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平成３０年度第１回袖ケ浦市総合教育会議 議事録 

 

 

 

１ 開催日時  平成３０年７月２５日(水)      午後４時００分開会 

                          午後５時１５分閉会 

 

２ 開催場所  市役所２階第一会議室 

 

３ 出席構成員 

市長 出口 清 教育長 御園 朋夫 

教育長職務代理者 山口 修 教育委員 多田 正行 

教育委員 福島 友子 教育委員 中村 伸子 

  （欠席構成員）  なし 

 

４ 出席職員 

教育部長 石井 俊一 企画財政部長 欠席 

企画財政部次長 

（兼企画課長） 
小島 悟 

教育部次長 

（兼教育総務課長） 
末吉 幸夫 

教育部参事 

（兼学校教育課長） 
庄司 三喜夫 

総合教育センター 

所長 
北原 政志 

学校教育副参事 鈴木 大介 教育総務課副課長 葛田 陽子 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

 

６ 次第 

   １ 開会 

   ２ 市長あいさつ 

   ３ 議題 

    （１）袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校の在り方検討について 

    （２）市内幼・小中学校の現状について 

    （３）その他 

   ４ 閉会 

 

７ 議 事 
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１ 開会 

（教育部長） 

   ただ今から平成３０年度第１回袖ケ浦市総合教育会議を開会いたします。 

   会議の事務局につきましては、地方自治法第１８０条の２の規定により、教育委員会が

補助執行することとしていますので、進行は私、石井が務めさせていただきます。よろし

くお願いいたします。また、総合教育会議は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

１条の４第６項の規定により、原則公開となっていますが、本日、傍聴人はおりません。 

それでは、さっそく次第に沿いまして会議を進めさせていただきます。はじめに、出口

市長よりごあいさつをお願いいたします。 

 

 

２ 市長あいさつ 

（市長） 

皆さんこんにちは。 

大変暑い中、またお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。平成

３０年度第１回袖ケ浦市総合教育会議の開催にあたり、ご挨拶申し上げます。 

日頃、教育委員の皆様におかれましては、本市の教育の充実発展にご尽力をいただいて

おりますことに、厚く感謝申し上げたいと思います。 

最近起きた事柄から、教育関係に課題を投げかけたことがいくつかあります。本日もそ

の関連について話し合い、共通認識を図りたいと思います。 

まず１つ目に、６月１８日に大阪府北部で起きた地震です。ご承知のとおり、地震の発

生が少ない地域で起きたこともあり、いくつか被害が出ております。特に、大阪府高槻市

の小学校で、プールのブロック塀が倒壊したことにより、残念ながら女子児童が死亡する

という事故が起こりました。この事故を踏まえて文部科学省より、「学校におけるブロッ

ク塀等の安全点検等について」通知がありました。 

本市の教育委員会では、この事象をとらえ、通知よりも先に自主的に現状の調査・点検

の実施を行いました。本日は、そのことについての報告があるようですが、各学校への指

導など迅速に対応されましたことを感謝申し上げます。 

２つ目に、まだまだ尾を引いています西日本の豪雨に対する被害です。大変な状況にな

り犠牲者が多く出ております。これにより避難所が開設され、多くの人が小中学校の体育

館などに避難している状況です。本市は幸いにも大きな災害はございませんが、教育委員

会として、またそれに携わる皆さんに、避難のあり方や防災・減災のあり方について、認

識しながら体制や様々な備えをしていく必要があると考えているところです。 

もう一つ、袖ケ浦市の状況を申し上げます。本市はこの１０年間で人口が約２，３００

人増加し、昨年１年間で５００人以上増えました。今年は、すでに６ヵ月間で昨年１年間

の増加数を上回り５００人以上増えています。日本全体では人口が減少していますが、本

市の場合は、かねてから実施してまいりました様々なまちづくり、公共施設の充実、子育

て支援策を中心とした子育て環境の整備、そして歴史ある教育施設・施策の充実が評価さ

れたものと思っております。同時に、高速道路やアクアラインの開通に備え、高速バス等

の利便性を向上させるなど施策を行ってきたことが評価されたものと思っております。人
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口増加の内容を見ますと、昨年１年間に２，０００人が袖ケ浦市から市外へ転出し、他方

で、対岸からの移住者など２，５００人が袖ケ浦市に転入していますので、５００人程度、

人口が増加しております。袖ケ浦市への転入者による年齢層別では、２０代、３０代、そ

して０歳から９歳の順となっていて、子育て世代の転入が多くなっております。また、本

市への転入が一番多いのが市原市、次いで木更津市、君津市となり、近隣市に居住してい

た人が本市の施策や状況を見て転入してきていることが伺えます。このような人口が増え

ている状況から、来年度、奈良輪小学校が４クラス、蔵波小学校が２クラスの増設をする

ことになっています。このような人口増加への備えを行いながらも、他方では、本日の議

題にありますように人口の減少地域があり、様々な課題を抱えているところです。 

このような状況から課題を踏まえて、市長部局と教育委員会が共通認識を持つことが大

事だと思っております。教育委員の皆様と一緒に話し合い、課題についてどのようにして

いくべきか意見交換をしたいと思っております。 

長くなり恐縮ですが、忌憚のない意見交換をしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

（教育部長） 

   ありがとうございました。 

 

 

３ 議題 

  （１）袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校の在り方検討について 

 

（教育部長） 

議題１ 袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校の在り方検討について、事務局より説明を

お願いいたします。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

それでは、お手元の資料を基に説明させていただきたいと思います。 

説明の前に、昨年度の総合教育会議においても幽谷分校のあり方について議題とし、小

規模特認校制度の検証についても報告させていいただいております。今回の資料も一部同

じような資料もありますが、改めて概略を説明し、今後の方向・対応について最後に説明

させていただきたいと思います。 

それでは、１ページの「（１）平岡小学校幽谷分校の現状等について」をご覧ください。

幽谷分校の歴史については、ご覧いただければおわかりになると思います。次の「◆児童

数の推移」の中で、幽谷分校の所属学区は川原井区・林区としていて、１年生から４年生

が対象となっております。 

まず、川原井区・林区の人口についてですが、平成２０年から平成３０年までの人口推

移を表で示しています。表にあるとおり、川原井区・林区の両区で毎年２０名程度、この

１０年間では２２７名の人口が減少しており、当然、児童も減少しています。 

児童数の推移を見ますと、平成１０年頃までは全校で５０名程度の児童がおりましたが、
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平成２０年度には２６名となってからは減少し、平成２２年度以降は１０数名程度まで児

童数が減少しています。このことから、平成２６年度から学区以外からも児童の受け入れ

を行う小規模特認校制度を導入しました。しかし、この表からわかるように、小規模特認

校制度を導入したにも関わらず、児童数の減少には歯止めがきかない状況です。また、幽

谷分校に通学すべき児童数と、実際に分校に通学する児童の割合は、半数近くの児童が、

幽谷分校学区にも関わらず幽谷分校以外に通学している状況が伺えます。ちなみに、平成

３０年度は幽谷分校学区に１２名の児童がおりますが、幽谷分校に通学している児童は７

名、残り５名は幽谷分校以外の学校等に通学している状況です。 

続きまして、３ページの「◆幽谷分校の現状」にあるように、幽谷分校では平成２６年

度から複式学級となり、それ以降、複式学級が継続している状況です。平成２６年度は３・

４年生、平成２７年度は２・３年生、平成２８年度は３・４年生が複式学級となっていま

す。なお、平成２９年度については、本来の児童数では２学級になるところ、分校の増置

教員の活用により複式を解除して３学級とし、平成３０年度においては、３・４年生が複

式学級となっている状況です。なお、複式学級の定義は、２つの連続する学年の児童数が

１６名以下となる場合は、連続する２つの学年で１つの学級とするものです。 

次の「◆交通安全対策」では、議会の文教福祉常任委員会でも説明をしてきたところで

すが、幽谷分校のグラウンドは市道を挟んで向かい側にあり、地元から幽谷分校の隣接地

を隣接する会社が整備して交換するという要望・請願が提出されました。これにつきまし

て、教育委員会としては交換しない方針としたことから、株式会社トッパンパッケージン

グサービスでも交換を断念しているところであります。文教福祉常任委員会においても

「幽谷分校の在り方検討委員会の中で取り上げていきます。」という回答をしていますの

で、この資料にも記載してあります。 

続きまして、５ページからの「（２）小規模特認校制度の効果検証について」は、前回

報告しました総合教育会議の内容とほぼ同じ内容ですので、説明を割愛させていただきま

す。 

次に、８ページ「（３）平岡小学校幽谷分校の今後のあり方について」です。これまで

に、川原井区役員説明会を昨年の１１月２５日、幽谷分校ＰＴＡ懇談会を１２月２１日、

林区役員説明会を今年の１月９日に行うなど、関係自治会あるいはＰＴＡ等に幽谷分校の

あり方について説明をしてきたところです。 

そして、本年３月１日に、「袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校の在り方検討委員会設置要

綱」を制定しました。６月に検討委員会の委員を委嘱し、６月２６日に第１回袖ケ浦市立

平岡小学校幽谷分校の在り方検討委員会を実施しました。この検討委員会の中で、今後の

在り方について、様々な意見をいただきながら進めていきたいという話がありました。当

然、学区内の川原井区・林区の住民に対しても丁寧に説明をする必要がありますので、地

元説明を行い、通学児童の保護者に対する説明も併せて行う予定です。 

幽谷分校の今後の在り方については、極論から言えば、存続していくのか統合していく

のかのどちらかだと思います。存続する場合は、小規模特認制度の取り扱いや複式学級の

継続について等の問題も出てきます。また、統合する場合も、統合の時期や既存施設の在

り方等について課題が生じてきます。例えば、現在、文部科学省の目安として４km 以上

の通学距離になるとマイクロバス等の運用という基準も出ておりますので、そういった検
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討も必要になってくることも今後の課題であります。 

次に、１０ページの「（４）今後のスケジュール等について」です。今後のスケジュー

ルについては、先ほども申し上げましたとおり、今年の６月２６日に第１回袖ケ浦市立平

岡小学校幽谷分校の在り方検討委員会を実施し、この表を提示したところです。今後、地

区住民やＰＴＡに対して説明をしていく予定ですが、第１回検討委員会で説明し意見を頂

戴したところ、学校の状況が今一つ伝わっていない部分もあるようでした。そのため、教

育長も考えておりますが、検討委員に幽谷分校の複式学級の授業を見学していただいたう

えで意見を頂戴するのも一つの方法だと考えています。よって、説明会の開催を７月中旬

から８月中旬としていますが、日程を若干変更する可能性もあります。 

以上、概略・状況について説明させていただきましたが、幽谷分校のあり方については、

地元の意見を聞きながら、子どもたちにとって何が一番良いのかというのを最優先に考え、

今後検討を進めていきたいと思っております。 

 

（教育部長） 

   ただいま事務局から説明がありましたが、お気づきの点やご質問、ご意見等ありました

らお願いいたします。 

   議題１につきましては、昨年の第１回総合教育会議、また教育委員会議の中でも何度か

お話ししていますので、内容についてはご理解いただいているものと思います。最後の今

後のスケジュール等に関して何かありましたらご意見をいただきたいと思います。 

 

（市長） 

スケジュールを見ると、幽谷分校の在り方検討委員会で、平成３０年１２月下旬に幽谷

分校のあり方について決定するとなっています。例えば、統合することになった場合、入

学手続きや申し込みなどはすでに行っていると思いますが、平成３１年度から小規模特認

校制度を利用して幽谷分校に行きたいという人がいた場合、スケジュールや考え方につい

てはどのように考えていますか。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

基本的には、１年生で小規模特認校制度を認めた児童は４年生までは認めていくのが教

育的配慮だと考えます。統合を決定した時点で、１年生で入学して４年生で幽谷分校を卒

業するゴールを決めた場合は、それ以降はありませんということを確認しながら受け入れ

るスタンスが妥当だと考えます。 

 

（市長） 

統合すると決めても、平成３１年４月からは新しい１年生を受け入れるのか、それとも

１年生を受け入れないとするのですか。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

このことについては協議していませんので、あくまで私見ですが、統合が決まった時点

で、その時の１年生が４年生になるまでは保証してあげることが望ましいと考えます。統
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合した後は、次年度以降の幽谷分校の入学者は認めないことになりますので、それでよろ

しければ幽谷分校への入学を認めますというのがよろしいかと考えます。 

 

（山口教育長職務代理者） 

市長の質問は、１０月か１１月に新入生の就学時前健診を行った際に、その子が平岡小

学校か幽谷分校か行く学校が決まっていない状況の中で、１２月に統合が決定したら、小

規模特認校制度の利用者に限らず、学区内の児童は平成３１年４月からの扱いはどうする

のかということです。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

基本的には、幽谷分校が存続している状況ですので、閉校するまでは粛々と進めていく

必要があります。 

 

（市長） 

このスケジュールからすると、統合するという結論になっても、平成３１年４月にすぐ

に統合にはならないということですか。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

平成３１年４月に、すぐに統合するということはありません。 

 

（市長） 

皆さんから早く統合した方が良いという結論が出た場合は、どうするのですか。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

１２月頃に統合した方が良いという方向性が出ても、いつから実質的に統合するのかと

いう話になります。１２月から結論を出すまで時間がありますが、来年４月から統合とい

うことになりますと、先ほど提示したようなマイクロバスを出すのか出さないのかなどの

通学の問題なども含めて解決しなければならない課題が出てきますので、統合が決まった

ために来年４月からすぐに統合するというのは難しいです。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

他市の統合スケジュールを見ても、統合するまでに最短で２年もしくは３年かかってい

ます。統合準備委員会を組織して、すぐに統合するというのは、市民感情として地域の人

に受け入れてもらえないのではないかと思います。時間をかけていく必要がありますし、

他市の例を見てもそのような流れとなっています。 

 

（山口教育長職務代理者） 

基本的には条例で定めることになるのですか。 
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（教育部次長 兼教育総務課長） 

設置条例の一部を改正します。 

 

（山口教育長職務代理者） 

３月議会に提出して４月に統合では無理ですから最短でも１２月議会だと思いますが、

それで間に合うのですか。間に合わないのなら１年先伸ばしにするのですか。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

幽谷分校の児童が来年４月から平岡小学校に通うのが間に合うのかというと、様々な課

題がありますので、仮に１０月に統合が決まり１２月に条例改正したとしても、来年４月

からすぐに本校に通うことは無理だと思います。 

学校教育課参事の意見でもありましたとおり、他市の統合している例をとってもそうで

すが、条例関係、千葉県や文部科学省の関係や、その後の跡地の利用はどうするのかとい

うところもあります。マイクロバスの運行も含めて、来年４月１日からの移行というのは

現実的に無理だと考えます。 

 

（教育長） 

今の３・４年生のうち小規模特認校制度の利用により通っている児童については、４年

生まで幽谷分校へ通うことを期待して入学していますから、閉校するというのは勝手には

できません。４年生までは保証してあげたいという考えが前提にあります。何のために幽

谷分校に通ったのかということになりますので、やはり、小規模特認校制度利用の子ども

たちの希望は大事にしてあげたいと考えています。 

ただし、現在の小規模特認校制度により入学した１年生は閉校になる可能性があること

を保護者には口頭で説明しています。来年度入学する児童がいれば、幽谷分校の在り方の

検討をしていることを説明して理解いただいていきます。また、在り方検討について説明

していない現在の３年生以上は、保証してあげなければなりません。よって、早急に来年

度に幽谷分校を閉校するということは考えていません。 

 

（教育部長） 

早くても２年ないし３年は必要だということです。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

一般的には２年ないし３年ですが、先ほど申し上げたとおり、現在、幽谷分校に通学し

ている児童が４年生で幽谷分校を出るまで見送るというのが個人的な考えです。 

 

（山口教育長職務代理者） 

こういうケースがあるかわかりませんが、地元の子は平岡小学校に行ってしまい、小規

模特認校制度利用の児童だけが残った場合でも、幽谷分校が存続するということですね。 
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（教育長） 

保護者と本人が希望すれば、無下には断れないであろうと思います。今の１年生は入学

する時に、統合の可能性があることを口頭で確認していますので、その点については理解

しているのではないかと思います。しかし、小規模特認校制度を残してほしいということ

になれば、やらざるを得ないかと思います。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

幽谷分校に通っている児童の保護者で、自分も通っていたし、子どもも通っていて幽谷

分校が好きだから絶対になくしてほしくないという方がいました。そうした保護者が、統

合が決まったからすぐに本校に行くということは、現実的には考えにくいと思います。 

 

（山口教育長職務代理者） 

論理的に考えて、可能性の問題があるということです。地元の子は平岡小学校に通うこ

とになって小規模特認校制度利用の児童だけが残った場合でも、その児童が４年生になる

まで幽谷分校を残し、廃校はしないのかということです。 

 

（教育長） 

そういう方向になれば、在籍している児童は保証しますが、次からは小規模特認校制度

では取らないこととなり、小規模特認校制度をそこで打ち切りということになります。 

 

（福島委員） 

小規模特認校制度による児童の募集を行わないのは、平成３０年の１２月以降ですよね。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

スケジュールでは１２月下旬に方向を決定すると記載していますが、スケジュールが変

更になっても、統合するという結論で話がまとまった場合は、それ以降の小規模特認校制

度による新規募集は行わないという考えです。 

 

（福島委員） 

統合が決まった後に募集しないということになるので、統合決定前の希望者は受け入れ

るということですね。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

方向性が決まっていないうちに募集を行わないとすることはできませんから、今年度は

募集する方向で進めています。 

 

（福島委員） 

１２月以降に統合という決定があった場合、統合の話を了解したうえで入学してもらう

ということですか。 

 



  

9 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

就学の相談時に、現在、在り方検討委員会を開催していて、状況によっては変わること

があるということを説明し、ご理解のうえで申し込んでいただくということで今年度は進

めていきます。 

 

（教育部長） 

来年度は小規模特認校制度による募集をしますので、執行部の考えとしては、４年間は

幽谷分校の廃校が決まっても存続させ、次年度も３年間でも良いから小規模特認校制度を

利用したいという希望者があれば受け入れていくという考えもあります。 

ただし、山口委員から意見がありましたように、廃校が決まったために川原井・林区の

児童全員が平岡小学校に行って、小規模特認校制度を利用した児童しか残らなかった場合、

小規模特認校制度のための学校が存在して良いのかという問題も出てきますので、今後の

検討課題としたいと思います。 

 

（福島委員） 

要望になりますが、幽谷分校の在り方検討委員会で、幽谷分校に通う児童が違う学区か

ら通う児童だけになって数人しかいないという年もあるかと思います。このような課題も

出てきましたので、検討委員会で協議していただきたいと思います。 

 

（教育部長） 

次回の幽谷分校の在り方検討委員会において、今のご意見を念頭に、このような課題も

あるということを説明していきたいと思います。 

  

（福島委員） 

統合に決まった場合でも、平成３４年度までは幽谷分校は存続するというイメージでし

ょうか。 

 

（教育部長） 

今の答弁からするとそのようなことになります。一般的には統合までに３年から４年を

要するとしていますが、富津市や君津市では２年という非常に短期間で廃校をし、苦情が

多かったということも聞いています。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

君津市では平成２９年度に方針を示して最短で２年、他市では３年で統廃合している状

況です。 

 

（市長） 

４年は存続していきたいという考えだと思いますが、既存の３・４年生の中で統合する

なら早めに平岡小学校に通いたいという児童がいることも考えられます。そうなると小規

模特認校制度の利用者のみが残る可能性もありますので、児童と保護者に意向を確認する
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時期も必要だと思います。４年間ずっと待つ必要があるのかという問題も出てきます。 

 

（教育長） 

そうした課題についても、再度、話し合いをしながら検討していきます。 

 

（市長） 

幽谷分校の現状を見ていただいた方が良いという教育長の意見は、そのとおりであり、

幽谷分校の在り方検討委員、保護者、場合によっては地元住民に、自分が通った学校だか

ら存続すべきだという感情論だけでなく、つぶさに現状を見てもらう必要があると思いま

す。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

授業参観という形が良いかはわかりませんが、一般の方にも現状を見てもらい、その場

で話し合うというのも一つの手段だと考えます。 

 

（市長） 

マイナス面を宣伝するわけではないですが、課題もあることを伝えて、子どもの立場に

立ち返った場合どう思うかということを検討してもらいたい。 

 

（教育部長） 

他にご意見がないようですので、以上で議題１の幽谷分校の在り方検討については、終

了いたします。 

 

 

（２）市内幼・小中学校の現状について 

 

（教育部長） 

議題２の市内幼・小中学校の現状について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

市内幼・小中学校の現状について、説明させていただきます。 

大阪の小学校においてプールのブロック塀が倒壊し、通学中の児童が亡くなったという

事故を受け、文部科学省から都道府県を通じて、各市町村に学校のブロック塀の状況とし

て外観と構造上について調査依頼がありました。文部科学省より、１．２ｍ以上のブロッ

ク塀を調査するよう通知がありましたが、追加で１．２ｍ以下のブロック塀についても調

査対象となりました。よって、２段のブロック塀も調査対象となりましたので、その調査

結果について表に記載しています。 

本市では、中川幼稚園、昭和小学校、平岡小学校、平川中学校の４校において文部科学

省の定める調査対象となりました。 

はじめに、中川幼稚園ですが、旧吉田屋から中川小学校に向かうと右側にあり、その通
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り沿いに、２０㎝ブロック２段積みの上に１２０㎝フェンスを長さ６０ｍで設置してある

ところが１カ所ありますが、倒れるというものではありません。 

次に、昭和小学校ですが、旧道を小櫃川に向かっていく隣地との境にブロック塀が２種

類あります。ブロック塀①は２０㎝ブロック５段積みで高さ１ｍありますが、縦横に鉄筋

が入り基礎も８０㎝程度の厚いものです。ブロック塀②は２０㎝ブロック２段積みのうえ

に６０㎝フェンスを設置しています。２カ所とも１．２ｍ以上の高さはなく、構造的にも

問題のないものです。 

次の、平岡小学校ですが、屋内運動場脇に信号があり、信号から永吉・ドイツ村方面に

曲がったところの学校の角地から８．３ｍにかけてブロック３段積み、４段積みになって

います。写真ではブロックの裏側は見えませんが、ブロック塀が土止めの意味合いを兼ね

ており、縦横に鉄筋が入っている構造壁のため、倒壊の恐れはないだろうと思われます。 

最後に、平川中学校ですが、学校の正門の両脇に御影石を２段積んだものがあり、これ

もブロック塀の類ということで調査対象となりました。 

以上が市内の４カ所において、文部科学省では１段でも２段でも調査対象となりました

ので報告させていただきました。 

なお、調査ではブロック塀が１．２ｍ以下で、特に問題のあるブロック塀などはありま

せんでしたが、昔に設置した御影石等の門柱は、危険ではないかと疑問がありますので、

これについては今後検討していきたいと思います。 

 

（教育部長） 

ただ今の説明は、文部科学省の基準に基づき調査した結果になります。大阪の倒壊した

ブロック塀とはブロックという括りでは同じですが、構造は違うということになります。 

 

（教育長） 

門柱で課題となる学校を教えてください。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

現況で把握しているのは、平岡小学校の千葉鴨川線沿いに２か所、幽谷分校に１か所の

合計３か所です。 

 

（教育部長） 

事務局の説明に対して、お気づきの点があればご意見をお願いします。 

 

（山口教育長職務代理者） 

あえて言えば、平岡小学校は歩道沿いなので、１．２ｍ以下だから大丈夫ではなく、も

う少し検討した方が良いのではないかと思います。 

 

（教育部長） 

このブロック塀には鉄筋が入っていますよね。 
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（教育部次長 兼教育総務課長） 

鉄筋が入った構造壁ですので倒れない構造になっています。 

 

（教育部長） 

ご意見がありましたので、確認をお願いします。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

今一度、確認いたします。 

 

（教育部長） 

他にご意見があればお願いします。 

 

（市長） 

ブロック塀以外に門柱や古い記念碑など、地震等で倒壊する恐れがあるものがあるので

すか。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

調査をした時にブロック塀以外のものも確認しました。記念碑や寄贈品などに手を加え

るのもなかなか難しく、そのあたりも今後検討します。 

 

（山口教育長職務代理者） 

大阪のブロック塀が倒壊した事故では、子どもたちが壁に絵を描いていたので手を加え

ることに躊躇があってブロック塀を壊すことができず、結果として倒壊してしまいました。

それと同じように、記念碑もいろいろありますので手を加えることに躊躇すると思います

が、子どもたちがいる学校の中に危険な物があるのならば、躊躇せずに危険のありそうな

物は排除していただきたい。 

 

（教育部長） 

そのあたりを十分検討してください。 

続いて、市内小中学校の現状について、学校教育課より説明をお願いします。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

学校教育課より児童生徒の安全確保について、３点お話しさせていただきます。 

１点目に児童生徒の安全確保ということで、冒頭市長の挨拶にもあり、教育総務課長よ

りも説明がありましたが、特に通学路について説明いたします。 

これまで、通学路の安全対策については、登下校の子どもの列に車が突っ込むという事

故が多発したことにより交通安全がクローズアップされておりましたが、松戸市の小３女

児殺害事件、新潟の小学校２年生の殺害事件を受けて防犯上の問題がクローズアップされ

ました。その後、６月１８日に大阪北部地震が発生したことでブロック塀の倒壊があり、

今度は防災上の視点で論議されることが活発になり、また、富山で拳銃を持った男が小学
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校に入ってくるという防犯上の問題が出てきました。このように、登下校の子供たちの安

全確保が防災、防犯、交通安全と非常に複雑な対応が迫られておりますので、その対策に

ついて説明します。 

まず、本市での防犯上の対応は、総合教育センターのスクールサポーターが全小学校で

「いかのおすし講座」として、行かない、乗らない、大きな声を出す等の安全対策の指導

をしております。また、毎年、交通安全・防犯上で気になる場所や危ない場所等をマーク

した安全マップを全小学校分を作成し、指導の資料として提供しています。 

通学路の安全パトロールでは、痴漢等発生した場合はすぐに対応して、これらの情報は

市民生活安全メールで配信し、学校連絡メールで保護者に通知しています。 

日常生活に併せて今年は特に、通勤途中や犬の散歩、買い物等で子どもたちの安全を見

守っていただく「ながらパトロール」に力を入れております。市民と協働のまちづくりと

いう視点から、防犯協会の総会に出向き、地区住民にオレンジの帽子を被ってのパトロー

ルを依頼しました。 

また、６月２９日に通学路安全対策協議会を開催しました。木更津警察署の交通安全課

長、君津土木事務所、市土木管理課や土木建設課、市民活動支援課、総合教育センター等

の職員が集まり、各学校から抽出された通学路の安全上問題になる地点から、特に点検が

必要な場所を１０カ所リストアップし、最善の対策について各部署がその場で協議しまし

た。今年度の１０月５日に現地調査を実施する予定です。 

防災の注意喚起について、大阪北部地震前後の通知と対応について一覧を載せています

が、特に、昭和小学校や奈良輪小学校では、津波の関連もありますので実行性のある避難

訓練を行っています。例えば、昭和小学校では、津波警報を想定して２通りの避難訓練を

しています。１つ目は坂戸山への避難で、２つ目は時間に余裕がある場合に行う、福王台

中央公園への避難です。坂戸山の頂上は明かりが一切なく、子どもたちが夜を越したり、

保護者に引き渡すのに非常に困難が伴うという問題があるので、同じ状況であれば、福王

台中央公園の方が良いのではないかなどの検討を重ねています。 

奈良輪小学校は、津波警報のハザードマップ上、３階建ての校舎に逃げ込めば安全とな

っていますが、隣のゴルフ場の柵が倒れてくる危険性もあることから、福王台にある飲食

店まで逃げる訓練を実施しています。 

また、通学路のブロック塀の点検については、文部科学省から通知があったことにより

他市では各学校に点検をするよう投げかけていますが、本市ではスクールサポーターに学

校の半径５００ｍ以内の通学路を調査・確認しました。本来は、建築について指導する権

限を持つ者が行うため君津土木事務所の管轄となりますが、君津土木事務所では人数的に

調査することが難しいため、スクールサポーターが同じ尺度により全校の学区を下調べし、

主だった通学路に印をして各学校に提供しました。各学校においては、子どもたちが各自

の家に行くまでの間、特に保護者と協力して継続調査をしてもらい、再度、教育委員会に

提出するという手続きにより点検を進めています。 

児童生徒の安全確保については、このように防災・防犯についての点検を実施している

ところです。 
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（教育部長） 

この件につきまして、ご意見があればお願いします。 

 

（市長） 

通学路のブロック塀の点検実施は非常に良いことですが、その後の取扱いが非常に難し

いものです。ここは危険なので通ってはいけないとは現実的に言うことはできないし、個

人宅のブロック塀を改築してもらいたいとも言えません。何か対策を考えていますか。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

調査の結果は教師の資料として、子どもに見せるのは好ましくないため、それよりも歩

き方の指導が重要であると考えています。地震が発生したら道路の真ん中へ動き、「倒れ

てこない、落ちてこない、移動してこない」の３つの視点で、影響を受けない場所に移動

することが避難の基本になります。 

 

（中村委員） 

児童生徒の安全確保について説明を聞いて、様々な働きかけをしていただいていると感

じました。特に、本市の独自制度であるスクールサポーターの雇用や、予算の確保ができ

ず４０％近くの自治体が導入することができていない校務支援システムの導入など、予算

を確保してもらえることに感謝しております。 

 

（教育部長） 

秋に来年度の予算編成がありますので、必要なものは予算要求をしていきたいと思いま

す。 

次に、市内小学校における調査報告について、学校教育課長より説明をお願いします。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

２つ目として、市内小学校における調査報告について説明いたします。 

 

（ここから一部分、非公開とします） 
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（教育部長） 

今の説明に対してご質問等がありますか。 

引き続き、対応をお願いしたいと思います。 

次に、校務支援システムの導入・運用状況についてお願いします。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

校務支援システムの導入により、教職員の多忙化、業務改善が非常に良い方向に向かっ

ていると言えます。導入までの経緯と７つの機能については記載のとおりですが、債務負

担行為の設定により４月１日の稼働開始に間に合うことができました。 

具体的な業務の改善点は、４月当初は新しく名簿を入れ直すなど導入の手間がありまし

たが、月末に作成する出席簿は今まで教職員が全ての児童生徒に対して個別に書き込み集

計をしていたものが自動計算で簡単に作成できるようになりました。したがって、教育委

員会への提出書類の作業も簡単になり、大変ありがたいという声が多く寄せられました。

今後、児童生徒の出席状況や成績、通知表、中学校の調査書等に出力していきますが、今

まで行っていた転記作業がなくなり転記ミスも大幅に減っていくだろうと学校もこれら

の処理に期待しているところです。保健管理については、養護教諭会から保健統計データ

から保健だよりや各種掲示物を作成することで健康管理の啓発がしやすくなったとの報

告もありました。 

これ以外にも、市役所で使用しているサイボウズと同様のグループウエアが入ったことに

より、学校間の連携が非常に簡単になり、情報の共有ができると校長会を中心に感謝の声

が多くあがっています。 

運用による成果の１つ目に、煩雑な校務の負担軽減が実現され、また、職種同士や学校

同士の横の連携が密になったということがあります。２つ目の成果としては、校務に係る

内容や教育行政に係る指示連絡はすべて紙ベースで行われていましたが、このグループウ

エアを使うことによって、教職員間でのスムーズなコミュニケーションが実現でき、業務

の改善が進みました。また、教務の情報化が進むことで、秘匿性、安全性も高まり、情報

管理が強化されたという成果が挙げられ、学校からは感謝の声が多く寄せられております。 

ただし、課題もあります。一番懸念していることは、９月末から１０月にかけての通知

表作成時期になると教職員が一斉にシステムを利用することになりアクセスが集中する

ことでどのような障害が起こるのかが未知数なことです。これについては、対応していき

たいと思っています。また、業務が時間外に行われることが多いためヘルプデスクで対応

できず、教育委員会への問い合わせが多くなり、職員の負担が大変大きくなっています。

担当職員は、４月は自分の仕事ができないくらい問い合わせの電話を受けていました。こ

れについても、導入が進むにつれて改善されていくことと思っております。 

若干の問題点はありますが、校務支援システムの導入は、総括的には業務改善のために

大きな力となり、教職員が大変助かっております。今年度、教職員の多忙化の調査を行っ

たところ、本市の小中学校の教職員は特に小学校は国平均よりも多忙化は低く、中学校は

平均並みという結果になりました。 
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（教育部長） 

４月から導入した校務支援システムについて説明がございましたが、ご質問があればお

願いします。 

 

（山口教育長職務代理者） 

校務支援システムの導入により情報処理が便利になります。一方で、色々なところで情

報が拾えるようになり、今までは先生一人が自分のクラスの情報だけ持っていたものが、

管理職は全て見られるようになり、さらには隣の学校の情報までも見ることができるよう

になりますと、万が一情報が漏洩した場合、膨大な量の情報が表に出てしまうことになり、

大きな問題となります。システムの考え方やプライバシー保護など、教職員に対してセキ

ュリティー研修を受講させ、便利になる一方でリスクがあるということを認識させるよう

徹底してください。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

システムに係る運用規定を整備し、教職員に周知しました。このシステム上では、違う

学校の情報にはアクセスはできませんので、その学校内の問題になります。また、ログイ

ンについてはパスワードがありますから他人の情報にはアクセスはできません。情報セキ

ュリティーについては、全学校で年１回情報セキュリティー監査を行い、校務用パソコン

の個人情報があるかないか全て確認して、個別チェックにより市教育委員会に報告があが

ってきております。問題があった職員には直接指導をし、併せて研修を実施しております。

情報セキュリティーに関しては、今後もさらに強化していきたいと思います。 

 

（市長） 

ヘルプデスクが対応できない場合に、教育委員会の職員に聞かないと学校内では処理で

きない状態になっているので、余裕ができたら学校毎に、専門職と同一の知識までは得ら

れないまでも目配りできる教職員を育て、簡易なものならその人を中心に勉強していけば

処理できるようにする必要があると思います。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

ご指摘のとおりです。校務支援システム導入時に担当していた指導主事が現在、蔵波中

学校の教頭でおりますが、蔵波中学校からの問い合わせは１件もありません。そういう教

職員を育成するのが大切な視点であると考えますので、今後、指導者研修をしていくこと

を企画しています。 

 

（教育部長） 

教育センターでも念頭に指導してもらいたいと思います。 

 

（教育センター所長） 

情報主任に対しても、校務支援の運用について研修を行っています。 
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（教育部長） 

   他にありますか。 

ないようですので、以上で小中学校の現状について終わります。 

   

 

 （３）その他 

（教育部長） 

その他に事務局から何かありますか。 

    

（山口教育長職務代理者） 

   小中学校のトイレの整備もありますが、エアコンについても整備するよう努力していた

だきたい。 

 

（教育長） 

   積極的に取り組んでいく方向で考えています。  

    

   

４ 閉会 

（教育部長）   

   本日の議題は全て終了いたしました。 

これをもちまして、平成３０年度第１回袖ケ浦市総合教育会議を閉会といたします。 

長時間にわたり、ありがとうございました。 

 

以上 

 

 

 

※ 個人に関する情報を含む部分については、袖ケ浦市総合教育会議運営要綱第７条に 

より非公開とします。 


