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平成３０年５月 木更津市定例教育委員会会議 会議録 
 
１．日   時   平成３０年５月１１日（金） 午後１時００分～午後２時２０分 
２．場   所   木更津市役所朝日庁舎 多目的室Ｂ 
３．出 席 者   教育長及び委員 
           教育長 髙澤 茂夫 
           委 員 武井 紀夫 
           委 員 長谷部理絵 
           委 員 吉田 一雄 
           委 員 渡部 佳子 

職 員 
           教育部長         岩埜 伸二 
           教育部次長兼教育総務課長 秋元  淳 
           教育部参事兼施設課長   勝畑 成一 
           教育部参事兼学校教育課長 河野  勝 
           教育部参事兼学校再編課長 岡田 正浩 
           教育部参事兼文化課長   稲木 章宏 
           教育部参事兼図書館長   渡邉 雅夫 
           教育部参事兼中央公民館長 石井 一彦 
           学校給食課長       真戸原裕二 
           生涯学習課長       野口 琢郎 
           まなび支援センター所長  岡崎 由子 
           学校給食センター所長   地曵 俊雄 
           郷土博物館金のすず副館長 稲葉 昭智 
           （会議事務局） 
           教育総務課主幹      長谷川光敏 
           教育総務課主事      萩原奈央子 
４．傍 聴 人 数   ０名（非公開議案１件） 
５．議    案 

議案第２２号 木更津市立公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第２３号 木更津市郷土博物館金のすず協議会委員の委嘱について 

６．報 告 事 項 

報告第 ３ 号 臨時代理の報告について 

市議会の議決を要する事件の議案（専決処分の承認を求めること）に

ついて 

７．議 事 大 要 
○髙澤教育長 

 定刻となりましたので、平成３０年５月定例教育委員会会議を開催いたします。 
 会議録署名人には、吉田委員にお願いいたします。また前回、４月定例会議の会議録
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につきましては、渡部委員と私で、それぞれ確認、署名いたしました。 

 それでは、議案の審議に入ります。 

 はじめに、議案第２２号「木更津市立公民館運営審議会委員の委嘱について」を議題

に供します。事務局から提案理由の説明をお願いいたします。 
○秋元教育部次長 

 議案第２２号「木更津市立公民館運営審議会委員の委嘱について」の提案理由をご説明申

し上げます。 
 議案資料２ページをご覧ください。本議案は、欠員の生じている木更津市立公民館運営審

議会委員について、社会教育法第３０条並びに木更津市立公民館設置及び管理運営条例第６

条及び第７条の規定により、新たに委員を委嘱することについて、木更津市教育委員会組織

及び運営規則第５条第１２号の規定により、議決を得ようとするものでございます。 
 今回委嘱を予定している候補者は任期途中で退任となりました、木更津市小中学校長会の

推薦による１名で、任期は前任者の残任期間となります、平成３１年３月３１日までとなり

ます。なお、候補者の所属等につきましては、３ページの参考資料のとおりでございます。 
 説明は以上でございます。 

○髙澤教育長 
 ただいま、事務局から説明がありました。 
 この件につきまして、ご質問はございますでしょうか。 

＜質問なし＞ 

 ご質問がなければ、ご意見はございますでしょうか 

○吉田委員 
 今回の候補者に関することではなく、委員全体の件なのですが、かなり高齢の方が多

いと見受けられます。公民館の利用者については必ずしも高齢者というわけではないと

個人的には考えておりますので、多くの世代に渡るような委員を選出することはできな

いだろうかと考えますが、いかがでしょうか。 
○野口生涯学習課長 
 今ご指摘いただきましたとおり、社会教育に関する世代交代が厳しく、高齢化が進ん

でいるということは事実でございます。できるだけ私どもも社会教育に関する活動、ボ

ランティア等も含めまして若返りを進めていきたいと考えております。 
○長谷部委員 
 委員につきましては公民館からの推薦が含まれるということもあり、生涯学習課だけ

では難しいと私もお聞きしております。もしできるのであれば、世代ごとに人数を取り

決め、その規則に従って選出していただくという方法もあるとは思いますが。 
○石井教育部参事兼中央公民館長 
 委員のうち、学識経験者と掲載されている方々が、各公民館から推薦いただいている

方となります。各区長会、また前任の委員の方等とご相談させていただきながら選出い

たしておりますので、今のようなご意見があったことにつきましては各公民館等に通知

し、次期委員の選出時に考慮させていただきます。 
 



 - 3 - 

○武井委員 
 高齢化というお話がございましたが、一方で私個人といたしましては、現在、例えば

７０歳といえども元気な方は大勢いらっしゃって、まだまだお若いと感じることも思い

ます。そういった、元気な高齢者に委員をお願いすることも悪いことではないのかと考

えております。 
○髙澤教育長 
 仕事柄、色々な会議に出席することもございますが、どの会議についてもかなり高齢

化が進んでおり、なかなか世代交代ができないという話は耳にします。 
 また、年齢等の制限でございますが、何歳以上、というように下限の年齢は比較的区

切りやすいのですが、上限を決めるのは難しいものとなります。いずれにしましても、

今いただきましたご意見につきましては今後の館長会議等で通知させていただきます。 

 他にご意見がなければ、採決に移ります。議案第２２号「木更津市立公民館運営審議会

委員の委嘱について」につきまして、原案どおり賛成の方、挙手をお願いいたします。 

＜挙手全員＞ 

 賛成全員で原案どおり決定いたしました。 

 続きまして、議案第２３号「木更津市郷土博物館金のすず協議会委員の委嘱について」

を議題に供します。事務局から提案理由の説明をお願いいたします。 

○秋元教育部次長 

 議案第２３号「木更津市郷土博物館金のすず協議会委員の委嘱について」の提案理由をご

説明申し上げます。 
 議案資料４ページをご覧ください。本議案は、欠員の生じている木更津市郷土博物館金の

すず協議会委員について、博物館法第２１条並びに木更津市郷土博物館金のすずの設置及び

管理に関する条例第１５条の規定により、新たに委員を委嘱することについて、木更津市教

育委員会組織及び運営規則第５条第１２号の規定により、議決を得ようとするものでござい

ます。 
 今回委嘱を予定している候補者は任期途中で退任した学校教育関係者の後任候補者で、任

期は前任者の残任期間となります平成３０年１０月３１日までとなります。なお、候補者の

所属等につきましては、５ページの参考資料のとおりでございます。 
 説明は以上でございます。 

○髙澤教育長 

 ただいま、事務局から説明がありました。 
 この件につきまして、ご質問はございますでしょうか。 

＜質問なし＞ 

 ご質問がなければ、ご意見はございますでしょうか 

＜意見なし＞ 

 ご意見がなければ、採決に移ります。議案第２３号「木更津市郷土博物館金のすず協議

会委員の委嘱について」につきまして、原案どおり賛成の方、挙手をお願いいたします。 

＜挙手全員＞ 

 賛成全員で原案どおり決定いたしました。 
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 以上で、本日予定しておりました議案の審議を終了いたします。 

 続きまして、報告事項に移ります。報告第３号、臨時代理の報告「市議会の議決を要す

る事件の議案（専決処分の承認を求めること）について」事務局から説明をお願いいたしま

す。 

○秋元教育部次長 

 報告第３号、臨時代理の報告「市議会の議決を要する事件の議案（専決処分の承認を求め

ること）について」の提案理由をご説明申し上げます。 
 議案資料６ページをご覧ください。この報告は、市議会の議決を要する事件の議案（専決

処分の承認を求めること）について、公用車運転中に相手方所有の車両と衝突し、相手方が

負傷した事故について賠償し、和解しようとするものであり、特に緊急を要する案件であっ

たことから、木更津市教育委員会組織及び運営規則第６条第１項の規定により、７ページの

とおり、平成３０年４月２７日付けで教育長の臨時代理で処理をいたしましたので、同条第

２項の規定により、ご報告するものでございます。 
 ８ページをご覧ください。今回の公用車事故につきましては、平成２９年７月５日午前９

時３５分ごろ、木更津市立木更津第一中学校の職員が公用車を運転中、木更津市中央一丁目

１５番２６号のガソリンスタンドから右折にて道路へ出る際、直進してきた相手方所有車両

の右側前方に接触し、当該車両を運転していた相手方が負傷したものでございます。この事

故にあたりましては、本市が加入している公益社団法人全国市有物件災害共済会において現

地調査等を行い、双方に過失があると認められたことから、治療費、通院費、休業損害、慰

謝料等といたしまして、計２２２万８，９８２円のうち、市の過失割合であります、９０％

の２００万６，０８４円を支払い、相手方と和解することとしております。 
 なお、本賠償額のうち、治療費等の１２１万４，１２０円につきましては既に各医療機関

に支払済みであり、今回の示談におきましては、その他の解決金として、７９万１，９６４

円を相手方に支払うものでございます。また、治療費等につきましては同災害共済会にて全

額が支払われており、示談解決金につきましても、同様であることを確認しております。 
 説明は以上でございます。 

○髙澤教育長 

 ただいま、事務局から説明がありました。 
 この件につきまして、ご質問・ご意見はございますでしょうか。 

○吉田委員 

 確認なのですが、保険には入っており、その保険会社から示談金は全額支払われると

いうことでよろしいでしょうか。 
○岩埜教育部長 

 そのとおりでございます。市として加入しております、公益社団法人全国市有物件災害

共済会からの支払となります。 
○髙澤教育長 

 ほかにご質問・ご意見がなければ、報告事項につきましては、以上といたします。 

 続きまして、その他の事項につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 
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【その他、事務局連絡・報告事項】 

・平成３０年度教育費６月補正予算要求について 

説明：秋元教育部次長、勝畑教育部参事兼施設課長、河野教育部参事兼学校教育

課長、稲木教育部参事兼文化課長、石井教育部参事兼中央公民館長 

・夏季休業中の学校閉庁について 

説明：河野教育部参事兼学校教育課長 

・統合準備会だよりの配付について 

説明：岡田教育部参事兼学校再編課長 

・平成３０年度芸術文化に親しむまちづくり振興事業 千葉県警察音楽隊＆カラーガー

ド隊「アクア･ウインズ」コンサートのご案内 

説明：稲木教育部参事兼文化課長 

 

○髙澤教育長 
 その他、委員からご意見等ございますか。 

○武井委員 

 ４月定例教育委員会会議にて、給食費の未払いのお話がありましたが、未払い額が３，

０００万円以上ということで改めてその額の大きさに驚いたところです。やはり各市町

村とも色々な対策を考えているとは思いますが、木更津市として現在どのような対策を

しているのか、また、今後の未払いをなくす、あるいは増やさないような案がございま

したらお聞かせいただきたい。 

 なお、こちらは個人的な考えですが、いっそ給食を食べる児童生徒と弁当を食べる児

童生徒に分けてしまい、月ごとでチェックをする等の対策はいかがでしょうか。教育委

員会側からすれば当然ではあると思いますが、現在、未払いの生徒であっても給食は提

供していると思います。人によってはそれを、勝手に給食を出しているのだから、とい

う方もいると伺いました。そのようなことをなくすために、給食と弁当の併用を先ほど

ご提案させていただきましたが、こちらに関しましてもよろしければ意見いただければ

と思います。 

○真戸原学校給食課長 

 まず徴収の対策についてですが、やはり傾向を見てみますと、最初から未払いの方、

例えば子どもが低学年のときから払っていない家に関しましては、子どもの学年が上が

ったとしても払われない方が多いです。そのため最初が肝心ということで、昨年度から

徴収は強化しているところですが、今年度に関しましては早い時期から、月ごとに支払

の催促を行う予定でございます。 

 また他市の状況でございますが、近隣３市につきましては児童手当を活用して支払っ

ていただいているという話がございました。木更津市につきましても、昨年、公金振替

や手当の一部で支払をしていただいています。今年度も引き続き活用していきたいと考

えております。 

 なお、先ほどのお話にありました、市が勝手に提供している、という主張の件でござ
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いますが、今まで明確に契約等を結んでいたわけではないため、平成３１年度からは支

払が口座振替になることと同時に、給食提供の申込書を取らせていただき、保護者との

債権債務をはっきりさせることを考えております。 

 ご意見にございました、弁当と給食の混合でございますが、弁当を作るのが大変だ、

という意見や、実際弁当を選択した児童生徒が何も持たずに来た場合の対応等を新たに

考える必要があり、現時点ですぐ実現するのは難しいかと思われます。また、給食費自

体に補助を出している自治体等もございますので、そのような点も含め、検討させてい

ただきたいと考えております。 

○吉田委員 

 給食の制度が始まったときは食糧難の時代であり、まずは生き延びることを一番に考

えたということが背景にあると考えております。しかし、現代において、かつての背景

はかなり薄れており、単純に栄養価がどうという面だけでなく、プラスの価値を持たせ

る必要があるのではないかとも思います。 

○長谷部委員 

 しかし一方で、給食でいのちをつないでいる子どももいるわけです。また、給食費が

払えない子どもの家が、はたして弁当を作る余裕があるかといった点もございます。 

○真戸原学校給食課長 

 参考までに、未払いの家庭の状況についてですが、先ほど委員がおっしゃったような

家庭がある一方で、伺った限りでは原因が経済的なものではないのでは、と思うような

家庭もございます。経済的な理由に加えまして、いわゆるモラルの低下も感じておりま

す。 

○髙澤教育長 

 いずれにいたしましても、少しでも額を少なくできるよう引き続き検討させていただ

きたいと考えております。 

 ほかになければ、その他を終了いたします。 

 それでは、事務局から次回の教育委員会会議につきまして、連絡をお願いいたします。 

○事務局 

 次回、６月の定例教育委員会会議につきましては、６月２２日（金）午後１時から市

役所朝日庁舎多目的室Ｂで開催いたしますのでよろしくお願いいたします。 

○髙澤教育長 

 以上をもちまして、平成３０年５月定例教育委員会会議を終了いたします。 

 

 

 

 

 

 

            会議録署名人  教  育  長 
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                    委     員 


