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平成２５年６月富津市教育委員会定例会議会議録 

発 言 者 発 言 内 容 

池田委員長 

小坂委員 

池田委員長 

渡辺教育長 

皆さんこんにちは。大変僭越ですが、私がサラリーマン時代に学んだこ

とを一つお話させていただきたいと思います。私は以前、某会社に勤め

ておりました。私が入社した当時の市場占有率は 60％を越えていまし

た。営業をしていたのですが、何もしなくとも飛ぶように売れていまし

た。しかし、他社が新製品を発売し、それが爆発的なヒットとなるにつ

れて、当社の商品のシェアは坂道を転げ落ちるように低下しだしまし

た。このとき、我々社員の意識を変えるため、ひいては当会社の企業体

質そのものを変革するための本格的な取組が始まりました。その取組の

キーワードとして使われた言葉があります。「アンラーニング」という

言葉です。「アンラーニング」とは、これまで学んだことを意図的に忘

れ、学び直すことを意味します。つまり、これまでの常識や固定概念、

過去の成功体験や前例、慣習といったものをいったん頭の中から拭い去

り、その上で現状を具に観察、分析し、また将来を予測し、新たな仕事

の枠組みや知識を組み込むことが必要という考え方です。今している仕

事のうちには、もしかしたら過去の慣習で続けていることや、あるいは

職場の常識に縛られ、新たな発想で取り組むことができない仕事がある

かもしれません。学んだことを意図的に忘れ、学び直す。「アンラーニ

ング」と「ラーニング」を繰り返し、変化への対応力を高めてまいりま

しょう。それでは、平成２５年６月富津市教育委員会定例会議を始めま

す。委員長報告は特にございません。本日の会議録署名委員の指名です

が小坂委員さんにお願いします。 

はい。 

それでは、教育長報告をお願いします。 

はい。資料１ページをご覧ください。始めに行事関係について報告しま

す。２項目目に芸術祭式典について記載しましたが、第３２回を迎えた

芸術祭自体はこの前日６月１日に開幕し、２２日まで富津市文化協会加

盟の団体が中央公民館・富津公民館・市民会館・市役所ロビーを使って

様々な催し等を行いました。このあと例年同様８月に２日間、富津公園
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野外劇場で夕刻からのコンサートが行われる予定とのことです。その他

の行事については、委員の皆様にご出席いただいたもの等もあります

が、記載をもって報告とさせていただきます。次に議会関係です。教育

委員会に関係する議案１件は小坂委員再任に関するものです。最終日に

議員全員の同意を得ました。今後もよろしくお願いします。一般質問で

は記載の４議員から教育関係の質問を受けました。部長と私の答弁の概

要を報告します。平野議員の質問はすべて教育問題でした。校舎等耐震

化完了後は老朽化対策等に計画的に取り組むこと、危険性などの優先度

に基づいて修繕にも取り組むこと、通学路の安全については関係機関等

との連携に努めること、学校教育の最重要課題は児童・生徒に知・徳・

体の調和のとれた成長を保障することであり、学校が落ち着き、体力・

運動能力が全体的には高水準にある今、そのよさを伸ばしながら学力向

上にも取り組みたいこと、そのために「家庭学習の手引き」の保護者へ

の配布やきめ細かな指導のための指導員の増員などに取り組むこと、体

験的な活動は、総合的な学習の時間が縮減されたことなどによって時間

確保が難しくなっているものの、教育課程全体の中でバランスよく実施

したいこと、いじめの認知件数は減少傾向にあるものの、今後もどこで

もだれにでも起こり得るとの認識を持って対応すること、給食で使って

いる米は１００％富津市産のコシヒカリであり、他の食材も地元産の利

用に努めていること、スポーツ振興の面では各種スポーツ大会の参加者

数について報告するとともに、指定管理者が管理している新富運動広場

の整備については財政状況も含めて検討すること、教育委員会制度につ

いては、現行制度のもとでは、首長から独立した行政委員会の立場や中

立性の重要さを踏まえながら、現場の発想と市長部局との連携を大切に

し、非常勤の教育委員への情報提供等にも努めながら適正な運営に努め

たいことなどについて答えました。松原議員からは生活保護基準引き下

げの就学援助制度への影響を問われましたので、本市においては、今年

度は対象から外れる世帯がないこと、また、今のところ就学援助に関す

る市の基準を変える予定はないことを答えました。岩本議員の学校の防

災機能に関する質問には、現在は「富津市地域防災計画」に基づいて教
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池田委員長 

能城課長 

池田委員長 

川名次長 

育委員会が作成した「富津市小・中学校防災計画（暫定版）」により各

学校の実態に応じた防災計画が策定されていること、全校に防災行政無

線戸別受信機が設置され、災害用備蓄品の配備も始まっていること、今

後は改定が予定されている「富津市地域防災計画」に基づいて取り組む

とともに、防災機能の強化に向けて担当部局と連携していくことなどに

ついて答えました。福原議員の質問には、県内７つの市・町でスポーツ

健康都市宣言に類する宣言が行われていること、宣言に伴う事業の開催

や宣言にふさわしい施設設備の充実、宣言のタイミングなどについて、

財政状況も勘案して検討したいことを答えました。最後になりますが、

一番下に記載した請願２件は、今年度も千葉県市町村教育委員会連絡協

議会をはじめ、小・中・高の校長会・ＰＴＡ・教職員組合など県内の主

要な教育関係団体がこぞって参加する「子どもたちの豊かな育ちと学び

を支援する教育関係団体千葉県連絡会」から提出されたものです。教育

福祉常任委員会の審議を経て、本会議で内閣総理大臣等に宛てた富津市

議会議長名の意見書案が全員賛成で可決されました。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

庶務課お願います 

はい。それでは庶務課から報告いたします。５月 28 日に大貫小学校普

通教室棟（増築棟）耐震補強工事の開札が行われました。株式会社小島

建設が 25,935,000 円で落札しました。工事の概要につきましては、校

舎、鉄筋コンクリート造２階建て、延べ面積 705 ㎡にかかる耐震補強工

事で、壁面ブレース補強２か所、基礎梁増し打ち補強２か所、耐震スリ

ット３か所、その他付帯工事１式です。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。続きまして学校教育課お願いします。

はい。学校教育課から報告いたします。６月３日第１回教科用図書採択

君津採択地区協議会が君津教育会館で開催されました。役員選出後、教

科書採択の流れ等について説明があり、平成 25 年度教科書採択、予算、

今後の予定について協議いたしました。なお、今年度の教科書採択は、

学校教育法附則第 9 条の規定による特別支援学級における教科用図書
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池田委員長 

清水所長 

です。６月 19 日大貫小、大貫中の両校へ千葉県教育庁南房総教育事務

所長が学校訪問しました。両学校とも環境整備も整い、校舎内の清掃も

行き届き、掲示物は教育活動がよく反映されておりました。児童・生徒

の挨拶・笑顔もあり、授業に活き活きと取り組んでおりました。６月

26 日学校給食運営委員会を市役所第２委員会室で開催いたしました。

新委員に委嘱状を公布後、副委員長に大貫小学校柴本校長を選出し、学

校給食費の滞納状況、食材の放射性物質検査を報告したのち、富津市学

校給食施設設備の指針について協議いたしました。同じく６月 26 日南

房総教育事務所管内教頭会議が教育事務所の主催により君津市民文化

ホールで開催されました。総務課、管理課、指導室から各課の業務や不

祥事の根絶、危機管理意識の高揚、人材育成等について説明がありまし

た。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。続いて教育センターお願いします。 

教育センターから報告をいたします。６月５日、富津臨海陸上競技場に

おいて「第 67 回君津支部小中学校陸上競技大会」が開催されました。

中学校は、参加 17 校中、富津中学校が総合２位、天羽中学校が３位、

大貫中学校が４位と健闘しました。３種目で大会新記録が出ましたが、

すべて本市の生徒によるもので、男子走り高跳で大貫中藤平尚真君、男

子 400ｍリレーで大貫中チーム、男子砲丸投げで天羽中山本令央君が、

それぞれ市内大会での自己記録をさらに更新し優勝しました。県大会へ

は、男子 12 名と２チーム、女子３名が県標準記録を突破し、出場資格

を獲得しました。小学校の部では、吉野小学校が参加 12 校中１位とな

り、また、全８競技中６競技で富津市の小学校が優勝するなど健闘が光

りました。６月６日、502 会議室にて「特別支援教育連携協議会」を開

催しました。市内の保育所・小中学校・関係部署から参加者を得て、今

後の取り組みや情報交換を行いました。また、６月 11 日 502 会議室に

て「特別支援教育コーディネーター研修講座」を開催しました。講師に

南房総教育事務所特別支援アドバイザーの鈴木晶子先生を迎え、コーデ

ィネーターとしての学校内外への働きかけ等の役割や、ＫＪ法を用いた

実践交流会などの演習で、有意義な研修となりました。６月 18 日佐貫
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池田委員長 

藤江参事 

池田委員長 

小柴課長 

小学校にて、19 日には富津中学校にて「南房総教育事務所指導室計画

訪問」が行われました。佐貫小では、子ども達が先生方を信頼している

様子が伺え、さらに熱心な授業への取組から、もっともっと高いレベル

の要求をしても良いのではというご指導をいただきました。富津中で

も、生徒と教師の人間関係が良好で、とても落ち着いて学習に取り組ん

でいることから、学習内容の基礎から応用までを段階的に提示し、理解

を深めて欲しいというご指導をいただきました。６月 20 日には、指導

補助教員等を対象に 302 会議室で研修会を開催しました。講師として、

前畑沢中学校長の菅野清次先生をお招きし、学級経営や道徳の授業づく

りの基礎・基本、さらに２週間後に迫った教員採用試験時の面接や模擬

授業での心得など、具体的で有益な内容の講話をいただきました。６月

21 日、502 会議室にて第１回管理運営研修会を開催しました。小中学校

の教頭・教務主任を対象とし、渡辺教育長より「富津市の教育課題」と

いうテーマでご講演をいただきました。教育センターの報告は以上でご

ざいます。 

はい。ありがとうございました。続いて生涯学習課お願いします。 

はい。生涯学習課の各課報告を申しあげます。６月 24 日に第２委員会

室で、平成 25 年度第１回富津市生涯学習推進協議会が開催され、会長、

副会長の選出と第 14 回富津市生涯学習推進大会の開催について協議を

行いました。会長には大野泰代氏が、副会長には平山悟氏と十川敬三氏

が選出されました。また、推進大会の日程が来年の２月２日の日曜に決

まりましたが、講演の講師等の大会の詳細につきましては、10 月末予

定の会議にて決定いたします。次に、先ほど第 48 回君津地方社会教育

推進大会開催の資料をお配りいたしましたが、来月の７月 13 日の土曜、

新日鐵住金（株）君津製鐵所本館におきまして、秋津コミュニティ顧問

岸裕司氏をお招きし、「学校を拠点とした元気コミュニティづくり」と

題した講演がおこなわれますので、後ほどご覧いただきたいと思いま

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。体育振興課の関係について申しあげます。６月６日に 502 会議室
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池田委員長 

鈴木館長 

池田委員長 

須山館長 

におきまして、ふれあいスポーツフェスタ実行委員会委嘱状交付式と第

１回会議が行われました。委嘱状交付式では、佐久間市長から 28 人の

実行委員に委嘱状を交付いたしました。その後、会議が開催され、委員

長にはスポーツ推進委員の嶌津澄夫氏、副委員長にはスポーツレクリエ

ーション推進員の宮内和男氏と連合婦人会の大野泰代氏が選出されま

した。今後、スポーツフェスタ開催に向け検討していきます。次に６月

８日、佐貫運動広場において「県民の日」記念第 30 回グラウンドゴル

フ大会が 122 名の方が参加し実施されました。一般男子の部では、優

勝・斉藤健さん、準優勝・溝口辰夫さん、３位・宇山寅雄さん、一般女

子の部では優勝・岩澤けい子さん、準優勝・周東汨子さん、３位・宮田

美恵子さんでした。参加者は好天に恵まれいい汗を流していました。次

に６月９日に総合社会体育館におきまして「県民の日」記念第 30 回バ

ドミントン大会が小学生 31 名、中学生 213 名、一般８名、計 252 名の

参加があり、熱戦が展開されました。次に６月 23 日に総合社会体育館

におきまして、スポーツ・レクリエーション推進員によるニュースポー

ツ普及研修会が実施されました。この研修会は、地域におけるスポーツ

レクリエーション活動の普及振興及び市民の体力づくりを図るため、新

しいペタンクという競技の研修会を開催しました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。続いて中央公民館お願いします。 

はい。中央公民館より報告いたします。５月 31 日に中央公民館多目的

室におきまして、平成 25 年度君津地方公民館運営審議会委員連絡協議

会定例総会が開催されました。総会において役員の改選について審議さ

れ、富津市公民館運営審議会委員長の宮﨑和子氏が君津地方公民館運営

審議会委員連絡協議会会長に選出されました。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。最後に市民会館お願いします。 

はい。市民会館からは、平成 25 年度第２回富津市民文化事業「ふっつ

学びの門」実行委員会についてご報告いたします。会議は、６月６日木

曜日午前 10 時から市民会館多目的ホールにおいて開催されました。こ

の事業は隔年で実施されるもので、平成 25 年度が実施年度となります。

実施事業につきましては、株式会社タオ・エンターテイメントが公演す
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池田委員長 

小坂委員 

小柴課長 

池田委員長 

高梨主幹 

池田委員長 

高梨主幹 

池田委員長 

藤江参事 

る「ドラム・アート・パフォーマンス（アート・オブ・ザ・ドラム）」

で決定し、開催日を 11 月 19 日火曜日、会場を富津公民館、午後６時

30 分開演、チケット販売単価につきましては、検討中です。市民への

周知ですが、広報ふっつ８月号及び市ホームページに掲載いたします。

またチケットは８月 20 日から３館及び生涯学習課において一斉に販売

を開始するスケジュールで進めております。以上ご報告いたします。 

はい。ありがとうございました。教育長報告並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。はい。小坂委員。 

体育振興課の各課報告で、６月 23 日のニュースポーツ普及研修会の報

告の中で、ペタンクと言ってましたが、ペタンクとはどのようなスポー

ツなのか教えて頂きたい。 

昨年度までは、ドッチビーという競技を研修会等で推進してきました

が、今年度は新しくペタンクという競技を推進することになりました。

ペタンクという競技は、地面に描いたサークルから目標球にテニスボー

ルより少し大きめのボールを６個づつ投げて相手より目標球に近づけ

ることで得点を競うものです。 

各課報告からではないのですが、６月に運動会が各学校で行われまし

た。今年は急に６月開催が多くなってきたように思いますが、何校が６

月開催になりましたか。 

12 校中７校です。ちなみに今年度秋開催から春開催に変更した学校は

１校です。 

学校の現場としては、行事の組みやすさだとか、春開催の傾向にあるの

でしょうか。 

一つは熱中症対策があると思います。小学生の体力がということもある

と思います。また、地域行事の関係や学校の事情とか色々あると思いま

す。昔と違って９月が暑いので第一は熱中症対策だと思います。６月開

催ですと５月末から準備となりますことから。 

はい。ありがとうございました。次に報告事項に入ります。報告第１号

富津市生涯学習推進協議会委員の委嘱について説明願います。 

はい。報告第１号、富津市生涯学習推進協議会委員の委嘱について申し
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上げます。３ページをお開きください。報告理由にありますように、平

成 25 年６月３日をもって、富津市生涯学習推進協議会委員の任期が満

了となりましたので、能城美佐子他 19 名を富津市生涯学習推進協議会

設置要綱第３条第２項及び第４条の規定により、平成 25 年６月４日付

けで新たに富津市長が委嘱したものです。なお、任期は、平成 25 年６

月４日から平成 27 年６月３日までの２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号後援申請について説明願いま

す。 

はい。それでは５ページ、報告第２号後援申請につきましてご報告させ

て頂きます。平成 25 年５月２日から６月 13 日までの後援申請受付分に

つきましては、６ページから８ページに記載のとおり袖ヶ浦市音楽協会

会長井上善義氏他 19 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２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。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、７月

25日木曜日午後１時30分から市役所５階の 502会議室にて開催を予定

しております。よろしくお願いします。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。本日の会議日程は、終了させていただ

きます。 


