
平成 29 年６月富津市教育委員会定例会議 会議録

１ 会議の名称 富津市教育委員会定例会議

２ 開催日時
平成 29 年６月 29 日（木）

15 時 30 分から 16 時 13 分

３ 開催場所 富津市役所 本庁舎５階 502 会議室

４ 審議等事項

○報告事項

議案第１号 富津市学校給食運営委員会委員の委嘱及び任命

について

議案第２号 富津市小・中学校再配置計画の策定について

５ 出席者名

岡根教育長、宮田教育長職務代理者、榎本委員、小坂委員、坂

部委員、能城教育部長、髙梨教育部参事兼学校教育課長、鶴岡

教育総務課長、河野学校教育課主幹、鈴木学校再配置推進室長、

竹谷教育センター所長、鳩飼教育センター主幹、岩名生涯学習

課長、渡邉公民館長、笠原教育総務課施設係長、髙濵教育総務

課主事

６ 公開又は非公開の別 公開 ・ 一部非公開 ・ 非公開

７ 非公開の理由 (理由) 情報公開条例第 23 条第１項第３号に該当のため

８ 傍聴人数 １人 （定員 12 人）

９ 所管課 教育部教育総務課庶務係 電話 0439-80-1340

10 会議録（発言の内容） 別紙のとおり
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平成 29 年６月富津市教育委員会定例会議 会議録

発 言 者 発 言 内 容

岡根教育長

榎本委員

岡根教育長

こんにちは。６月もあと一日となり、学校も１学期のまとめの時期と

なっております。また、中学校は総合体育大会も間近に迫ってきてい

るので、各部とも練習に熱が入っていることと思います。中学３年生

にとっては最後の大会になりますので、悔いのない試合を期待したい

と思います。ますます暑い日が続くと思いますが、委員の皆さんも健

康には十分ご留意いただきたいと思います。さて、６月議会が終わり

まして、学校再配置計画（案）についてのご質問も多く寄せられまし

たので、後ほどご報告いたします。本日の議題につきましては、『富津

市学校給食運営委員会委員の委嘱及び任命について』など、議案２件、

報告１件でございます。忌憚のないご意見をお願いいたします。なお、

本日の会議に先立ちまして、会議の写真撮影の申出があり、これを許

可いたしましたので、御報告いたします。それでは、平成 29 年６月富

津市教育委員会定例会議を始めます。本日の会議録署名委員の指名で

ございますが、榎本委員にお願いします。

はい。

それでは、教育長報告を申し上げます。１ページをお開きください。

主なものを報告いたします。１番目の校長面接でございますが、校長

から、年度初めの学校経営についてのヒアリングを行いました。各学

校長とも、児童生徒の実態に即して、きめ細かな経営方針を立ててお

りました。３番目の第 36 回富津市芸術祭式典でございますが、６月３

日を皮切りに７月 26 日までの期間、中央公民館・市民会館・富津公民

館を中心に文化協会主催で会員の作品等の発表が行われております。

市役所ホールでも、作品展が開催されておりました。６月４日につき

ましては、中央公民館で歌や踊りの発表の合間に式典が行われ、私の

方からも祝辞を述べました。４番目の教科書採択君津地区研究調査委

員研修会でございますが、教科書採択の研究調査員の委嘱及び今後の

留意事項等の確認を行いました。５番目の富津市教職員組合定期大会

でございますが、ほとんどの教職員が加入している教職員組合の定期
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大会に来賓として出席いたしました。教育条件整備につきましては、

行政の務めであることを伝えるとともに、教育環境整備に全力で取り

組むことを伝えました。また、教職員の勤務が超過勤務になっている

ことにつきましては、職員団体の課題だけでなく、行政とともに課題

解決の糸口を探していきたいとお話させていただきました。６番目の

第 15 回富津市経営改革本部会議でございますが、「富津市健全な財政

運営に関する条例（案）」についてのパブリックコメント案についての

話合いを行いました。８番目の富津市校長会研修でございますが、「校

長に期待するもの」と題して講話を行いました。学校再配置計画や放

課後学習教室事業、小学校の英語科等現在の課題に触れ、職員のやる

気や若手教員の育成等についてお話させていただきました。９番目の

富津中学校 50 周年記念事業でございますが、本日午後１時から、富津

市の海苔とお米を使って、50ｍの太巻き寿司を作るということで見学

に行ってまいりました。上手にみんなで楽しそうに作っていました。

こちらは３年生が中心となって取り組む授業ということで、たくさん

の海苔とお米、アサリやキュウリなど様々な具材は全て富津市産を使

っているということでございました。良い思い出ができたのではと思

います。次に６月議会につきまして、ご報告いたします。議案では、

一般会計補正予算につきまして、こちらは寄附が寄せられ、教育と福

祉に予算計上されたもので、教育関係ではスクールバス購入に当てる

としました。また、人事案件では、小坂委員の再任について同意を求

めました。両件とも全員一致で可決されました。次に一般質問では、

６名の議員からご質問がございました。富津市小中学校再配置計画

（案）の進捗状況と今後の方向性についてのご質問では、保護者の概

ねの理解が得られたと判断した学校については、計画を進め、まだ理

解が不十分であると判断した学校については、引き続き協議を継続し

ていくことを答弁いたしました。また、施策に対しての市民の合意形

成についての手法に関するご意見や天羽中学校の改築の今後の進め方

についてのご質問がございました。放課後学習教室につきましても、

どんな内容でどのように進めるのかについてご質問がありました。こ
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鶴岡課長

岡根教育長

髙梨参事

の件については、湊小学校で３・４年児童を対象に、指導補助教員を

活用してモデル事業を行い、成果と課題を検証していくことを答弁い

たしました。最後に義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書と

国の教育予算拡充に関する意見書につきましては、全員の賛成で採択

されました。以上で教育長報告を終わります。ご質問・ご意見等はご

ざいますか。無いようですので、各課報告をお願いいたします。始め

に教育総務課からお願いいたします。

はい。教育総務課から報告いたします。資料３ページをご覧願います。

６月 26 日、午後７時から、天羽中学校において、第１回天羽中学校校

舎改築基本設計検討委員会を開催いたしました。本検討委員会につき

ましては、天羽中学校校舎の改築に伴い、建物の配置計画等について

具体的な検討を行い、その結果を校舎改築に反映させるために設置し

たものでございます。今後、月１回程度の会議を予定しております。

なお、本件については、改めて協議会でご説明させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。以上でございます

はい。ありがとうございました。続いて学校教育課お願いします。

はい。学校教育課から報告いたします。５月 26 日に富津市学校警察連

絡委員会全体研修会を開催いたしました。前段で、今年度の諸計画を

協議し、続いて富津警察署生活安全課長から県下、市内の犯罪の現状

に触れながら、講話をいただきました。５月 30 日に大佐和地区、６月

１日に天羽地区で学校再配置に関する地区住民との懇談会を行いまし

た。再配置推進室がＰＴＡ役員等との話合いで出された質問に答える

資料等を説明した後、地区住民の方から意見や質問を受けました。６

月 21 日には庁内で関係部長等による再配置のための会議を設けまし

た。この後、その結果も踏まえ、学校再配置に関する提案もされます

ので、よろしくお願いいたします。６月７日に湊小学校と天神山小学

校、６月 12 日に天羽中学校、さらに６月 28 日に環小学校と天羽東中

学校へ千葉県教育庁南房総教育事務所員が所長訪問として訪問しまし

た。どの学校も、児童・生徒が落ち着いた雰囲気の中で、学校生活を

送っている姿が伺われました。多くの教室で工夫された授業展開がな
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岡根教育長

竹谷所長

され、真剣に学習に取り組む姿が見られました。教育事務所からは、

ここ数年指導されている、安全・安心な学校生活や職員の不祥事根絶

対策等に加え、今回は特に児童生徒の登下校の安全対策や教職員の超

過勤務対策についての質問や指導がありました。６月 26 日には教育長

訪問として、金谷小学校を、教育長をはじめ教育委員の方々、教育委

員会事務局で訪問いたしました。小規模校ゆえの教育実践がなされ、

真剣に授業に取り組む教師と児童の姿が見られたと思います。以上で

ございます。

はい。ありがとうございました。続いて教育センターお願いします。

はい。教育センターから報告いたします。６月１日、401 会議室にて特

別支援教育連携協議会を開催いたしました。平成 29 年度の富津市の特

別支援教育の取組を提案するとともに、市内の保育所・小中学校・関

係部署の取組について、情報交換を行いました。６月７日、ふれあい

公園臨海陸上競技場において君津支部中学校陸上競技大会が行われま

した。学校対抗では、富津中学校が総合第２位、大貫中学校が総合第

３位、天羽中学校が総合第６位となりました。個人では、男女合わせ

て 11 名が県標準記録を突破し、県大会出場の資格を獲得するなど、大

健闘となりました。６月 14 日、502 会議室にて特別支援教育コーディ

ネーター研修会を開催いたしました。講師に南房総教育事務所の秦野

真紀指導主事を迎え、特別支援コーディネーターの役割について研修

を行いました。講師からは特別支援コーディネーターとして、活動の

内容とその留意点について具体的にお話をいただきました。また、グ

ループ討議ではそれぞれの学校においての特別な支援を必要とする児

童生徒への対応の仕方や職員間の共通理解の図り方、保護者との対応

等、工夫していることを情報交換いたしました。６月 14 日、富津中学

校にて、南房総教育事務所指導室計画訪問が行われました。訪問を研

修の一環と捉え、学校経営説明、授業参観、学校として必要な諸帳簿

の点検、教科ごとの分科会、全体講評等により指導を受けました。生

徒たちは明るく落ち着いた雰囲気で、教職員との関係も良好であると

の評価をいただきました。日々の授業を大切にする中で、目標の設定、



5

岡根教育長

岩名課長

生徒に考えさせる学習問題、生徒相互の切磋琢磨する取組、生徒自身

の達成感、評価の仕方等を関連させ、これからの学習改善に役立てる

ための指導を受けました。６月 21 日、袖ケ浦市臨海スポーツセンター

にて、君津支部中学校水泳記録会が開催されました。本市の中学校か

らも多くの生徒が参加し、自己記録更新を目指して一生懸命競技して

いました。６月 22 日、401 会議室にて、指導補助教員等研修会を実施

いたしました。講師は、前波岡小学校校長の小川義彦先生でございま

した。授業づくりのための、様々な技能についてやＴ２としての授業

や学級経営への関わり方、また正式な教員を目指している受講者に、

面接等の心構えなどをお話ししていただきました。日々の授業や子供

たちの把握に苦労している受講生にとっては大いに参考になったよう

でございました。６月 28 日、401 会議室にて教頭・教務主任を対象と

した管理運営研修会を実施いたしました。講師は、岡根教育長にお願

いいたしました。富津市の現状に触れながら、学校現場の教育課題に

ついての講話や人事管理上の課題についての演習などを行い、改めて

富津市の教育について考える機会となりました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。続いて生涯学習課お願いします。

はい。生涯学習課から報告いたします。５月 25 日、502 会議室におい

て、富津市ふれあいスポーツフェスタ 2017 実行委員会委嘱状交付式を

行いました。各団体から推薦された 18 名に市長から委嘱状を交付いた

しました。引き続き第１回目の実行委員会会議が開催され、委員長に

はスポーツ推進委員連絡協議会の渡辺まさ子氏、副委員長にはスポー

ツ・レクリエーション推進員連絡協議会の宮内和男氏、陸上競技協会

の白井正行氏及び連合婦人会の大野泰代氏の３名が選出されました。

また、今年度の開催日を 10 月９日（体育の日）とすることで決定いた

しました。５月 28 日、ホテル千成において、平成 29 年度君津地方社

会教育委員連絡協議会総会が開催されました。平成 28 年度事業及び決

算報告、平成 29 年度事業計画・予算（案）などについて審議され、原

案のとおり承認されました。今年度は、７月８日に君津地方社会教育

推進大会が君津市民文化ホールにおいて開催され、大会を記念して講
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演会が行われます。講演テーマは「今、ジモトを楽しもう！ ～これか

らの地域を輝かせるのは、アナタかもしれない～」となっており、講

師は、一般社団法人地域活性化センターの小嶋敦夫さんでございます。

地域をイキイキとさせている各地のアイデアなどについてお話をいた

だきます。６月８日及び６月 20 日、５０２会議室において、富津市ふ

れあいスポーツフェスタ２０１７実行委員会第２回及び第３回の会議

を開催いたしました。会場を市民ふれあい公園臨海陸上競技場を主会

場とし、競技種目として 100M 競走などの陸上競技をはじめ、ストラッ

クアウト・キックターゲット・ミニサッカー・ドッジボール・輪投げ・

玉入れなどの競技、体力測定で、握力・上体起こし・長座体前屈など

を実施することで決定されました。６月９日・10 日、栃木県宇都宮市

において平成 29 年度関東スポーツ推進委員研究大会が開催され、市ス

ポーツ推進委員会長をはじめ５名のスポーツ推進委員と担当職員が参

加いたしました。当日は東京都をはじめ９都県から約 1,900 名の参加

のもと、111 名の方々が功労者表彰を受賞いたしました。６月 10 日、

佐貫運動広場において、県民の日記念第 34 回グラウンドゴルフ大会が、

103 名の参加により競技を実施しました。当日は好天にも恵まれ、楽し

そうにプレーされておりました。６月 11 日、総合社会体育館において、

県民の日記念第 34 回バドミントン大会が、小学生 35 名、中学生 229

名、一般６名、計 270 名の参加のもと、小中学生は学年男女別、一般

はミックスダブルスにより競技を実施いたしました。６月 17 日、いち

川において、平成 29 年度富津市ＰＴＡ連絡協議会主催の功労者表彰式

が行われました。千葉県ＰＴＡ連絡協議会会長賞に、前市ＰＴＡ連絡

協議会会長石井聡氏ほか２名が、富津市教育委員会教育長感謝状には、

前青堀小学校ＰＴＡ会長高橋浩氏ほか 15 名が、富津市ＰＴＡ連絡協議

会会長賞には、前青堀小学校ＰＴＡ副会長森田知子氏ほか 33 名、佐貫

小学校ＰＴＡほか１団体が表彰されました。６月 18 日、富津中学校武

道場において、第 24 回ＦＴＳ杯争奪少年柔道大会が、団体戦 10 チー

ム、個人戦小学１・２年生の部 13 名、小学３・４年生の部 21 名、小

学５・６年生の部 25 名、中学１年男子の部８名、中学２年男子の部 22
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岡根教育長

渡邉館長

岡根教育長

小坂委員

髙梨参事

名、中学３年男子の部 25 名、中学女子の部 18 名、合計 132 名の方が

参加し実施されました。日頃の練習の成果を十分に発揮し、熱戦を繰

り広げておりました。また、他校選手との交流も活発に行われており

ました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。最後に公民館お願いします。

はい。公民館から報告いたします。６月１日、中央公民館多目的室に

おいて、平成 29 年度第１回富津市公民館運営審議会を開催いたしまし

た。会議前に、任期満了に伴う委員改選により、委員の皆様に委嘱状

を交付いたしました。議件の内容でございますが、委員長及び副委員

長の選出について審議し、委員長に宮崎和子委員、副委員長に石井光

一委員が選出されました。また、君津地方公民館運営審議会委員連絡

協議会の理事３名には、宮崎和子委員、石井光一委員、斎藤進委員が

選出されました。また、平成 29 年度公民館及び市民会館主催事業の内

容について、説明いたしました。６月 20 日、袖ケ浦市役所旧館大会議

室において、平成 29 年度君津地方公民館運営審議会委員連絡協議会定

例総会が開催されました。平成 28 年度事業報告及び決算報告、平成 29

年度事業計画（案）及び予算（案）について審議が行われ、原案どお

り承認された後、役員の改選を行い、会長に袖ケ浦市からの稲毛博夫

氏が、富津市では副会長に宮崎和子氏が選ばれました。以上でござい

ます。

はい。ありがとうございました。各課報告の中でご質問・ご意見等は

ございますか。はい。小坂委員。

はい。教育長及び学校教育課からお話がありましたが、教職員の超過

勤務の実態についてお伺いします。現状を考えると、超過勤を行わな

いようにするのはなかなか難しい状態ではあると思うのですが、市内

小中学校の現状はどのようになっているのか教えてください。

はい。昨年度の途中あたりから、中学校を中心として小学校も含め教

員の超過勤務ということが問題になっており、この４月から多くの学

校で出退勤時間の把握をしております。その統計につきましては、ま

だ開始から３ヶ月程度しか経過していないということもあり、現在ま
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小坂委員

岡根教育長

髙梨参事

岡根教育長

鈴木室長

でにおいて集計は行っていないのですが、超過勤務につきましてはか

なりの時間になっていると思われます。その対策としまして、行政の

できること、学校にできることということで、会議の縮減・短縮等の

様々な工夫等を考えていかなければならないと考え、現在検討してい

る最中でございます。しかしながら、保護者・社会から学校に対する

ニーズも多様化してきておりますので、なかなか一概に時間で帰れと

いう訳にもいかない現状もございますので、また今後、教育委員会と

しましても、できることを検討していきたいと思います。

ありがとうございました。今後も配慮していただくようお願いいたし

ます。

私の感想ですけれども、ぴったりと定時で帰るというのはなかなか難

しい実態がございますけれども、極端に遅い先生もいらっしゃるよう

に思われます。そちらにつきましては、管理職がしっかり指導してく

ださいというように話しております。他にご質問・ご意見等はござい

ますか。無いようですので、次に付議議案に入ります。議案第１号富

津市学校給食運営委員会委員の委嘱及び任命について、説明をお願い

します。

はい。議案第１号について、ご説明申し上げます。４ページをご覧願

います。富津市学校給食運営委員を富津市教育委員会行政組織規則第

５条第 12 号の規定に基づき、10 名の委員のうち人事異動等により変更

のあった６名について議決を求めるものでございます。なお、任期は

前任者の残任期間である平成 29 年７月１日から平成 30 年６月 30 日で

ございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

はい。ありがとうございました。議案第１号についてご質問・ご意見

等はございますか。無いようですので、議案第１号について承認され

る方は、挙手をお願いします。挙手全員ですので、議案第１号は承認

されました。続いて、議案第２号富津市小・中学校再配置計画の策定

について、説明をお願いします。

はい。議案第２号について、ご説明申し上げます。５ページをご覧願

います。本議案は、富津市小・中学校再配置計画を別冊資料のとおり
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岡根教育長

榎本委員

策定することについて、富津市教育委員会行政組織規則第５条第１条

の規定により教育委員会の議決を求めるものでございます。この計画

は、子供たちの将来を希望あふれるものとするため、一定規模の集団

の中で活動することを通して、子供たちに生きる力を育む教育環境を

整備したいとの思いから、平成 28 年 11 月、富津市小・中学校再配置

計画（案）として策定したものでございます。これまで保護者へのア

ンケート調査のほか、36 回にわたり説明会を実施し、延べ 859 人の参

加者からご意見・ご質問を伺ったほか、Ｑ＆Ａによる回答の提示、Ｐ

ＴＡの要請による懇談会の実施など、丁寧な対応に努めてまいりまし

た。その中で、保護者のアンケート結果や説明会での意見・質問等を

総合的に検討した結果、学校再配置に関する保護者の理解が深まった

と判断し、改めて今回、富津市小・中学校再配置計画として修正し、

市長協議を経て６月 21 日には庁内検討会議及び部会・合同会議、庁議

にて説明を行い、23 日の全員協議会、本日６月 29 日の総合教育会議を

経て、本教育委員会定例会議での議決を求めるものでございます。ご

審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

はい。ありがとうございました。議案第２号について、ご質問・ご意

見等はございますか。はい。榎本委員。

はい。鈴木室長からお話がありましたが、アンケート調査等を実施し、

皆さんのご意見・要望につきましては教育委員会としましても検討を

重ねていることと思います。アンケート結果につきましては、地域に

よっても差があるとは思いますが、この資料で見る限りでは『賛成』、

『どちらかというと賛成』の方々が多いように私は感じております。

現在、少子化の問題につきましてはどこの市町村でも頭を悩ませてい

る問題だとは思いますが、現状を直視すれば統合もやむなしという

方々も大変多くなってきていると思います。その中で、統合で学校が

なくなる地域の方々には色々な思いもあるとは思いますが、子どもた

ちにとってより良い教育環境を実現するために、私は統合も必要であ

ると思っております。そして、アンケート結果の中で、保護者の方々

の要望のひとつに『スクールバスの充実』ということがございました。
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鈴木室長

榎本委員

鈴木室長

榎本委員

岡根教育長

坂部委員

鈴木室長

坂部委員

鈴木室長

坂部委員

これにつきましては、新たにスクールバスを購入して各地域を児童生

徒の送迎に備えるということだと思いますが、恐らく最低限の台数の

確保になるのであろうと思います。そこで、スクールバスに乗り遅れ

た場合、今までの交通手段、例えば鉄道や従来のバスを利用するとい

うことになったときには、補助等は受けることができるのでしょうか。

はい。スクールバスに乗り遅れた場合につきましては、自己責任でお

願いしていくことになる予定でございます。

はい。わかりました。例えば、期限を設けてというのはどうでしょう

か。例えばですが、統合が行われる最初の１・２か月のみですとか、

そのようなことは可能でしょうか。

はい。今後検討させていただきます。

ありがとうございました。

他にご質問・ご意見等はございますか。はい。坂部委員。

はい。このアンケート結果につきましては、最終結果のときのものな

のでしょうか。

はい。『賛成』・『概ね賛成』を合わせて、大貫小学校が 96％、吉野小学

校が 92％、大貫中学校が 94％、湊小学校が 91％、天神山小学校が 79％、

竹岡小学校が 86％、天羽中学校が 96％、環小学校が 72％、天羽東中学

校が 50％となっております。佐貫小中学校につきましては、ＰＴＡの

独自調査により小中学校合わせて 62.4％が賛成となっております。金

谷小学校につきましては、２度の調査でそれぞれ賛成が 43％、39％で

ございました。

ありがとうございました。このような結果から、今回、案を外し計画

として策定する決断をしたということでよろしいですか。

はい。こちらの結果や説明会での保護者からの反応、質問の内容等か

ら総合的に判断させていただきました。

ありがとうございました。それから、もう１点お聞きしたいのですが、

先ほどの総合教育会議の中で再配置計画（最終案）の中で、今後の学

校の再配置についてということで、天羽中学校が平成 41 年には１学年

１学級という可能性があるということ記載されておりますが、本来は
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鈴木室長

岡根教育長

坂部委員

岡根教育長

小坂委員

１学年２学級ということでこの再配置を進めている中で、この部分を

こちらに記載するのはどうかと思ったのですが、いかがでしょうか。

今回、我々の方では、再配置に関する基準としまして、そのような形

で複式学級の解消、学年１学級の解消ということで行ってまいりまし

た。しかしながら、今後、佐貫小学校及び天羽中学校につきましては

その可能性があるということで、今後も継続して計画を検討していか

なければならないというところで記載しております。

最初の再配置計画（案）では、今ある計画以外に、『佐貫小学校ではこ

のような可能性があり、天羽中学校でもこのような可能性があるので

今後検討していく必要があります。』という文言を入れた計画（案）を

保護者の方に提示いたしました。その計画（案）を見た保護者の方達

からは、『佐貫も先のことを考えれば、やらなければいけないだろう。』

という意見や、『天羽中学校に天羽東中学校が統合したとしても、また

いずれそのような時期が来るはずだ、それについてどう考えるのか。』

というお話がございまして、事務局内部で検討した結果、天羽中学校

はこちらに書いてあるとおり、『富津市の７割の学区を考えた時に現在

の交通手段では他に動かしていくというのは現状ではなかなか難しい

ので、現時点では天羽地区に中学校を１校配置する必要があると現段

階では考えております。』という答弁をさせてもらいました。従いまし

て、佐貫小学校と天羽中学校につきましては、その時点で触れていた

内容でございますので、それに対するある程度の見解を述べておく必

要があるだろうというところでこのように記載しております。

わかりました。ありがとうございました。

他にご質問・ご意見等はございますか。はい。小坂委員。

はい。環小学校の住民の『統合に加えてほしい。』という意見について

なのですが、環南小学校と関豊小学校の統合を経験している児童・保

護者の方たちの意見はどのようなものなのかというところと、環小学

校の今後の児童数、複式学級のことを考えて統合等を考えているとい

うことですが、環小学校は複式学級への傾向はいつ頃からになるのか

というところについて、教えてください。
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鈴木室長

小坂委員

岡根教育長

小坂委員

鈴木室長

小坂委員

岡根教育長

はい。環南小学校と関豊小学校の統合を経験している児童・保護者の

方たちの意見につきましては、残念ながら、地域を分けてアンケート

を取っておりませんので、そちらにつきましては現状では把握できて

おりません。環小学校の統合の児童数につきましては、私どもで調査

可能である０歳児までは、毎年約 10 名前後で推移しておりまして、今

後において、そちらの０歳時の子供たちが小学校に上がるときまでは

複式学級になる恐れはございません。

ありがとうございました。

地域別で集計はしていないのですが、全体で７割程度の保護者から『統

合してほしい。』という意見が出てきております。先ほどお話しました

ように、今回の計画にはないものなので、もう少し時間を置いて教育

委員会としての見解をある程度出しながら、また、地域住民の方々に

も説明をしていく時間がございますので、そちらについては今後検討

していくという形になっております。ですので、この計画（案）の中

には環小学校は現在のところは入っておりません。他にご質問・ご意

見等はございますか。はい。小坂委員。

はい。天羽地区の３校が統合になるということで、再配置になった子

供たちの心情ですとか、その他にも校歌や学校名の看板等、様々なこ

とについて配慮していかなければならないと思います。私は学校長と

して以前に統合を体験しており、そのときは、対象校からの職員の異

動配慮や沿革誌等資料や金庫の処理等に困りました。学校名について

もそうですし、これから様々な面で配慮しなければならないことが出

てくると思いますが、どのようにお考えでしょうか。

はい。対象校からの職員の異動配慮につきましては、再配置後に教職

員の児童生徒への理解がスムーズに進むよう、再配置前の教職員の配

置に配慮の方を行っていきたいと思います。沿革誌等資料の扱いにつ

きましては、移転の計画も含めまして今後教育委員会で検討を進めて

いく予定でございます。

ありがとうございました。

住民説明の中には、『再配置を行う場合には、再配置前にいた先生を全
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髙梨参事

岡根教育長

坂部委員

鈴木室長

坂部委員

鈴木室長

坂部委員

岡根教育長

員入れてください。』というような保護者の方の要望もございました。

そちらの実現はなかなかは難しいかもしれませんが、よく理解をされ

ている先生、またはお子さんに応じて必要な先生がいるような状況等

がございましたら、要望を出しながらうまく構成をしていきたいと思

っております。ちなみに、統合加配というのは、どのくらいの期間な

ら付けることができるのでしょうか。

はい。統合加配につきましては、千葉県教育委員会との協議になりま

すけれども、現状では、最低でも１年間、１名は付くことになってお

ります。原則は１年でございますが、関豊小学校と環小学校の統合の

際には、千葉県教育委員会との協議によって２年間は付きました。今

回の計画（案）のとおり３校となりますと、市教育委員会としまして

は複数の加配を望みますけれども、先ほど申し上げましたとおり全て

は千葉県教育委員会との協議によって決定することとなります。

ありがとうございました。他にご質問・ご意見等はございますか。は

い。坂部委員。

はい。この後、我々４名の教育委員の採決によって決定されるかどう

かというところだと思いますが、決定された場合には、速やかにこの

計画どおりに、各地区ごとの『個別再配置計画』という形で進んでい

くということでよろしいでしょうか。

はい。この後は、個別計画の検討協議会というものを組織しまして、

そちらの方で、案件に応じて様々な部会に分かれて進めていくように

努めます。

検討委員会というのは、各ＰＴＡですとか市民の方を含めて組織する

のでしょうか。

はい。基本的には学校の教職員、ＰＴＡ役員、地区の代表区長さん等

にお願いする予定でございます。

わかりました。ありがとうございました。

他にご質問・ご意見等はございますか。無いようですので、議案第２

号について承認される方は、挙手をお願いします。挙手全員ですので、

議案第２号は承認されました。次に、報告事項に入ります。報告第１
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鶴岡課長

岡根教育長

鶴岡課長

岡根教育長

号専決事項の報告について、お願いします。

はい。それでは、報告第１号後援申請について、ご報告いたします。

資料の６ページをご覧願います。平成 29 年５月 12 日から６月８日ま

での後援申請受付分につきましては、次の７ページから９ページに記

載のとおり、平和・人権・教育と文化を考える会会長、平良文男外 16

件を承認しましたのでご報告いたします。以上でございます。

はい。ありがとうございました。報告第１号についてご質問・ご意見

等はございますか。無いようですので、次にその他に入ります。何か

ございますか。無いようですので、教育総務課お願いします。

はい。それでは、次回の教育委員会定例会議日程でございますが、７

月 27 日、木曜日、午前 10 時から、市役所４階、401 会議室にて開催を

予定しておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございま

す。

はい。ありがとうございました。以上で本日の会議日程は、終了させ

ていただきます。


