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鴨川市教育委員会３月定例会議事録

１ 日 時 平成３１年３月２６日（火） 開会 午後２時００分

閉会 午後４時５０分

２ 場 所 天津小湊支所 ２階 会議室

３ 出席委員 （１）月岡正美 （２）根本新太郎 （３）石井千枝

（４）永島康弘 （５）吉原里夏

４ 出席職員 （１）洲永康弘 （２）長谷川幹男 （３）石川丈夫

（４）羽田幸弘 （５）助川孝浩 （６）滝口俊孝

５ 教育委員会２月定例会議事録の承認

・月岡教育長から、２月定例会議事録について、訂正等の確認がなされ、質疑な

く、全員の了承が得られた。

６ 教育長・委員報告

・永島委員から、３月１２日に安房東中学校で行われた卒業式への出席について

報告がなされ、式の前に学校長が、今年の卒業生は思いやりがあり、まとまっ

ていて、人のために何かしたい気持ちをもっている学年です、と話されたこと

と、式の中で、サプライズで担任や学年の先生に向けたメッセージがあり、先

生方は号泣されていて、とても感動的で、教師と生徒がよい関係でいるからこ

そだと感じた、との報告がなされた。

３月１５日に小湊幼稚園で行われた卒園式への出席について報告がなされ、卒

園生は４名だったが、閉園ということもあり、涙の多い式であったことと、後

から聞いた話では、来年のことを考えると保護者からも統合してよかったとい

う声も聞かれた、小湊小学校に関しても今年が最後ということで、先生と卒業

、 、 、生の関係 卒業生と在校生の関係の良さが伝わり とても感動的な式であった

との報告がなされた。

「 」県教育庁の児童生徒課から出ている いじめを許さない教育環境を作るために

という冊子で見たが、今はネット関係でのいじめが多くなっている、見えない

ことが多いので、そこでいじめが起こり、不登校になってしまうこともある、

不登校は、平成２５年度から２９年度にかけて、中学校では横ばいだが、小学

校では倍近くに増えてきている、との報告がなされた。県教育庁も、保護者向

けのいじめ防止の説明会を開催しているようだが、鴨川市でも生徒と先生だけ
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でなく、保護者向けの講演会などを年１回でも開催したらよいのではないか、

との意見もなされた。

・根本委員から、３月２２日に行われた天津小学校と小湊小学校の閉校式に出席

しての報告がなされ、特に、小湊小学校の方は校舎も使われなくなるというこ

とで、とてもたくさんの地域住民が参加していた、との報告がなされた。

また、天津小学校の卒業式で、卒業生に安房東中学校の制服以外に鴨川中学校

の制服を着ている児童が見られ、考えさせられた、との意見がなされた。月岡

教育長から、そのことについては、今後ＰＴＡと一緒になって考えていかなく

てはいけない、との意見がなされた。吉原委員から、保護者の立場としては、

部活動の選択で活動自体の存続などを考えたときに不安があり、指定校変更で

きないときは転居するのか、という地域格差のことにもなり、なかなか難しい

問題である、との意見がなされた。石井委員から、部活動は学校教育の中で行

われていることであるが、そのような地域格差のことも出てくると、考えてい

かなければいけない、との意見がなされた。

・石井委員から、３月１２日に長狭学園の卒業式が行われ、１年生から９年生ま

でが参加し、今年はしっとりとした式であった、との報告がなされた。また、

天津小学校と小湊小学校の閉校式では、挨拶の言葉にそれぞれの学校に重みが

あることと、地域で育った人として地域の学校ということを実感させられた、

子どもたちには、４月からは後ろを振り向かないで新しい学校を創っていくん

だという気持ちで臨んで欲しい、との意見がなされた。さらに、行政として、

統合小学校の校舎を建てるとまで言わないが、お金をかけるところにはかけて

子どもたちの教育環境を整備してあげることが務めである、との意見がなされ

た。

７ 報告事項

（１）鴨川市教育委員会委員の再任について

・月岡教育長から、鴨川市教育委員会委員の再任について、根本新太郎委員を再

任することについて、口頭での説明がなされた。

（２）鴨川市教育委員会教育長職務代理者の指名について

・月岡教育長から、鴨川市教育委員会教育長職務代理者の指名について、石井千

枝委員を指名することについて、口頭での説明がなされた。

（３）平成３０年度末管理職等人事異動に関する県教育委員会への内申について

・洲永学校教育課長から、平成３０年度末管理職当人事異動に関する県教育委員

会への内申について、配布された資料をもとに説明がなされた。
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（４）平成３０年度鴨川市総合教育会議について

・洲永学校教育課長から、平成３０年度鴨川市総合教育会議について、資料をも

とに議事録の報告がなされた。

（５）鴨川市行政レビュー（事業仕分け）を受けた「今後の対応方針」について

・洲永学校教育課長から、鴨川市行政レビュー（事業仕分け）を受けた「今後の

対応方針」について、資料をもとに説明がなされた。

（６）平成３１年第１回鴨川市議会定例会について

・洲永学校教育課長、石川生涯学習課長、羽田子ども支援課長から、平成３１年

第１回鴨川市議会定例会について、資料をもとに説明がなされた。

・月岡教育長から、働き方改革については、本来、国が予算をつけて人を増やす

などしなければいけないことだが、今の状況で市でできることについて考えて

いかなければいけない、との説明がなされた。

・吉原委員から、家庭訪問なども希望制にするなど、先生方の負担を減らす取り

組みがされている、との意見がなされた。

８ 議 事

（１）鴨川市社会教育指導員の委嘱について

・石川生涯学習課長から、鴨川市社会教育指導員の委嘱について、資料をもとに

説明がなされた。

・特に質疑なく、鴨川市社会教育指導員の委嘱について、承認された。

（２）鴨川市家庭教育指導員の委嘱について

・石川生涯学習課長から、鴨川市家庭教育指導員の委嘱について、資料をもとに

説明がなされた。

・特に質疑なく、鴨川市家庭教育指導員の委嘱について、承認された。

（３）鴨川市図書館長の委嘱について

・石川生涯学習課長から、鴨川市図書館長の委嘱について、資料をもとに説明が

なされた。

・特に質疑なく、鴨川市図書館長の委嘱について、承認された。
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（４）鴨川市公民館長の委嘱について

・石川生涯学習課長から、鴨川市公民館長の委嘱について、資料をもとに説明が

なされた。

・特に質疑なく、鴨川市公民館長の委嘱について、承認された。

（５）鴨川市文化財保護審議会委員の委嘱について

・石川生涯学習課長から、鴨川市文化財保護審議委員の委嘱について、資料をも

とに説明がなされた。

・特に質疑なく、鴨川市文化財保護審議会委員の委嘱について、承認された。

（６）鴨川市立幼稚園長の委嘱について

・洲永学校教育課長から、鴨川市立幼稚園長の委嘱について、資料をもとに説明

がなされた。

・特に質疑なく、鴨川市立幼稚園長の委嘱について、承認された。

（７）鴨川市立学校学校医の委嘱について

（８）鴨川市立学校学校歯科医の委嘱について

（９）鴨川市立学校学校薬剤師の委嘱について

・洲永学校教育課長から、鴨川市立学校学校医、学校歯科医、学校薬剤師の委嘱

について、資料をもとに説明がなされた。

、 、 、 、・特に質疑なく 鴨川市立学校学校医 学校歯科医 学校薬剤師の委嘱について

承認された。

（１０）鴨川市教育委員会附属機関設置条例施行規則の制定について

・洲永学校教育課長から、鴨川市教育委員会附属機関設置条例施行規則の制定に

ついて、資料をもとに説明がなされた。

・特に質疑なく、鴨川市教育委員会附属機関設置条例施行規則の制定について、

承認された。

（１１）鴨川市教育支援委員会規則を廃止する規則の制定について

・洲永学校教育課長から、鴨川市教育支援委員会規則を廃止する規則の制定につ
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いて、資料をもとに説明がなされた。

・特に質疑なく、鴨川市教育支援委員会規則を廃止する規則の制定について、承

認された。

（１２）鴨川市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について

・洲永学校教育課長から、鴨川市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する

規則の制定について、資料をもとに説明がなされた。

・特に質疑なく、鴨川市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の制

定について、承認された。

（１３）鴨川市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則

の制定について

・洲永学校教育課長から、鴨川市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の

一部を改正する規則の制定について、資料をもとに説明がなされた。

・特に質疑なく、鴨川市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改

正する規則の制定について、承認された。

（１４）鴨川市遠距離通学費補助金支給規則の一部を改正する規則の制定について

・洲永学校教育課長から、鴨川市遠距離通学費補助金支給規則の一部を改正する

規則の制定について、資料をもとに説明がなされた。

・特に質疑なく、鴨川市遠距離通学費補助金支給規則の一部を改正する規則の制

定について、承認された。

（１５）鴨川市学校給食センター管理運営規則の一部を改正する規則の制定につい

て

・長谷川学校給食センター所長から、鴨川市学校給食センター管理運営規則の一

部を改正する規則の制定について、資料をもとに説明がなされた。

・特に質疑なく、鴨川市学校給食センター管理運営規則の一部を改正する規則の

制定について、承認された。

（１６）鴨川市移動教室バス管理規則の一部を改正する規則の制定について
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・石川生涯学習課長から、鴨川市移動教室バス管理規則の一部を改正する規則の

制定について、資料をもとに説明がなされた。

・特に質疑なく、鴨川市移動教室バス管理規則の一部を改正する規則の制定につ

いて、承認された。

（１７）鴨川市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の制定について

・洲永学校教育課長から、鴨川市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の制定

について、資料をもとに説明がなされた。

、 、・特に質疑なく 鴨川市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の制定について

承認された。

（１８）鴨川市立学校体育施設開放に関する規則の一部を改正する規則の制定につ

いて

・洲永学校教育課長から、鴨川市立学校体育施設開放に関する規則の一部を改正

する規則の制定について、資料をもとに説明がなされた。

・特に質疑なく、鴨川市立学校体育施設開放に関する規則の一部を改正する規則

の制定について、承認された。

（１９）鴨川市立小学校及び中学校文書管理要綱の一部を改正する訓令の制定につ

いて

・洲永学校教育課長から、鴨川市立小学校及び中学校文書管理要綱の一部を改正

する訓令の制定について、資料をもとに説明がなされた。

・特に質疑なく、鴨川市立小学校及び中学校文書管理要綱の一部を改正する訓令

の制定について、承認された。

（２０）鴨川市教育委員会公印規定の一部を改正する訓令の制定について

・洲永学校教育課長から、鴨川市教育委員会公印規定の一部を改正する訓令の制

定について、資料をもとに説明がなされた。

・特に質疑なく、鴨川市教育委員会公印規定の一部を改正する訓令の制定につい

て、承認された。
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（２１）鴨川市立学校用自動車取扱要綱の一部を改正する訓令の制定について

・洲永学校教育課長から、鴨川市立学校用自動車取扱要綱の一部を改正する訓令

の制定について、資料をもとに説明がなされた。

・特に質疑なく、鴨川市立学校用自動車取扱要綱の一部を改正する訓令の制定に

ついて、承認された。

（２２）鴨川市立幼稚園文書管理要綱の一部を改正する訓令の制定について

・洲永学校教育課長から、鴨川市立幼稚園文書管理要綱の一部を改正する訓令の

制定について、資料をもとに説明がなされた。

・特に質疑なく、鴨川市立幼稚園文書管理要綱の一部を改正する訓令の制定につ

いて、承認された。

（２３）鴨川市預かり保育実施要綱の一部を改正する訓令の制定について

・羽田子ども支援課長から、鴨川市預かり保育実施要綱の一部を改正する訓令の

制定について、資料をもとに説明がなされた。

・特に質疑なく、鴨川市預かり保育実施要綱の一部を改正する訓令の制定につい

て、承認された。

（２４）鴨川市いじめ防止基本方針の一部改定について

、 、・助川学校教育課指導主事から 鴨川市いじめ防止基本方針の一部改定について

資料をもとに説明がなされた。

・永島委員から、啓発カードが配布されているが、幼児については教育委員会で

作っていくのか、との質問がなされ、助川学校教育課指導主事から、カードの

作成もあるし、幼稚園に出向いて子どもたちや先生方に話をすることもしてい

く、との説明がなされた。

・永島委員から、いじめを受けている子がそのことを隠してしまうことが多いの

で、講師の派遣により保護者への講演を年１回行ったらどうかと思うが、その

予定はあるか、との質問がなされ、助川学校教育課指導主事から、今後、保護

者に向けた啓発活動をしていく、との説明がなされた。

・石井委員から、改定前のものといじめの解消の定義では何が変わったのか、と

の質問がなされ、助川学校教育課指導主事から、解消についてはすべて新しく

追加になったものである、との説明がなされた。
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・他に質疑なく、鴨川市いじめ防止基本方針の一部改定について、承認された。

（２５）鴨川市の学校に係る部活動の方針の策定について

・助川学校教育課指導主事から、鴨川市の学校に係る部活動の方針の策定につい

て、資料をもとに説明がなされた。

・石井委員から、部活動指導員について、その時間帯だけの雇用でやってくれる

人がいないということを聞いたがどうか、との質問がなされ、助川学校教育課

指導主事から、退職した教員で時間の空いている人とかを見つけていくしかな

い、との説明がなされた。

・根本委員から、部活動の実態がわからないので、実態がわかるものがあるとよ

い、との意見がなされ、助川学校教育課指導主事から、今後、時間をつくって

いつでも話題にしていく、との説明がなされた。

、 、 。・他に質疑なく 鴨川市の学校に係る部活動の方針の策定について 承認された

（２６）旧太海小学校跡地の教育財産の廃止について

・洲永学校教育課長から、旧太海小学校跡地の教育財産の廃止について、資料を

もとに説明がなされ、その後、滝口財政課長補佐から、補足説明がなされた。

・石井委員から、なぜ、今回は太海小学校だけなのか、との質問がなされ、滝口

財政課長補佐から、立地条件が良く、民間から引き合いがきているので早急に

対応したい、これがうまくいけば、他の江見小学校や曽呂小学校についても考

えていきたい、との説明がなされた。

・根本委員から、地図の中に山林があるが、これも教育財産か、との質問がなさ

れ、滝口財政課長補佐から、財産台帳に入っている、との説明がなされた。

・他に質疑なく、旧太海小学校跡地の教育財産の廃止について、承認された。

・永島委員から、天津小学校の体育館改修について、天津小学校と小湊小学校の

卒業生が安房東中学校に行かず人数が減ってきている中で、それだけお金をか

けて体育館を修繕する必要があるのか、負の遺産にならないか、との意見がな

され、月岡教育長から、まだ先が決まっていない中で、体育館は地域の人たち

にも活用されていて、今の子どもたちのことを考えれば、確かに負担は大きい

ので考えていきたい、との説明がなされた。

・石井委員から、今すぐ中学校の統合が迫っているわけでもないので、安全面か

らも、今いる子どもたちのために直してあげたい、との意見がなされた。
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９ その他

（１）平成３０年度鴨川市教育委員会 成果と課題について

、 、・洲永学校教育課長から 平成３０年度鴨川市教育委員会 成果と課題について

資料をもとに説明がなされた。

（２）平成３１年度学校教育課重点施策（案）について

・洲永学校教育課長から、平成３１年度学校教育課重点施策（案）について、資

料をもとに説明がなされた。

（３）平成３１年度入学式・入園式の告示者等について

・洲永学校教育課長から、平成３１年度入学式・入園式の告示者等について、資

料をもとに説明がなされた。

（４）平成３３年度県立高等学校入学者選抜以降の選抜方法等について

・洲永学校教育課長から、平成３３年度県立高等学校入学者選抜以降の選抜方法

等について、資料をもとに説明がなされた。

（５）教育委員会の人事異動について

・洲永学校教育課長から、教育委員会の人事異動について、資料をもとに説明が

なされた。

１０ 閉 会

閉会後、４月の教育委員会行事予定について、事務局より説明がなされた。

月岡教育長は、一切の終了を告げ、閉会を宣言した。

以上、会議の顛末を記載し、相違ないことを証するため、署名する。

平成３１年４月２２日

鴨川市教育委員会 教育長

教育長職務代理者

議事録作成者 洲永 康弘


