明は以上です。 

 
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４年度君津市準要保護児童生徒の認定つい

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。 

 
菊地学校教育課長 

報告第６号 令和４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。 

７月末日時点で、準要保護に認定した児童生徒数は小学生２３５人、中学生１９０人の合計４２５人です。 

本年度５月１日現在の児童生徒総数の５，１８２人に対して８．２パーセントとなります。 

前年度の同時期と比べ、０．６ポイントの減となります。 

説明は以上でございます。宜しくお願いいたします。 

 
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、これより、非公開審議に入ります。 
 

議案第１号 令和４年度君津市一般会計補正予算（第５号）のうち教育委員会関係予算に関する意見につ

いて 
髙澤次長の説明後、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。その他、委員の皆さん又は事務局から何かございますか。 

 
 小倉委員 

導入されたタブレット端末について、今は夏休みですけども、どれくらいの頻度で使用されているのかと

いうことと、使用を開始してある程度経ち、良い点や課題が出てきていると思いますので教えていただけれ

ばと思います。 
 
 菊地学校教育課長 
   子どもたちが、ほぼ毎日のように使っていると考えていいと思います。また、教員についてですが、得意

な先生と苦手な先生といますが、ほぼ毎日使っていると認識しております。 
次に、良い点と課題ですけれども、例えばタブレットを使って、子どもたちが外に出て写真を撮ってきま
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す。それらを使った観察記録等はやりやすくなったように感じております。課題としては、逆に観察記録で

は、自分で絵を描いて少し毛が生えたとか生えてないなど細かいところまで見る目が少し弱くなっていると

いう声も聞かれます。 
また、タブレットのメリットである子ども同士の意見の交流という点では、より一層活用できる面もあり

ますので、教員の授業力をより向上させ、思考力を高める意味でも広めて欲しいと働きかけをしていきたい

と思います。 
 
 小倉委員 
   宿題等の、家庭での学習についてはどうでしょうか。 
 
 菊地学校教育課長 
   この夏休みでは、ほとんどの学校で持ち帰らせています。宿題としてドリル的な学習を行っている学校も

あります。 
また、通常の課業日にも家に持ち帰らせ、宿題にしている学校もあります。 

 
 伊澤委員 
   補正予算にも関わってきますが、世界の状況から考えて、資源が日本にとっても厳しい状況になってきて

いるように感じます。そのような中、小中学校、公民館含めて光熱水費等が長期的に見て下がるとは思えな

いので、それに対してどのような対策を考えていけばよいのか、また取り組んでいることがあれば教えてい

ただきたいと思います。 
 
 髙澤次長 
   通常の節電、省エネの意識醸成というのは庁内でも取り組んでいるところであります。それから昨年、脱

炭素ということで、地球温暖化に対する脱炭素の宣言を本市でも行っております。節約するという面だけで

なく、再生可能エネルギーとして太陽光発電などの活用も検討しているところです。国でも脱炭素に関して

は取り組んでいるところでして、省電力化については、新設する公共施設についてはＺＥＢ化ということで

省電力が求められますので、今後、各施設については整備を進めていくことになるかと思います。脱炭素に

関しては、今年度、全庁的な計画が現在策定中ですので、それに基づき、教育委員会の関係施設についても

取り組んでいくことになるかと思います。 
 
 伊澤委員 
   電気等については、使わないといけないところはありますので、子どもたちを含めて節約をするというと

ころも指導をしていく必要があると思いますので、よろしくお願いします。 
 
 粕谷教育長 
   他の委員の方、いかがでしょうか。 
 
 増田委員 
   修学旅行をはじめとする２学期以降の行事について、コロナの状況が続くようであれば、行事の実施につ
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いて、保護者から要望等が出てくると思うので、もう少し最終責任を保護者に委ねてもいいのかと思います。

学校は必要な対策をして行事を実施し、参加の最終決断は、保護者・家庭に任せ、欠席扱いにはしないとい

う形にしてもよいのではないかと思います。 
 
 粕谷教育長 
   ９月に入るとすぐに９校くらいの小中学校は修学旅行が予定されていますから、それに関わるご意見いた

だきました。 
 
 菊地学校教育課長 
   保護者が納得する、納得しないは、様々だと思います。 

やはり基準を示すことが大事ですので、教育委員会内で修学旅行について検討を行いました。基本的には

８割以上の保護者の同意を得ているのであれば実施し、修学旅行の直前になって学級閉鎖規模あるいは学年

閉鎖規模になってしまった場合には、中止あるいは延期もやむを得ないということとなりました。 
こちらについては、速やかに学校に周知したいと考えております。 

 
粕谷教育長 

  他に無ければ、以上をもちまして令和４年第８回君津市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４年９月２６日 

君津市教育委員会教育長   粕 谷 哲 也 
 


