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平成２８年第８回（６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６月２２日(水)    午後２時３０分 開会 

                        午後４時００分 閉会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市役所 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―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 

平川公民館副館長 勝畑 克子 長浦公民館副館長 中畑 浩治 

根形公民館副館長 花澤 吉敬 平岡公民館副館長 大津 忠 

中央図書館館長 簑島 正広 郷土博物館副館長 中山 久江 

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 ０人 
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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 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 協議事項 

  （１）平成２７年度対象 教育委員会の点検・評価「施策の取り組み 

シート」について 

日程第６ その他報告 

  （１）平成２８年第２回（６月招集）袖ケ浦市議会の報告について 

  （２）蔵波小学校校舎便所改修工事及び長浦中学校武道場吊天井等耐震

対策工事について 

  （３）その他 

 

７ 議 事 

   日程第１ 前回会議録の承認について 

教育長    第６回袖ケ浦市教育委員会臨時会の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。 

 

教育長    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    福島委員を指名した。 

 

日程第３ 教育長・教育部長報告 

教育長   市生徒指導推進会議（５月１８日）、長浦中学校教育長訪問（５月１９

日）、第 1回文化財審議会（５月１９日）、木更津袖ケ浦支部小学校陸上

記録会（５月２０日）、市校長会臨時三役協議会（５月２６日）、市総合

型地域スポーツクラブ連絡協議会総会（５月２６日）、木更津警察署管

内学校警察連絡委員会総会（５月２７日）、小学校運動会巡回（奈良輪

小・昭和小・根形小・平岡小）（５月２８日）、市社会教育関係団体連絡

協議会（５月３０日）、君津地方文化協会連絡協議会定期代議員会（５
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月３１日）、第 1 回そでがうらわんぱくクエストスタッフ会議（６月１

日）、青少年育成袖ケ浦市民会議第 1回理事会（６月３日）、第２１回ミ

ュージアムフェスティバル（６月４日・５日）、市教職員組合定期大会

（６月１０日）、小学校運動会巡回【長浦小・蔵波小・中川小】（６月１

１日）、平岡小学校・幽谷分校教育長訪問（６月１３日）に出席した。 

 

教育部長  第１３５回袖ケ浦学（６月１１日）に出席した。 

 

 

日程第５ 協議事項 

   （１）平成２７年度対象 教育委員会の点検・評価「施策の取り組みシート」

について 

 

教育長   事務局に説明を求める。 

 

教育総務課班長 

教育委員会の点検・評価については、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２６条により、「教育委員会は、毎年、その権限に属する事

務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関す

る報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければな

らない」とされている。平成２７年度の事務の管理び執行の状況につい

ての点検・評価の対象は、「第二期袖ケ浦市教育ビジョン」に掲げた目標

の１３施策として、これらの施策の取り組み状況について各担当部署で

自ら点検・評価を行った。 

それぞれの取り組み状況については、１３施策の４９の目標に対して

取り組んだ内容と、主な目標値、実績値、進捗状況について示し、施策

の取り組みの状況として「成果・効果」、「課題」、「今後の対応」に区分

して評価を行っている。 

また、総合的な評価として、Ａ：施策の効果が十分に図られている、

Ｂ：施策の効果が図られ一定の成果があった、Ｃ：施策の効果が十分に

図られているとは言えず改善が必要である、の３段階で示した。この総

合評価の結果については、１３施策中Ａが１１施策、Ｂが２施策、Ｃに

ついてはなかった。 

今後の予定は、有識者からの意見として、学識経験者２名より意見を

聴取して報告書をまとめ、来月の教育委員会議に提案し、審議いただく。

有識者については、昨年度に引き続き鈴木順一氏と、今回、新たに稲垣

昭彦氏を依頼する。 
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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 

文章の語尾や表現について全体的に見直し、再度精査されたい。 

      また、総合評価ではＢ評価が２つあったが、各自が真剣に取り組んで

おり、それぞれ成果があらわれてきている。Ｂ評価と言ってもＡ評価に

近いものだと考える。 

 

多田委員  シートによって漢字とひらがなが混在していたり、送りがなの違いな

どが見られるので整合をとって欲しい。 

 

山口教育長職務代理者 

      第２章 施策№２「『生きる力』を育む学校教育を推進」の目標値に対

する実績値が、小学校では達成しているので◎だが、中学校では達成で

きていないため△となっており、よって総合評価はＢとなっている。結

果的にＢ評価はやむを得ないとしても、小学校では達成できているので、

この記載方法について次回は改善してほしい。 

 

教育総務課副参事 

      小学校と中学校では目標値もそれぞれ分かれているので、評価の段階

で小学校と中学校を分けることは可能である。 

 

中村委員  第３章 施策№２の「人と人をつなぐ社会教育の充実」について、◎

が１つ、○が３つでＢ評価となっているが、課題が多いということでＢ

評価としているのか。 

 

教育部次長（教育総務課長） 

      目標に対しての達成率が１００％であれば◎、８０％以上１００％未

満が○となっているため、４項目のうち◎は１つあるが、○が３つある

ためＢ評価となった。 

 

教育総務課副主査 

例年、総合的評価の算定方法は、進捗状況の評価の◎が全体の３分の

２以上あれば「Ａ」、進捗状況の評価が◎が全体の３分の１以上３分の２

未満を「Ｂ」、進捗状況の評価が◎が全体の３分の１未満は「Ｃ」として

いる。よって、第２章の施策№２のシートについては、Ｂ評価となった

ものである。  
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（他に質疑なし） 

 

日程第６ その他報告 

   （１）平成２８年第２回（６月招集）袖ケ浦市議会の報告について 

 

教育長   事務局に説明を求める。 

       

教育部次長（教育総務課長） 

      平成２８年第２回（６月招集）袖ケ浦市議会において、１２名の議員

から一般質問があり、うち３名から教育委員会に関する質問があった。 

      まず、小国勇議員から、「市内小中学校及び保育所、幼稚園の震災時の

対応について」質問があり、訓練の実施状況について説明し、地震発生

時の登下校時の学校の対応として、心構えなどの指導について答弁した。 

      次に、励波久子議員から「公共施設の再編整備と認定こども園の整備

方針並びに今井幼稚園の廃止について」質問があった。 

１つ目の「今井幼稚園の廃止の経緯について」に対しては、公共施設

の再編整備の位置づけをし、その背景として入園者の減少、そして教育

委員会議及び総合教育会議において議論を踏まえて方針を決定したもの

であると答弁した。 

２つ目の「平川地区及びその他の地区の幼保連携の検討について」の

質問に対しては、全市域を対象とする一幼稚園体制により幼児教育を推

進し、子育て支援センターの設置を検討することにより一貫性のある幼

児保育に取り組んでいくと答弁した。 

      ３つ目の「今井幼稚園の跡地利用」の質問に対しては、現段階では方

針が決定してないため、今後、多方面から検討していくと答弁した。 

      最後に、笹生典之議員から「想定外の災害に対する袖ケ浦市の業務継

続計画と減災対策について」の関連質問として、「学校体育館を避難所と

開設した際の高所のガラス飛散の対応について」の質問があり、耐震改

修が済んでいる体育館については強化ガラスで対策をしており、その他

の体育館のガラスは今後、対応を検討していくとの答弁をした。 

 

教育長   ただいまの説明について委員に質疑を求める。 

 

山口教育長職務代理者 

      励波議員は、認定こども園の整備方針並びに今井幼稚園の廃止につい

ては、一般質問の答弁において納得していただけたのか。今後の見通し

はどうか。 
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教育部次長（教育総務課長） 

      認定こども園に関して３月の議会全員協議会で発表をしたが、その後

の保護者に対する説明会への取り組みが若干遅れたことから、保護者か

ら声があって今回のような質問があったと考える。今後、各地区におい

て市民説明会を実施していく中で、保護者等に理解していただけるよう

意を尽くして説明する。 

    

（他に質疑なし） 

 

（２）蔵波小学校校舎便所改修工事及び長浦中学校武道場吊天井等耐震対策

工事について 

 

教育長   事務局に説明を求める。 

 

教育総務課副参事 

      中央進行管理事業に選定された教育施設の改修工事２件について、説

明する。 

     ①蔵波小学校校舎便所改修工事について 

学校環境整備の一環として、老朽化した給排水設備の改修と便器の洋

式化を図るものである。蔵波小学校のトイレ設置場所は３系統に分かれ

ていて、児童数も多く安全確保の面からも単年度での改修は難しいと判

断し、今年度に体育館寄りの校舎西側と中央にある北側の２系統のそれ

ぞれ３階まで、男女で各６箇所について改修を行う。残りの東側は平成

２９年度の改修を予定している。 

      工事概要は、トイレブース（仕切り板）の交換と床面を湿式から乾式

への変更、照明のＬＥＤ化、全ての便器の撤去更新と和式便器から洋式

便器への交換、老朽化した給排水設備の更新と仮設トイレの設置を予定

している。また、学校との協議により、各１箇所、和式便器を残すこと

とした。 

      予算は、予算総額８８，８９７千円、工事費等の７分の２（約２１，

０００千円）の国庫補助を予定していたが、耐震化事業が優先されたた

め不採択となり、基金、起債の充当により事業実施となった。 

      工期は、平成２８年７月から平成２８年１１月までを予定している。 

 

     ②長浦中学校武道場吊天井等耐震対策工事について 

文科省の指定する高さが６m を超え、または、水平投影面積が２００

㎡を超える天井に該当することから、平成２６年度に実施した非構造部

材の点検結果に基づき、耐震対策工事を実施する。 
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 工事概要は、１階柔道場は天井端部の撤去及び壁見切り材（意匠的な

もの）の新設、２階剣道場は天井材の撤去のうえ、露出する鉄骨材等の

塗装を実施する。また、照明設備の落下防止対策に合わせ、ＬＥＤ化と

スピーカーや換気設備等の更新を実施する。 

予算は、平成２７年度末の国の大型補正に前倒しして３月補正で国庫

補助事業に計上し、事業採択されたもので、予算総額２３，１７７千円、

３分の１の補助率が圧縮されて５，８８６千円で、繰越事業として今年

度実施する。 

      工期は、平成２８年１０月から平成２９年２月までを予定している。 

 

教育長   ただいまの説明について委員に質疑を求める。 

 

（質疑なし） 

 

 

（３）その他 

教育長   その他に何かあるか。 

多田委員  学校や公民館等の各教育機関に保有している外部から寄贈された図書

のうち、使用していないもの、あるいは使用頻度が少ないものについて

は、図書館へ移管をして一般市民が利用できるようにしたらいかがか提

案する。 

 

教育長   ただいまの提案について事務局に意見を求める。 

 

中央図書館長 

毎年、各課等へ図書館へ寄贈の依頼をしているところであるが、古い

図書や歴史関係・郷土資料が少なくなってきている。また、今年度は中

央図書館が開館３０周年になるため、そのような図書があれば是非、寄

贈を受けるべくお願いしたい。 

 

      （他に質疑等なし） 

 

 

※ 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 

 


