
平成２６年４月富津市教育委員会定例会議 会議録

１ 会議の名称 富津市教育委員会定例会議

２ 開催日時
平成２６年４月２４日（木）

１６時００分から１６時３５分

３ 開催場所 富津市役所本庁舎４階４０１会議室

４ 審議等事項

○付議議案

議案第１号 富津市社会教育委員の委嘱について

議案第２号 富津市公民館運営審議会委員の委嘱について

議案第３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４号 平成２６年度教科用図書君津採択地区協議会委

員の選出について

○報告事項

報告第１号 平成２６年度富津市内中学校修学旅行の計画に

      ついて

報告第２号 富津市青少年問題協議会委員の委嘱について

報告第３号 富津市社会教育指導員の任命について

報告第４号 富津市家庭教育指導員の任命について

報告第５号 富津市スポーツ・レクリエーション推進員の委嘱

について

報告第６号 後援申請について

５ 出席者名

小坂委員長、宮田委員長職務代理者、榎本委員、池田委員、

渡辺教育長、古宮教育部長、今井教育部参事兼学校教育課長、

神子庶務課長、髙梨学校教育課主幹、菊地教育センター所長、

須藤教育センター主幹、島田生涯学習課長、中後体育振興課長、

鈴木中央公民館館長、村石富津公民館館長、須山市民会館館長、

刈込庶務係長、佐久間庶務係主査

６ 公開又は非公開の

別

公開  ・  一部非公開  ・  非公開

７ 非公開の理由
富津市情報公開条例第２３条第１項第２号に該当

（理由）富津市情報公開条例第７条第２号（議案第４号）

８ 傍聴人数         ０人        （定員 ６人）

９ 所管課
教育部庶務課庶務係

電話 ０４３９－８０－１３４０
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容）
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平成２６年４月富津市教育委員会定例会議会議録 

発 言 者 発 言 内 容 

小坂委員長 

宮田委員 

小坂委員長 

渡辺教育長 

小坂委員長 

今井参事 

皆さんこんにちは。４月から年度替わりとなりました。人事異動、配置

替え等を終え、新年度がスタートしました。市内小中学校では、始業式、

入学式、そして学級開きと進み、春の溢れる光の中で元気に新年度が動

き始めたようです。本日の教育委員会定例会議も、学校教育課 今井参

事、教育センター 菊地所長・須藤
すと う

主幹、庶務課 神子課長、生涯学習

課 島田課長、体育振興課 中後課長、を新メンバーとして開催いたし

ます。富津市教育の更なる向上を目指し、共に頑張って参りたいと思い

ます。よろしくお願いします。それでは、平成２６年４月富津市教育委

員会定例会議を始めます。本日の会議録署名委員の指名ですが、宮田委

員さんにお願いします。 

はい。 

委員長報告は特にございません。それでは、教育長報告をお願いします。

はい。年度末から年度初めにかけて、委員の皆様には卒業式・入学式等

へのご出席、ありがとうございました。インフルエンザによる学級閉鎖

が小学校一校であったりしていますが、各学校も教育委員会事務局も、

概ね、新年度のよいスタートを切れたと考えています。報告事項は資料

１ページ記載の通りです。ほぼ例年通りですので、今回は５項目目の連

合婦人会総会についてのみ補足します。この時代に婦人会組織を維持す

ること自体難しいとは思いますが、本市の会員数は現在２３６名とのこ

とで、各地域で、あるいは市全体で、年間を通じて観劇や料理教室など

を楽しく行いながら地域貢献されている様子が窺えました。ふれあいス

ポーツフェスタなど市及び教育委員会関連の各種行事や会議等にも、ご

協力いただいたり委員を出していただいたりしています。また、昨年度

は公民館・市民会館に壁掛け電波時計２０基もご寄贈いただきました。

教育長報告は以上です。 

はい。ありがとうございました。次に各課報告をお願いします。始めに

学校教育課お願いします。 

はい。学校教育課より報告します。４月２日、学校給食従事者研修会を、
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小坂委員長 

菊地所長 

学校栄養職員(６名)、調理員(４４名)、配膳員(７名)、用務員(１７名)、

ボイラー技士(１名)を対象として１階大会議室で開催しました。学校給

食の調理・配膳等業務作業基準について、大貫共同調理場の井上 直洋

栄養士を講師として約１時間の研修を実施しました。４月３日、学校保

健担当者会議を５０３会議室で開催しました。来賓に医師会から田中先

生、歯科医師会から熊切先生、薬剤師会から小柴先生をお招きし、各小

中学校の養護教諭を対象に、健康診断、予防接種、災害共済の給付事務

等の説明を行いました。４月７日、市内全小・中学校で平成２６年度の

始業式が行われ、８日には小学校、９日には中学校の入学式が行われま

した。小学校で２９７名・中学校で３１４名が入学しました。これによ

り、本年度の児童数は、１，９３２名、生徒数は１，０６０名となりま

す。４月１５日、４０１会議室にて、第１回校長会議を開催しました。

はじめに、教育長から平成２６年度富津市学校教育の指針「富津を愛し、

富津の未来を託せる児童・生徒の育成」について。続いて、各課より平

成２６年度教育予算、体育施設開放、生涯学習事業、平成２５年度末教

職員人事異動概要、学校教育指針の総括、そしてセンター主催研修・学

力向上事業や学校評議員制度、服務の厳正ほかについて説明並びに依頼

をいたしました。学校教育課からの報告は、以上でございます。 

はい。ありがとうございました。続いて教育センターお願いします。 

はい。教育センターの報告をいたします。４月２日、４０１会議室にて

「新規採用教職員研修会」を開催しました。本年度の初任者は、小学校

教諭６名・中学校教諭５名の１１名でございます。教育長・学校教育課

長・教育センター所長による、初任者への期待や心構え・服務規律につ

いての講話を行い、研修会としました。４月２日、５０２会議室にて「外

国語活動・英語科主任会議」を開催しました。当日は英語指導員・ＡＬ

Ｔ派遣業者の同席を得て、外国語活動推進のための確認やＡＬＴの派遣

業務の留意点について説明をし、質疑を受けました。４月１８日「生徒

指導担当者会議」を５０２会議室にて開催しました。小・中学校の生徒

指導担当者の参加のもと、講師の千葉県教育庁南房総教育事務所 和田

潤子指導主事に「生徒指導体制の充実を目指して」と題して講話をして
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小坂委員長 

島田課長 

小坂委員長 

中後課長 

いただきました。いじめ問題とも絡めての具体的な事例をお話しいただ

き、充実した研修となりました。同日、４月１８日、５０４会議室にて

「コンピュータ主任会議」を開催しました。小・中学校より情報教育担

当者が参加し、情報機器等の運用方法、学校ホームページの更新等に中

心に周知を図りました。４月２２日、４０１会議室にて「第１回学力向

上推進委員会議」を開催し、平成２６年度の学力向上推進事業について

確認しました。その後、各部会に分かれ、これまでに作成した基礎学力

の定着を目的とした算数や国語基礎プリントの活用方法、外国語活動か

ら中学校英語科へ円滑に移行するための情報提供、体力向上プログラム

の検証と改善について、今後の取り組み内容や作業日程について話し合

いました。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。続いて生涯学習課お願いします。 

はい。生涯学習課の関係について報告申しあげます。４月５日に富津市

民会館において、青少年相談員連絡協議会総会が行われました。平成２

５年度事業報告及び決算について、また平成２６年度事業計画（案）及

び予算（案）について審議され、承認されました。４月１１日の区長回

覧にて、各世帯に生涯学習情報提供誌を配布し、市民の皆様に生涯学習

への関心と、参加の促進をしております。同日に平成２６年度第１回管

内各市町教育委員会生涯学習課長・室長会議が、君津教育会館で開催さ

れ、平成２６年度県令達事業と関連事業についての説明と、南房総地域

管内市町の、生涯学習関係事業について発表と質疑が行われました。４

月３０日ですが、木更津市中央公民館におきまして、君津地方社会教育

研究会が予定されています。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。続いて体育振興課お願いします。 

はい。体育振興課の報告を申しあげます。４月２日に後ほど報告をさせ

ていただきますが、スポーツ・レクリエーション推進員委嘱状交付式を

５０２会議室で行いました。その後、スポーツ・レクリエーション推進

員連絡協議会総会が同じく５０２会議室で開催されました。総会では、

平成２５年度事業報告が行われた後、役員選出、平成２６年度事業計画

(案)や予算（案）他３議件の審議が行われました。次に、４月５日に総
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小坂委員長 

鈴木館長 

小坂委員長 

合社会体育館において、平成２６年度スポーツ教室の開講式を行いまし

た。今後、１年間、毎週（土曜日）午後７時からバドミントン、ソフト

バレー、インディアカの３種目を実施します。教室には、子どもから高

齢者まで幅広い方が参加しています。次に、４月１５日にスポーツ推進

委員第１回会議が開催され、平成２５年度事業報告及び決算報告の後、

平成２６年度の事業計画(案)や予算（案）について、またＦＴＳ杯争奪

スポーツ大会についての審議が行われました。次に、４月１８日に第１

回君津地区スポーツ推進委員連絡協議会役員会が木更津市民体育館会

議室で開催され、平成２５年度事業報告及び決算報告後、平成２６年度

事業計画(案)や予算(案)他５議件の審議が行われました。次に、４月２

３日に千葉県スポーツ少年団表彰伝達式が５０２会議室で実施され、団

体で吉野ボーイズが表彰されました。その後、富津市スポーツ少年団代

表指導者会議が行われ、平成２５年度事業報告及び収支決算報告が行わ

れた後、平成２６年度事業計画（案）、収支予算（案）の審議が行われ

ました。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。最後に中央公民館お願いします。 

はい。中央公民館から報告いたします。４月２２日、中央公民館多目的

室において、富津市民文化祭２０１４第２回準備委員会会議を開催し、

日程及び参加者・メインテーマ・ポスターの募集などについて検討いた

しました。本年度の市民文化祭は、１０月３１日（金曜日）から１１月

３日（月曜日）、文化の日までの４日間の予定で、総合社会体育館では

１０月３１日から１１月３日まで展示を行い、富津公民館では１０月３

１日に小中学校音楽の集い、２日に子どもまつりを行うほか１日から３

日まで富津公民館・中央公民館・市民会館で芸能祭、催し物、作品展示

などを行う予定でございます。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。教育長報告及び各課報告の中で質問あ

るいは確認したいことがございますか。私から質問させていただきま

す。４月２日に外国後活動・英語科主任会議を開催したとの報告があり

ましたが、小学校の英語活動について、最近小学校５年生の英語ノート

を見せていただきましたが、英語活動について、どのように進めていく
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菊地所長 

小坂委員長 

島田課長 

小坂委員長 

方向か、もう一つ道徳の時間についてどのような方向で進めていくのか

説明していただきたいと思います。 

はい。小学校の外国語活動は主に英語を中心に行っていますが，年間３

５時間、５・６年生に位置づけられています。そして、委員長さんから

お話がありました英語ノート、文科省から配付されているものですが、

を中心にしながら富津市では進めております。そのために、日本人の英

語指導員３名、非常勤職員が、５，６年生の英語活動全てに入り、担任

と連携しながら英語活動を進めています。特に重視しているのは、教育

機器の活用で、大きなテレビ画面に英語ノートを映し、音楽を流したり

体を動かしたりしながら、英語に慣れ親しむようにしています。中学校

の英語教育にスムーズに移行できるように進めております。続きまし

て、道徳教育ですが小学１年生は３４時間、それ以外の学年は３５時間、

年間に位置づけられています。千葉県の指針でも重視されていますが、

富津市でも学校教育の指針の心の教育の第一番目に位置づけ、生命尊重

や適切な判断力を育てる面に重点を置きながら進めています。昨年度は

全ての学校で時数は確保していますが、内容の充実が大切ですので、各

学校とも年度初めの全体計画や年間計画を立てる中で、現在検討してい

るところでございます。以上でございます。 

次に付議議案に入ります。議案第１号富津市社会教育委員の委嘱につい

てお願いします。 

はい。議案第１号富津市社会教育委員の委嘱について申しあげます。３

ページをお開きください。提案理由にもありますとおり、富津市立小中

学校校長会代表の変更に伴い、後任者の推薦がありましたので、委嘱し

ようとするものです。任期は、平成２６年４月２４日から平成２７年３

月３１日までです。以上をもちまして、議案第１号富津市社会教育委員

の委嘱についての説明を終了させていただきます。よろしくご審議くだ

さいますようお願い申しあげます。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。議案第１号について質問がございます

か。無いようですので、議案第１号について承認される方は、挙手をお

願いします。挙手全員ですので議案第１号は、承認されました。続いて
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鈴木館長 

小坂委員長 

今井参事 

議案第２号富津市公民館運営審議会委員の委嘱についてお願いします。

はい。議案第２号富津市公民館運営審議会委員の委嘱について、ご説明

いたします。４ページをお開きください。富津市公民館運営審議会委員

として川名 泰 氏を委嘱するものです。提案理由は、富津市公民館運営

審議会委員の富津市立小中学校長会代表について変更があり、後任者の

推薦がありましたので、社会教育法第３０条第１項及び富津市公民館及

び市民会館の管理及び運営に関する条例第１６条第３項の規定により

委嘱するものです。なお、任期は、前任者の残任期間で平成２７年３月

３１日までです。以上でございます。よろしくご審議くださいますよう

お願い申しあげます。 

はい。ありがとうございました。議案第２号について質問がございます

か。無いようですので議案第２号について承認される方は、挙手をお願

いします。挙手全員ですので議案第２号は、承認されました。続いて議

案第３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お願いします。 

はい。議案第３号について、ご説明いたします。５ページをお開きくだ

さい。本議案は、平成２７年度使用に係る教科用図書について、四市教

育委員会が同一の教科用図書の採択するための規約を制定しようとす

るものです。教科用図書の採択にあたり、千葉県教育委員会は１５の採択地

区を設定しており、本市は君津地方の４市との採択地区となっております。

また、「教科用図書の採択は、前年の８月３１日までに行われなければ

ならない。」と規定されております。それでは、６ページをご覧くださ

い。本規約は１５条で構成され、２５年度の規約と同様の内容となって

おります。第３条で委員を２０名とし、第５条では協議会の具体的な事

務を、（１）で小・中学校で使用する教科用図書 

（２）で小中学校の特別支援教育用の教科用図書 

の採択に関することとしております。第８条では、教科用図書を研究調

査する部会に関し、第１０条には本協議会の事務局を君津市教育委員会

に置くことを、それぞれ定めております。附則としまして、本規約は平

成２６年５月１日から施行し、平成２７年３月３１日限りで、その効力
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小坂委員長 

今井参事 

小坂委員長 

髙梨主幹 

を失うものとする。なお、今年度採択するのは、小学校の教科用図書で

あることを、申し添えます。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。議案第３号について質問がございます

か。無いようですので議案第３号について承認される方は、挙手をお願

いします。挙手全員ですので議案第３号は、承認されました。続きまし

て議案第４号平成２６年度教科用図書君津採択地区協議会委員の選出

についてを議題といたします。富津市教育委員会会議規則第１３条、会

議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他について、委

員長又は委員の発議により、出席委員の３分の２以上の多数で議決した

ときは、秘密会とすることができる。と規定されています。議案第４号

につきましては、人事に関する議案ですので、秘密会としたいと思いま

すが如何でしょうか。賛成の方は、挙手をお願いします。挙手全員です

ので議案第４号は、秘密会とさせていただきます。議案第４号の説明を

お願いします。 

はい。議案第４号について、ご説明いたします。８ページをお開きくだ

さい。平成２６年度教科用図書君津地区採択協議会委員を本協議会規約

第４条第２項に基づき、別紙のとおり、５名の委員を選出しようとする

ものです。以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願い申しあげ

ます。 

はい。ありがとうございました。議案第４号について質問がございます

か。無いようですので議案第４号について承認される方は、挙手をお願

いします。挙手全員ですので議案第４号は、承認されました。次に報告

事項に入ります。報告第１号平成２６年度富津市内中学校修学旅行の計

画についてお願いします。 

はい。報告第１号は、平成２６年度富津市内中学校修学旅行の計画につ

いてです。１０ページから１１ページをご覧ください。富津市内の中学

校５校はすべて５月、６月に修学旅行の実施を計画しています。方面は

すべて関西方面で、期間も２泊３日となっています。現在の時点で不参

加予定はおりません。行き先地の保健所等の衛生監督照会や防災安全対

策の行き先地消防本部への照会等を実施し、生徒の安全対策を取った上
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島田課長 

小坂委員長 

島田課長 

小坂委員長 

島田課長 

で実施したいと考えています。以上です。 

はい。ありがとうございました。報告第１号について質問がございます

か。無いようですので続いて報告第２号平成２６年度富津市青少年問題

協議会委員の委嘱についてお願いします。 

はい。報告第２号、富津市青少年問題協議会委員の委嘱について申しあ

げます。１２ページをお開きください。報告理由にありますように、小

学校代表の石渡 衛氏、中学校代表の木出  幸司氏を富津市青少年問題

協議会設置条例第３条第４項及び第４条第１項により富津市長が委嘱

したものです。なお、任期は前任者の残任期間の平成２６年５月３１日

までの期間です。以上をもちまして、説明を終了させていただきます。

はい。ありがとうございました。報告第２号について質問がございます

か。無いようですので続いて報告第３号富津市社会教育指導員の任命に

ついてお願いします。 

はい。報告第３号、富津市社会教育指導員の任命について申しあげます。

１３ページをお開きください。報告理由にありますように、社会教育指

導員の岩波 正弥氏及び市川 一成氏の任期が、平成２６年３月３１日を

もって満了となりましたので、新たに岩波 正弥氏及び市川 一成氏を平

成２６年４月１日付けで委嘱したものです。なお、任期は平成２６年４

月１日から平成２７年３月３１日までの１年間です。以上をもちまし

て、説明を終了させていただきます。 

はい。ありがとうございました。報告第３号について質問がございます

か。無いようですので続いて報告第４号富津市家庭教育指導員の任命に

ついてお願いします。 

はい。報告第４号、富津市家庭教育指導員の任命について申しあげます。

１４ページをお開きください。報告理由にありますように、家庭教育指

導員であります仲野 いく子氏の任期が、平成２６年３月３１日をもっ

て任期満了となりましたので、新たに仲野 いく子氏を平成２６年４月

１日付けで委嘱したものです。なお、任期は平成２６年４月１日から平

成２７年３月３１日までの１年間となります。以上をもちまして、説明

を終了させていただきます。 
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中後課長 

小坂委員長 

神子課長 

小坂委員長 

神子課長 

小坂委員長 

はい。ありがとうございました。報告第４号について質問がございます

か。無いようですので続いて報告第５号富津市スポーツ・レクリエーシ

ョン推進員の委嘱についてお願いします。 

はい。報告第５号、富津市スポーツ・レクリエーション推進員の委嘱に

ついてご説明申しあげます。１５ページをお開きください。富津市スポ

ーツ・レクリエーション推進員の任期が平成２６年３月３１日をもって

満了することに伴い、新たにスポーツ・レクリエーション推進員を平成

２６年４月１日から平成２８年３月３１日までの２年間について、１６

ページの富津市スポーツ・レクリエーション推進員名簿の成戸 武氏ほ

か３４名に委嘱したものであります。以上をもちまして説明を終わらせ

ていただきます。 

はい。ありがとうございました。報告第５号について質問がございます

か。無いようですので最後に報告第６号後援申請についてお願いしま

す。 

はい。それでは報告第６号後援申請についてご報告いたします。資料の

１７ページをお開きください。平成２６年３月２０日から平成２６年３

月２８日までの後援申請受付分につきましては、次の１８ページ記載の

とおり、ミューズマンドリンアンサンブル 代表 鹿倉
しかくら

 千里
ち さ と

氏他１件を

承認しましたのでご報告致します。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。報告第６号について質問がございます

か。無いようですので次にその他に入ります。何かございますか。無い

ようですので庶務課お願いします。 

はい。それでは、次回の教育委員会定例会議日程でございますが、５月

２９日（木曜日）午後１時３０分から４０１会議室にて開催を予定して

おります。よろしくお願い致します。以上でございます。

はい。ありがとうございました。以上で本日の会議日程は、終了させて

いただきます。 


