
  

 

 

令和４年第８回（８月）袖ケ浦市教育委員会定例会議事録 

 

 

１ 開催日時  令和４年８月２４日（火）       午後２時４０分開会 

                           午後４時０５分閉会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市役所 旧館３階大会議室 

 

３ 出席者   

教育長 御園 朋夫 教育長職務代理者 山口 修 

委 員 多田 正行 委 員 髙野 隆晃 

委 員 中村 伸子 

 （欠席委員） なし 

 

４ 出席職員 

    

教育部長 小阪 潤一郎 
教育部次長 

（教育総務課長） 
渡邊 弘 

教育部参事 

（学校教育課長） 
前沢 幸雄 

教育部参事 

（生涯学習課長） 
高浦 正充 

スポーツ振興課長 鈴木 靖彦 
総合教育センター 

所長 
小藤田 信明 

学校給食センター 

所長 
島田 宏之 市民会館長  濱﨑 雅仁 

平川公民館長  中畑 浩治 根形公民館長 大田 知司 

平岡公民館長 鹿嶋 章夫 中央図書館長 藤尾 善之 

郷土博物館長 西原 崇浩 学校教育課副参事 磯部 正史 

教育総務課副参事 竹川 義治 教育総務課主査 高石 千明 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 



  

 

 

６ 議 題 

日程第１ 前回会議録の承認について 

 

日程第２ 今回会議録署名人の選出について 

 

日程第３ 教育長・教育部長報告 

 

日程第４ 議案 

議案第１号   令和３年度事務対象袖ケ浦市教育委員会の点検・評価につ 

いて 

議案第２号   袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校の廃止について 

議案第３号   袖ケ浦市立図書館協議会委員の任命について 

 

日程第５ 報告 

報告第１号     臨時代理の報告について（令和４年度一般会計補正予算（第 

５号）） 

 

日程第６ その他報告 

（１）令和３年度袖ケ浦市立図書館サービス状況点検・評価について                      

 

 

７ 議 事 

   日程第１ 前回会議録の承認について 

 

（教育長） 

   令和４年第７回袖ケ浦市教育委員会定例会の会議録の承認について、賛成の挙  

手を求めます。 

 

（教育長） 

   全員一致で承認されました。 

 

 

日程第２ 今回会議録署名人の選出について 

（教育長） 

髙野隆晃教育委員を指名します。 

 

 

日程第３ 教育長・教育部長報告 

（教育長） 

   博物館協議会（７月２１日）、延命寺両界曼荼羅開梱・現状確認（７月２２日）、 



  

 

 

第５１回袖ケ浦市子どもスポーツ大会（７月２３日）、教育講演会（７月２８日）、 

第２７回そでがうらわんぱくクエスト（７月２８～３０日）、第１回史跡山野貝塚整 

備基本計画策定委員会、千葉県民体育大会選手結団式および壮行会（８月１日）に出 

席しました。 

 

（教育部長） 

   延命寺両界曼荼羅開梱・現状確認（７月２２日）、教育講演会（７月２８日）、 

  第２７回そでがうらわんぱくクエスト（７月２８～３０日）に出席しました。 

 

 

日程第４ 議案 

（教育長） 

議案第１号について事務局の説明を求めます。 

   

（教育部次長（教育総務課長）） 

令和３年度事務を対象とした袖ケ浦市教育委員会の点検及び評価を別冊のとおり

としたいので、袖ケ浦市教育委員会行政組織規則第５条第１８号の規定により、袖

ケ浦市教育委員会の議決を求めます。提案理由は、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２６条の規定により、教育委員会の点検及び評価を実施したものです。 

資料については、６月の教育委員会委員協議会においても説明しましたが、その

後、庁内会議意見等を踏まえ、部内で再検討を行い、一部の内容を修正しました。 

修正箇所は先週配布した資料のとおりですが、新旧対照に漏れがありましたので

説明いたします。14 ページの主な施策指標の「各小中学校における不審者対応訓練

の実施」の実績値を 100%から 92.3%に訂正しています。 

1ページをお開きください。点検・評価の趣旨については６月に説明しております

ので、ここでの説明は割愛いたします。教育委員会の活動状況については 2 ページ

から3ページにかけて記載のとおりです。 

実績値の達成度については、達成率から◎ ○ △ × の４段階で表示し、新型コ

ロナウイルス感染症拡大により事業の実施に多大な影響があり、目標を達成しなか

った場合は（〇）（△）（×）と表記しています。評価の基準についてはシート中の施

策指標の目標値に対する達成度を◎：30点、○：20点、△：10点、×：0点として

各シートの平均値を出し、Ａ、Ｂ、Ｃの３段階で評価し、令和３年度の取組におい

て、新型コロナウイルス感染症拡大により、事業の実施に多大な影響があったもの

は、（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）と表記しています。 

以上を踏まえた第三期袖ケ浦市教育ビジョンの目標施策及び評価結果については、

Ａ評価が７施策、Ｂ評価が１施策、（Ａ）評価が１施策、（Ｂ）評価が３施策、（Ｃ）

評価が１施策となりました。 

 

 



  

 

 

（教育長） 

  委員に質疑を求めます。 

 

--- 質疑なし --- 

 

（教育長） 

   議案第１号について、賛成の挙手を求めます。 

 

（教育長） 

   議案第１号は賛成全員で原案どおり議決されました。 

 

 

議案第２号 袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校の廃止について 

（教育長） 

議案第２号について事務局の説明を求めます。 

   

（教育部次長（教育総務課長）） 

袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校を廃止したいので、袖ケ浦市教育委員会行政組織

規則第５条第４号の規定により、袖ケ浦市教育委員会の議決を求めます。提案理由

は、袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校は、令和５年４月１日付で袖ケ浦市立平岡小学

校と統合するため、袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校を廃止しようとするものです。 

根拠法令は、袖ケ浦市教育委員会行政組織規則第２条に定める地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第３０条に規定する学校を、同規則第５条により議決する

こととしています。教育委員会の職務権限については、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第２１条、教育機関の所管については、同法律３２条を根拠法令と

しています。 

今後の主な予定として、本日の教育委員会定例会で議決後、１０月に教育機関の 
廃止及び今後の施設の利活用についての地元説明を行い、３月の市議会定例会に袖 
ケ浦市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定を上程することとしています。 

    また、今後の施設の利活用の動向により、時機を見て行政財産用途廃止の手続きを 
行う予定です。 
 

（教育長） 

  委員に質疑を求めます。 

 

（髙野委員） 

   幽谷分校の廃校はいつから話があったのか、また、理由を教えてください。 

 

 



  

 

 

（教育部次長（教育総務課長）） 

   平成２９年頃から議論していました。幽谷分校は、児童の減少により複式学級で 

指導を行っており、少人数より大勢での学習のほうが児童の環境に良いということ 

で、議論を重ねてまいりました。地元の説明会等を経て、最終的に令和元年５月 

２２日の教育委員会定例会において、廃校の方針を決定しました。その後、地元の皆 

様に戸別配布で案内をしました。今回、この時機に議案として提案したのは、跡地 

利用について、できるだけ早く検討を進めたいという意向があるためです。 

 

（教育長） 

  以前から複式学級で指導を行っていましたが、さらに児童数が減少したことで、 

新しい学習指導要領に沿って進めることが難しくなったことが要因の一つとなりま 

した。丁寧に、地元住民と保護者の意見を聞きながら議論を進めました。 

 

（教育長職務代理者） 

   廃校にあたって、跡地利用や児童の送迎など、地元住民から意見は出ていますか。 

 

（教育部次長（教育総務課長）） 

   説明会の中で通学の支援については要望があり、検討していくことを回答しまし 

た。本校との統合準備委員会は、ＰＴＡ会長を中心に式典等の準備を進めており、市 

では通学支援の準備を進めております。実際に通学する児童の保護者にアンケート 

を取り、調査をしながらどのような形にするか決定していきたいと考えております。 

 

（教育長職務代理者） 

   跡地利用について、行政が対応するという方法は考えていますか。 

 

（教育部次長（教育総務課長）） 

  ２年度に庁内に照会しましたが、良い活用方法はありませんでした。教育部内で、埋 

 蔵文化財整理棟としての活用を挙げていましたが、地域の活性化につながるような方

法を検討するよう指示がありましたので、今後、市長部局において民間等での活用を

検討していくことになります。 

 

（教育長） 

   議案第２号について、賛成の挙手を求めます。 

 

（教育長） 

   議案第２号は賛成全員で原案どおり議決されました。 

 

 

 

 



  

 

 

日程第５ 報告 

（教育長） 

報告第１号について事務局の説明を求めます。 

 

（教育総務課副参事） 

臨時代理の報告（令和４年度一般会計補正予算（第５号））について、袖ケ浦市教

育委員会行政組織規則第６条第１項により臨時代理したので、同条第２項の規定に

より報告します。理由は、本件は令和４年第４回（９月招集）袖ケ浦市議会定例会に

付議する教育委員会に係る予算議案について、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第２９条の規定により市長から意見を求められたもので、教育委員会の議決

を要する案件でありますが、急施を要したため臨時代理を行ったものです。 

  歳入の主なものとして、令和元年度台風１５号被害にかかる建物総合損害共済災 

 害共済金2,654 千円の増、奈良輪小における医療的ケア児への看護師派遣費用に対 

する国補助金 1,215 千円の増、袖ケ浦電業会からの児童生徒への教育活動に係る寄 

附金 300千円の増となります。 

  歳出補正については、全般的に給与制度の改正及び電気料金改定に伴う増額が計 

 上されています。その他歳出の主なものとして、寄附金を活用した小中学校の図書

購入費として、小学校及び中学校読書教育推進事業で合わせて 301 千円の増、会計

年度任用職員の勤務日数及び時間の減に伴う期末手当及び社会保険料の減として、

小学校及び中学校基礎学力向上支援教員配置事業で合わせて 3,770 千円の減、学校

給食センターのスチームコンベクションオーブン修理代として、厨房機器類管理事

業 872 千円の増となります。 

  

 

日程第６ その他報告 

（１）令和３年度袖ケ浦市立図書館サービス状況点検・評価について 

（教育長） 

その他報告（１）について事務局に説明を求めます。 

 

（中央図書館長） 

袖ケ浦市立図書館は、平成２３年度に袖ケ浦市第３次図書館サービス網計画を策

定し、市民サービス水準の向上と図書館の目的及び社会的使命を達成するため、サ

ービス評価指標と数値目標を設定しました。その後、図書館サービスの状況につい

て図書館協議会の協力を得ながら、年度ごとに自ら点検及び評価を行うとともに、

その結果を市民に公表しており、このたび令和３年度袖ケ浦市立図書館サービス状

況点検・評価がまとまりましたので報告いたします。 

袖ケ浦市第４次図書館サービス網計画は、第三期袖ケ浦市教育ビジョンや第四次

袖ケ浦市子ども読書活動推進計画との整合性を図りながら、長期的な視野から本市

の図書館サービスを展望し、これを実現するための基本的な指針を示すものです。 



  

 

 

評価については、（1）サービス評価指標①～⑪の前期計画目標値（目標年次：令 

和７年度）に対する達成度を◎ ○ △ × の４段階で表記し、令和３年度の取組に 

おいて、新型コロナウイルス感染症拡大により、事業の実施に多大な影響があり施策 

指標の数値が目標値を達成しなかった場合は、（〇）、（△）、（×）と表記することと 

しました。（2）サービス評価指標①～⑪の達成度を◎を３０点、〇を２０点、△を 

１０点、×を０点として採点し、平均値を全体評価としてＡ・Ｂ・Ｃの３段階で表記 

し、令和３年度の取組において、新型コロナウイルス感染症拡大により事業の実施に 

多大な影響があったものは、（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）と表記することとしました。 

評価結果は、各サービス評価指標の達成度の合計点２００点、平均点２０点で、全 

体評価はＢとなりました。評価内容をもとに、今後もサービスの向上に努めてまい 

ります。 

 

以上 

 

※ 次の案件につきましては、袖ケ浦市教育委員会会議規則第１３条第１項第１号 

に該当するため、非公開となります。 

・日程第４ 議案第３号 


