
 - 1 - 

平成３１年４月 木更津市定例教育委員会会議 会議録 
 
１．日   時   平成３１年４月１７日（水） 午後１時００分～午後２時０５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 吉田 一雄 
           委 員 渡部 佳子 
           委 員 豊田 雅之 

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 
           教育部参事兼学校教育課長 今井 克彦 
           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       重城 秋子 
           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   栗原 一郎 
           郷土博物館金のすず副館長 稲葉 昭智 
           資産管理課長       佐藤 慎悟 
           （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３件） 
５．議    案 

議案第２３号 市議会の議決を要する事件の議案（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の一部を改正する条例の制定）について 

議案第２４号 木更津市社会教育委員の委嘱について 

議案第２５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２６号 平成３１年度教科用図書君津採択地区協議会規約の承認について 

議案第２７号 平成３１年度教科用図書君津採択地区協議会委員の選出について 

６．報 告 事 項  なし 

７．議 事 大 要 
【会議の開催にあたり】 

   ・平成３１年４月１日付け人事異動に伴い、出席委員及び職員自己紹介。 
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○髙澤教育長 

 定刻となりましたので、平成３１年４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、武井委員にお願いいたします。 

 また、前回３月定例の会議録につきましては、豊田委員と私が確認し、それぞれ署名

をいたしました。 

 それでは、議案の審議に入ります。はじめに、議案第２３号「市議会の議決を要する

事件の議案（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の一部を改正する

条例の制定）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「市議会の議決を要する事件の議案（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の一部を改正する条例の制定）について」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、不正競争防止法等の一部を改正する法律が

可決したことに伴い関係条文を整備しようとすることについて、議案資料３ページから４ペ

ージのとおり、６月市議会定例会に提案する議案を市長に申し出ることについて、木更津市

教育委員会組織及び運営規則第５条第１０号の規定により議決を求めるものでございます。 
 それでは、改正内容についてご説明いたします。議案資料４ページの新旧対照表をご覧く

ださい。主な改正箇所につきましては、不正競争防止法等の一部を改正する法律が可決され

日本工業規格が日本産業規格に改められたことに伴い、別表第２の表中、日本工業規格を日

本産業規格に改めるものでございます。なおこの条例は公布の日から施行いたします。 
 説明は以上でございます。 

○髙澤教育長 

 ただいま、事務局から提案理由等の説明がありました。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「市議会の議決を要する事件の議案

（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の一部を改正する条例の制定）

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２４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２４号「木更津市社会教育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５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社会教育委員につ

いて、社会教育法第１５条第２項並びに木更津市社会教育委員に関する条例第３条及び第４

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



 - 3 - 

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前回、３月定例教育委員会会議にて選考中でありました

学校教育の関係者及び社会教育の関係者の候補者で、任期は令和元年５月１日から令和３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、６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、事務局から提案理由等の説明がありました。この件につきまして、ご質問

はございますでしょうか。 

 なければ私のほうから１点、この３名の方についてはそれぞれ選出元の総会を待って

の選考だったということでよろしいでしょうか。 

○野口生涯学習課長 

 そのとおりでございます。そのため、この方々につきましては任期が令和元年５月１

日からとなっております。 

○髙澤教育長 

 ほかにご質問がなければ、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２４号「木更津市社会教育委員の委嘱につ

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２５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２５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７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前回、３月定例教育委員会会議にて選考中でありました

学校教育の関係者の候補者で、任期は令和元年５月１日から令和３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、８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、事務局から提案理由等の説明がありました。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。 
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○吉田委員 

 公民館の利用者につきましては比較的年齢層の高い方が多いことは理解しております

が、しかしながらもっと広く、例えば子育てをメインでしている年齢層の方等について

も意見をいただければ良いのではないかとも考えております。一方で委員構成等に縛り

があることを考慮するとなかなか新しい方を入れにくいように思えますが、そういった

点についてどうお考えでしょうか。 

○野口生涯学習課長 

 私どもといたしましては、まず依頼をする際にできるだけ若い方をとお願いしており

ますが、やはり推薦いただく方については資料のような方々になってしまっており、課

題の一つだと考えております。市の指針といたしまして、高齢化の抑制ということで概

ね７５歳を上限とするという基準はございますが、こちらは厳密な制限というほどの強

い基準ではありませんので、なかなか難しい部分もございます。 

○吉田委員 

 私といたしましても、こういった審議委員の中に必ず若い方を入れてほしいというわ

けではございませんが、やはり他に若い世代の意見を反映できる場があれば良いと考え

ております。そういった点も踏まえまして活動いただけるとありがたいと感じます。 

○石井教育部参事兼中央公民館長 

 委員につきましては地区の役員等、その地区や各種団体に根付いた方を選出いただい

ておりますので、その中で色々な声を引き上げた上で発言いただいていると考えており

ます。今後とも折にふれてそういったお話をさせていただきます。 

○髙澤教育長 

 ほかにご意見がなければ、採決に移ります。議案第２５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２６号「平成３１年度教科用図書君津採択地区協議会規約の承認

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。 

 
議案第２６号「平成３１年度教科用図書君津採択地区協議会規約の承認について」 
議案第２７号「平成３１年度教科用図書君津採択地区協議会委員の選出について」 
を説明。 
 

 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、報告事項でございますが、今月の報告案件はございません。 
 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。 

 

【その他、事務局連絡・報告事項】 

・令和元年度教育費５月補正予算要求について 

説明：秋元教育部次長兼教育総務課長、佐藤資産管理課長 
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・債権の放棄について（学校給食費債権） 

説明：重城学校給食課長 

・第１２８回「書物・出版と社会変容」研究会（千葉県木更津大会）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。 

○豊田委員 

 昨年度末に閉校式を行いました富岡小学校、中郷中学校ですが、統合後のその後の様

子等お聞かせ願えますでしょうか。あわせて小中一貫校として新たにスタートした富来

田学園についても伺いたいのですが。 

○今井教育部参事兼学校教育課長 

 まず４月８日ですが、清川中学校、富来田小学校ともに新しい仲間を迎えまして出発

式を行いました。あわせて富岡小学校の子どもたちについてはスクールバスを運行しま

して、私自身も一緒に乗車したのですが、富来田小学校について楽しいという感想を聞

けたところでございます。さらに４月１６日、富来田学園について教育長にもご出席い

ただき、出発式を行いました。こちらについても小中学校それぞれ校歌を歌った後、富

来田学園の横断幕を広げまして皆で力を合わせて頑張ろうとスタートさせていただきま

した。 

○吉田委員 

 最近、学校の改築・増築を金田小学校と太田中学校で行っていると思いますが、そち

らの様子と、市内全教室に取り入れると言われておりますクーラーの進捗状況をお伺い

できればと思います。 

○佐藤資産管理課長 

 まず金田小学校、太田中学校の増築工事についてでございますが、今年度は設計がメ

インとなります。設計後に各契約を改めて行いますが、それぞれ議会承認が必要となり

ますので、本格的な工事につきましては来年度以降になるものと考えております。 

 続きまして小中学校の空調整備事業でございますが、３月にプロポーザル形式での契

約をいたしました。現在、各学校に伺いまして調整をしながら設計を進めているところ

でございます。工期としては１２月までになっており、なかなか学校数も多い中、全て

の学校について夏休み前の施工は難しいところでございますが、設計が終わった学校か

ら順次工事に取り掛かる等、なるべく早く進められるように段取りをしているところで

ございます。 

○吉田委員 

 ４月１日から外国人労働者の受け入れのニュース等がございますが、彼らの子どもの

教育が課題となってくると思われます。市としての対応等をお聞きしたいです。中でも

日本語の教育等についてお伺いできればと思います。 

 次に、先日テレビで見たものですが、小学校でデジタル教科書を採択した学校がある

というニュースを見ました。無償の教科書ではなく、有償になるということも含めまし
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てまだ全国でも３０例ほどしかないとのニュースだったかと思います。非常に学習効果

が期待できる、一方で先生方については若干大変な部分もあるといった話もございまし

たが、いずれそういった社会になるのではということも含めまして検討いただいたほう

が良いのかと感じまして、お話させていただきました。 

 最後に、こちらもテレビで見たものですが、都内の麹町中学校で宿題なし、定期試験

なし、担任なしという制度を導入したというニュースを知りました。もちろん単年ごと

に小テストを行い、足りない部分については再テスト等で再度勉強するという扱いにな

っているということらしいですが、この方式で随分点数も伸びているということも聞き

ました。そういった取り組みを全市一斉に導入といったことは難しいと思いますが、こ

ういったアイデアがあるということについて、情報共有も兼ねましてお話させていただ

きました。 

○今井教育部参事兼学校教育課長 

 まず１点目、外国人労働者受け入れに伴う子どもたちの件でございますが、本市にお

きましてもここ数年、何名か外国人の児童・生徒を受け入れております。木更津第二中

学校のほうに言語教室も開いておりますのでそちらで対応いただいております。今後、

人数が多くなった場合につきましてはまた改めて検討をしていかなければならないと考

えております。 

 次に２点目のデジタル教科書でございますが、結論から申し上げますと現時点で本市

においては対応等を考えておりません。各地域の動向を伺いつつといった回答になって

しまいますが、千葉県等の動きも踏まえた上で考えてまいりたいと思います。 

○髙澤教育長 

 ３点目にお話のありました麹町中学校につきましては最近、ニュースにもよく取り上

げられていると感じております。教育課程については文部科学省に指導要領がございま

すが、校長において編成ができますのでこういった面白い取り組みが出来るということ

だと思われます。ただ宿題なし、定期試験なし、担任なし等については学校においてで

きる取り組みもございますが、他の学校との兼ね合いが必要なものもあると感じます。 

 例えば教員の配属については校長、教頭以外については学級数に応じた配属となって

おりますし、定期試験なしについても、入試制度として児童生徒の成績基準に定期試験

が利用されているものもございます。また子どもの勉強についても、通塾をしていれば

問題ない部分もあるかと思いますが、そういった子どもばかりでない場合、やはり一抹

の不安もございます。それぞれ良し悪しがあると感じます。 

○渡部委員 

 今年４月になりまして、自宅の近所で自転車通学の生徒をかなり見かけるようになり

ました。特に危険な乗り方をしていて危ない等、そういったことはないのですが、自転

車に乗る生徒が増えたということで改めて交通安全等の指導もお願いできればと思いま

す。 

○髙澤教育長 

 今年の４月から一部の中学校について、通学区域が変更されておりますので自転車通

学の生徒を見かけるようになったというのはその変更が関係していると思われます。 
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 見ていただきまして、仮に危ない生徒等がおりましたら命にも関わることですので、

遠慮なくお声がけいただき、また学校にもお伝えいただければ幸いです。 

○髙澤教育長 

 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、５月の定例教育委員会会議につきましては、５月１０日（金）午後１時から市

役所朝日庁舎会議室Ｅ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３１年４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 
 
                    委     員 


