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平成２８年第５回（４月）袖ケ浦市教育委員会定例会議事録 

 

 

１ 開催日時  平成２８年４月２７日(水)    午後２時４５分 開会 

                        午後４時１０分 閉会 

 

２ 開催場所  市役所 ２階第（一）会議室 

 

３ 出席者 

教育長 川島 悟 教育長職務代理者 山口 修 

委員 多田 正行 委員 福島 友子 

委員 中村 伸子  

 

 （欠席委員） なし 

 

４ 出席職員 

教育部長 井口 崇 
教育部次長 

（兼教育総務課長） 
森田 泰弘 

教育部参事 

（兼学校教育課長） 
今宮 公雄 

教育部参事 

（兼生涯学習課長） 
原田 光雄 

体育振興課長 林 健司 総合教育センター所長 前沢 幸雄 

学校給食センター所長 野呂 幸晴 市民会館館長 石渡 悟 

学校教育課副参事 井関 徹太郎 教育総務課副参事 溝口 輝 

教育総務課班長 葛田 陽子 教育総務課副主査 山田 倫志 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 １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 
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日程第４ 議案 

   議案第１号  袖ケ浦市教育支援委員会委員及び専門調査員の任命について 

   議案第２号  義務教育諸学校（市立小学校及び中学校）の教科用図書の取

扱い方針を定めることについて 

   議案第３号  平成２８年度教科用図書君津採択地区協議会委員の選任に 

ついて 

   議案第４号  平成２８年度学校評議員の委嘱について 

   議案第５号  袖ケ浦市社会教育委員の委嘱について 

   議案第６号  袖ケ浦市公民館運営審議会委員の委嘱について 

 

日程第５ 報告 

   報告第１号  臨時代理の報告について 

（袖ケ浦市立総合教育センター運営委員会委員の委嘱） 

   報告第２号  臨時代理の報告について 

          （袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応検討委員の委嘱） 

 

日程第６ その他報告 

（１）「袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応マニュアル」の一部改正に 

ついて 

（２）組体操の対応について 

 

 

７ 議 事 

 日程第１ 前回会議録の承認について 

教育長   前回定例会会議録の承認について賛成の挙手を求める。 

 

教育長   全員一致で承認された。 

 

日程第２ 今回会議録署名人の選出について 

教育長   多田委員を指名した。 

 

 日程第３ 教育長・教育部長報告 

教育長   夜の旧進藤家住宅特別公開（３月２６日）、袖ケ浦市学校給食地産地

消推進会議（３月２９日）、第１回スポーツ推進委員定例会議（４月８

日）、市立小学校入学式（４月８日）、市立中学校入学式（４月９日）、

第１９期青少年相談員委嘱状交付式及び第１８期青少年相談員退任者

感謝状贈呈式（４月１０日）、市校長会三役協議会（４月１１日）、武

道教育地域連携指導者委嘱状交付式（４月１１日）、市町村教育委員会
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教育長会議（４月１２日）、市立小中学校長会議（４月１３日）、千葉

県都市教育長協議会総会（４月１５日）、ガールスカウト千葉県第８７

団定期総会（４月１７日）に出席した。 

 

教育長   小学校及び中学校の入学式には委員さんも出席されたので、それぞれ

から感想を述べていただく。 

 

山口教育長職務代理者 

  根形小では、私の前にいた新１年生が私の顔を見て、ずっとにこにこ

としていた。立派な入学式で特に問題はなかった。蔵波中もきちんとし

た入学式であった。 

  中学校の先生が小学校に行った時には、もっとにこやかな表情にして

もらえるとありがたいと思う。また、小学校のカラフルなしおりと比べ

て中学校は粗雑な感じがするので、もう少し、中学校のしおりも手をか

けて作ってあげて欲しい。 

 

多田委員  昭和小では、１０４名の新入生がおり、活発な子どもも多くて先生が

大変な様子であった。先生方が１年間、子ども達をきちんとした集団生

活に馴染ませるのは大変だろうが、一生懸命育てていきたいという気持

ちは保護者の方にも伝わったと思う。 

昭和中は、態度も立派で一糸乱れずという感じで厳かな入学式だった。 

 

福島委員  平岡小では、小さい学校だからできるということで、ランドセルを背

負った２年生が新１年生の周りを囲って歌を歌っていたのが良かった。 

      長浦中は、緊張していたようで４、５人が倒れてしまい、途中で休憩

を入れていたが、在校生は落ち着いていた。お琴の生演奏は是非とも続

けていただきたい。 

 

中村委員  長浦小新１年生は、来賓それぞれのお祝いの言葉に「ありがとうござ

います」と全員で答え、とても元気があった。１年生が不安を持たない

よう在校生が学校生活を伝える簡単な劇を行っていた。 

平川中は、入場の態度や式の間も、とてもしっかりした態度だった。 

小中学校とも、来賓控え室で教頭先生から、災害に備え避難経路等の

説明があった。国内で大きな地震が続いていることもあり、今後も必要

なことだと思う。 

      

教育部長  蔵波小は１７０名の新１年生がいたが、礼儀正しく、また、上級生が

学校は楽しいところだよというメッセージを歌などでを伝えており、感



  

4 

 

動した。立派な入学式であった。 

 

教育部参事（学校教育課長） 

  奈良輪小は、６９名の新１年生が一人ずつ檀上に上がり、校長先生と

握手をしていて、面白い取組みだと思った。在校生の態度が非常に良く

微笑ましい入学式であった。 

 

教育長   日程第４、議案第１号、議案第３から議案第６号までと、日程第５、

報告第１号、報告第２号については、袖ケ浦市教育委員会会議規則第 

１３条１項第１号及び第３号に該当するため、非公開とすることにした

いと思うが、賛成の方の挙手をお願いする。 

 

教育長   賛成全員であるので、日程第４、議案第１号、議案第３から議案第６

号まで、日程第５、報告第１号、報告第２号については、非公開とする

ことに決定した。 

 

 日程第４ 議案 

 

議案第２号 義務教育諸学校（市立小学校及び中学校）の教科用図書の取扱い 

方針を定めることについて 

教育長   議案第２について事務局に説明を求める。 

 

教育部参事（学校教育課長） 

      義務教育諸学校である市立小学校及び中学校の教科用図書の取扱い方

針を定めることについて、平成２９年度に使用する義務教育諸学校にお

ける学校教育法第３４条及び附則第９条に規定する教科用図書の採択

に伴い、その取扱い方針を義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関

する法律第１３条第４項の規定に基づき、君津採択地区協議会において

選定されたものを採択することについて、袖ケ浦市教育委員会の議決を

求めるものである。 

 

教育長   議案第２号について委員に質疑を求める。 

 

山口教育長職務代理者 

  去年は中学校用教科書の採択が実施されたが、今後の小学校、中学校

用採択時期について伺う。 
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教育部参事（学校教育課長） 

 昨年度は中学校用が採択、一昨年度が小学校用が採択され、４年に１

度のサイクルとなっているので、小学校は２年後、中学校は３年後とな

る。来年度は、今年度と同様に特別支援教育用図書の採択が予定されて

いる。道徳教科の採択があるかもしれないとも聞いているが、今現在で

は、はっきりとした通知決定はきていない。 

 今年度、特別支援教育用図書の採択を選定することになるが、小学校

中学校に関しては、昨年度、一昨年度に採択されたものを今年度も採択

するということになる。 

 

（その他質疑なし） 

 

教育長   賛成の挙手を求める。 

 

教育長   議案第２号は賛成全員で承認された。 

 

 

日程第６ その他の報告 

（１）「袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応マニュアル」の一部改正につい

て 

教育長   事務局に説明を求める。 

 

学校給食センター所長 

      学校給食食物アレルギー対応マニュアルの一部を改正した理由は、昨

年度、学校給食食物アレルギー対応委員会設置要綱を制定し、１年間運

用をしてきた中で、事務を円滑に進めていくため、設置要綱に基づいた

ものに改めたものである。 

改正のポイントは９点あり、まず、１点目は、文部科学省発行の「学

校給食における食物アレルギー対応指針」に併せて、一部語句や項目を

修正又は追記した。内容は、申請時期として、「新規発症及び転入時」を

対応指針に合せ「新規発症・診断及び転入時」に修正した。また、校内

食物アレルギー対応委員会の設置の役割に、「関係機関との連携」「全教

職員を対象に対応訓練や校内外の研修を企画・実施」を追加した。 

２点目は、昨年度制定した「袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応検

討委員会設置要綱」に基づき、語句を修正した。内容は、「食物アレルギ

ー対応委員会」を「食物アレルギー対応検討委員会」に、「袖ケ浦市学校

給食食物アレルギー対応マニュアルの作成・改正」を「食物アレルギー

対応マニュアルに関すること」に修正した。 
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３点目は、一部弁当対応（対応レベル２）の申請において「食物アレ

ルギー対応給食申請書」の提出を追加した。これは、制定時に想定して

なかった弁当対応の詳細献立表の影響を及ぼすものを希望する方が多か

ったため、実態に合わせたものである。併せて、「学校給食における食物

アレルギー対応のレベル」中、「（一部）弁当対応（レベル２）」中に、「食

物アレルギー対応給食申請書」と「食物アレルギー対応給食 実施・変

更申請書」を追加した。 

４点目は、対応時期を全体に早めに変更した。 

５点目は、新規除去食対応の児童生徒の開始時期を給食費の兼ね合い

から、「５月連休明けから」を「５月から」対応開始と修正した。 

６点目は、「新１年生」と記載されていた対象が、小学１年生か中学１

年生かわかりづらかったため、「新小学校１年生」と修正した。 

７点目は、事務の改善として記載内容がほとんど同じであることから、

「個別対応票」を削除し、「面談記録票」と併せた「面談記録票及び個別

対応票」に改めた。  

８点目は、食物アレルギー対応給食申請後に申請取り下げの事例が生

じたことがあったため、新たに「食物アレルギー対応給食 申請取り下

げ書」を追加した。 

９点目は、新中学１年生の面談、申請報告について、小学校から引き

継ぎを受けた上で、受け入れ中学校で対応することを追記した。 

 

教育長   ただいまの説明について委員に質疑を求める。 

 

多田委員  マニュアルの中で字句を統一された方が良いところがあるので、お願

いしたい。 

 

（その他質疑なし） 

 

（２）組体操の対応について 

教育長   事務局に説明を求める。 

 

体育振興課長 

まず、件名について「組体操の事故防止について」を「組体操の対応

について」に訂正をお願いする。 

 運動会等で実施されている組体操については、昨年度から全国的に多

くの怪我が発生しており、社会的な関心を集めている。 

本市においては、３月に市内校長会で意見を聞き、組体操の実施の有

無については、それぞれの学校の判断に任せることとした。 
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市としては、安全確保の体制を確立し、より万全を期すため、千葉県

教育委員会教育長から組体操等事故防止についての通知を踏まえて、事

故防止対策等について再度確認し、必要に応じて見直しを行うなど、安

全対策を講じるために本市独自に作成した安全対策チェック表、過去の

事故の状況、脳震盪を起こした場合の対処法について、４月５日付けで

市内小中学校長あてに通知をさせていただいた。 

また、５月３日に埼玉県で行われる全国組体操講習会に体育振興課員

が参加し、指導を受けたものを早急に各学校に提供していきたい。 

 

教育長   ただいまの説明について委員に質疑を求める。 

 

山口教育長職務代理者 

      昨年度は本市において事故は全くなかったのか。それとも、組体操を

やらなかったということか。 

 

体育振興課長 

      昨年度も今までどおり組体操は実施した。安全面の配慮がかなり進ん

できているので事故なく終わったと認識している。 

 

山口教育長職務代理者 

      ３段ピラミッドはやっているということか。 

 

教育長   ピラミッドといっても今は、山口委員さんが考えているようなピラ 

ミッドではないと思う。 

 

体育振興課長 

 真上に乗っていくのではなく、足はついていて手を腰において重ねて

いく形である。 

 

山口教育長職務代理者 

      松戸市の教育委員会が組体操を全面禁止という通知を出したようだが、

袖ケ浦市ではそのような通知はしないということでよいか。 

 

体育振興課長 

      通知はしない。 

      補足として、現在、組体操を実施をしないという方向で検討している 

小学校もある。また、どの学校もピラミッドタワーは、やらない方向で

いると聞いている。 
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教育長   運動会に向けて学校は動いているから、状況をしっかりと把握された

い。 

 

山口教育長職務代理者 

      中学校は全校実施していないということでよいか。 

 

教育長   中学校は全校、ソーランである。 

 

山口教育長職務代理者 

学校で保護者側からの意見を聞いているか。 

 

体育振興課長 

      学校評議員の中にいる保護者からは各学校で聞いていると伺っている。 

 

山口教育長職務代理者 

組体操は、昔から地域に根付いているところもあるので、保護者から

も意見を聞くよう配慮していただきたい。 

 

      （他に質疑なし） 

 

 

※ 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１項 

第１号及び第３号に該当するため、非公開となります。 

・日程第４ 議案第１号、第３号から第９号まで 

・日程第５ 報告第１号、第２号 

 


