
平成２６年１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１月３０日（木）

１３時３０分から１４時０５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 富津市学校給食施設整備の指針（案）に係る提言

について

議案第２号 富津市文化財第８次指定について

○報告事項

報告第１号 富津市青少年問題協議会委員の委嘱について

報告第２号 平成２６年富津市成人式結果報告について

報告第３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、川名教育部次長兼学校教育課長、

藤江教育部参事兼生涯学習課長、 能城庶務課長、丸山庶務課

主幹、髙梨学校教育課主幹、菊地教育センター所長代理、平野

生涯学習課主幹、小柴体育振興課長、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、 神子庶務係長、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  項第  号に該当

（理由）

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

10 会議録（発言の内
容）
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平成２６年１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 

皆さんこんにちは。それでは、平成２６年１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。 

はじめに私から、報告いたします。昨日、千葉県市町村教育委員会連絡

協議会、平成２５年度第２回教育委員研修会が、佐倉市民音楽ホールで

開催され、教育委員の皆さんと渡辺教育長と能城課長とで参加してきま

した。演題は、「地域社会が支える新しい学校像～教育基本法第１３条

めぐって～」ということで、講師は、東京国立近代美術館 館長の加茂

川幸雄氏でした。昔は、学校が知識の宝庫であったが、今や学校環境に

大きな変化が生じており、学校はもはや万能ではない。信頼が揺らいで

いる。「教育的配慮」や「教育の特殊性」を逃げ道にした手法は通用し

ない。求められる学校（教育）評価や質の保証。教師力の確保、学校組

織力の発揮、家庭、地域との連携協力から信頼を回復する必要がある。

学校だけですべての問題は解決できない。「新しい学校像」と「学校支

援」が必要であるという内容でした。「新しい学校像」をめざすものと

して教育基本法第１３条―「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、

教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及

び協力に努めるものとする。」という条文が新設されたのです。社会の

変化に伴い、教育ニーズは多様化、高度化している。学校が責任を負い

きれない課題や要請に対し、「できないことは、できない！」と学校だ

けで抱え込むことなく、外部の専門化に支援を求めることが必要であ

る。そして結びとして①学校と教師が信頼と尊敬を回復できるよう教育

委員会の支援が必要。②学校・家庭及び地域社会が一体となって学校支

援ができるよう、地域の実態に応じた取り組みを期待する。③「新しい

学校」は、地域社会とともにある。と、まとめていました。以上、概略

を報告いたしました。富津市では、学校、家庭、地域との連携協力をお

し進めてきましたが、学校の置かれる環境、条件は個々に異なることを
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小坂委員長 

渡辺教育長 

小坂委員長 

能城課長 

考慮しつつ「新しい学校像」をめざした支援に努力をしていきたいと思

います。委員長報告は、以上です。 

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。各課報告にあるものを含めて、こ

の年末年始も例年同様たくさんの行事がありましたが、委員の皆様には

ご協力いただきありがとうございました。インフルエンザに少し影響さ

れた行事もありますが、今のところ天候にも恵まれ、概ね順調に推移し

ています。５項目目の武道大会は富津ライオンズクラブ主催です。新年

早々の大会として定着し、３３回目になったとのことでした。昨年は総

合社会体育館の工事のために会場確保にご苦労をかけましたが、今年は

例年通り富津中学校と総合社会体育館の２会場に分かれ、柔道が富津

中、剣道・空手・長刀が総合社会体育館で、同時に進行されました。私

は柔道大会の開会式に出席しましたが、県内広い範囲から大勢の参加が

あり、壮観でした。７項目目の出初め式は、今年も成人式との同日開催

でしたが、会場がこれまでの富津公民館から消防防災センターに移さ

れ、訓練棟を使った救出訓練なども行われました。９項目目の記念式典

には連盟役員・指導者・選手など大勢が参加しておられました。他の項

目についてはご覧ください。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

庶務課お願いします。 

はい。それでは庶務課から報告させていただきます。２ページをお開き

ください。先ほど教育委員長から詳しくご報告がございましたが、１月

２９日、昨日ですが、平成２５年度千葉県市町村教育委員会連絡協議会

第２回教育委員研修会が佐倉市民音楽ホールにて開催され、教育委員長

ほか３名の委員さんが出席されました。研修の内容につきましては、東

京国立近代美術館 館長 加茂川幸夫
さちお

氏より 「地域社会が支える新し

い学校像 ～教育基準法第１３条をめぐって～」という演題で、コミュ

二ティスクール等地域の連携などについての講演がありました。つぎ

に、今後の予定でございますが、２月２日（日）に、平成２５年度富津

市教育委員会表彰式が富津公民館にて予定されております。これは昨年
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小坂委員長 

川名次長 

小坂委員長 

菊地所長代理 

小坂委員長 

藤江参事 

同様、生涯学習推進大会の開催前に行いまして、より多くの方々にご覧

いただこうということで計画したところでございます。表彰につきまし

ては、体育功労表彰 個人１３名の方が受賞される予定になっておりま

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。１月９，１０日に教育長室に於

いて、市内１７小・中学校長を対象に、目標申告評価並びに人事異動に

かかる教育長面接を実施しました。これは、各学校の、教育の成果と課

題等の報告、人事異動の要望について面接を開催したものであります。

１月２２日君津合同庁舎に於いて、本市小・中学校長と千葉県教育庁南

房総教育事務所長との一次面接が開催されました。市内小・中学校長は、

この面接で２５年度末人事異動について、教育事務所長に説明・要望を

したところであります。以上であります。 

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。１月１０日、４０１会議にて

第２回富津市学校行事調整委員会を開催しました。各団体から出された

平成２６年度学校関係行事の日程の調整を行いました。１月２２日、４

０１会議室にて富津市校長会長である富津中学校長 木出嵜幸司先生

を講師にお招きして、第３回管理運営研修会を開催しました。富津中学

校での実践を元に、安全安心な学校づくりの大切さや富津市の抱える教

育課題について、具体的で示唆に富む内容でお話しいただきました。１

月２４日、４０１会議室にて生徒指導担当者会議を開催しました。さく

ら教育研究所所長 小澤美代子先生を講師にお迎えして、長欠不登校の

解消を目指してタイプ別の対応の仕方について研修を行いました。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。生涯学習課の報告を申しあげます。１月１８日大佐和地区青少年

相談員連絡協議会及び富津市子ども会育成連絡協議会大佐和支部の共

催による「第４２回大佐和地区新春子ども大会」のかるた大会が大貫小

学校体育館で行われました。当日は、子ども達１１１人、渡辺教育長は
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小坂委員長 

小柴課長 

じめ来賓の皆様・各小学校の先生・保護者・役員の約８９人、合計約２

００人の参加がありました。大会は、団体戦・個人戦が各ブロック別に

実施されました。次に、１月１９日天羽地区青少年相談員連絡協議会主

催による「第３６回天羽地区新年子ども大会」のドッヂボール大会が環

小学校グラウンドで行われました。当日は、子ども達２０９人、吉本県

議、渡辺教育長はじめ来賓の皆様・各小学校の先生・保護者・役員の約

２４１人、合計約４５０人の参加がありました。次に、１月２６日 富

津地区青少年相談員連絡協議会主催による「第４７回富津地区子ども大

会」のドッヂボール・抽選会・チャレンジゲームが総合社会体育館で、

を行われました。当日は、子ども達４６０人、渡辺教育長はじめ来賓の

皆様・各小学校の先生・保護者・役員等の約２３９人の合計約６９９人

の参加がありました。次に、２月２日の日曜日第１４回富津市生涯学習

推進大会を富津公民館にて開催いたします。当日は、庶務課で報告のあ

りました教育委員会表彰式を１２時４５分から行った後、１３時２０分

から推進大会を開催いたします。オープニングセレモニーは、公民館・

市民会館サークルの弥生の会、ロゼラニフラサークル、シェイプアップ

ボクサ３組にお願いしてございます。また、講演は環境・エネルギー問

題の専門であります中部大学総合工学研究所 教授 武田邦彦氏をお

招きし、「うまくいかないことが楽しい」の演題で講演を行います。ご

多忙のこととは存じますが、ご高覧くださるようお願いいたします。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。１月１日に第４３回元

旦歩こう大会が市内３か所にて行われ、最年少は２歳から最高齢は８６

歳まで市内外から３６５人が参集して、すがすがしい朝の陽光のもと歩

き初めを楽しみました。参加者は約５㎞のコースを歩いた後、スポーツ

推進委員によるトン汁や甘酒が振る舞われました。次に１月１２日に第

２６回新春グラウンドゴルフ大会が佐貫運動広場にて開催され１１０

名の参加がありました。参加者の多くは、６５歳以上の高齢者の方で最

高年齢者は８８歳の男性でした。その男性に話を伺ったところ日頃から
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小坂委員長 

鈴木館長 

小坂委員長 

村石館長 

小坂委員長 

藤江参事 

小坂委員長 

川名次長 

健康に留意され毎朝、犬を連れて１時間程度の散歩を行うことや１週間

に３・４回グラウンドゴルフの練習をしているとのことでした。また同

日、第４３回新春バドミントン大会が富津市総合社会体育館にて実施さ

れ小学生・中学生など２８５人が９種目で熱戦が展開されました。以上

でございます。 

はい。ありがとうございました。続いて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。１２月２５日（水）に、第３回

富津市公民館運営審議会を中央公民館多目的室において開催いたしま

した。会議の内容でございますが、平成２６年富津市成人式の実施につ

いてと富津市民文化事業「ふっつ学びの門」の結果及び富津市民文化祭

２０１３の結果を報告いたしました。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。最後に富津公民館お願いします。 

はい。富津公民館から報告いたします。１月１２日（日）に、富津公民

館ホールにおいて、平成２６年富津市成人式が行われました。当日の出

席状況等につきましては、この後の報告事項においてご報告いたしま

す。以上です。 

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。 

すみませんが私から、新春子どもかるた大会、各新年子ども大会のそれ

ぞれの出席率、参加率は、昨年や今までと比較してどの位でしょうか。

はい。毎年出席率等は、同数位でございます。 

はい。分かりました。他に何かございますか。無いようですので、次に

付議議案に入ります。議案第１号富津市学校給食施設整備の指針（案）

に係る提言についてお願いします。 

はい。議案第１号について説明させていただきます。議案第１号をご

説明いたしますので、４ページの「提言書」をご覧ください。提言書

を提出した富津市学校給食運営委員会は、市議会議員、学校医、学校

関係者、保護者の各代表と学識経験者の１０人で構成される組織であ

ります。本運営委員会は、条例の規定に基づき「安全・安心で安定的

な学校給食の提供を確保するため」学校給食の施設・設備の基本的な
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整備方針について審議し、「富津市学校給食施設整備の指針」（案）と

してとりまとめました。議案第１号は、この富津市学校給食運営委員

会から提言として提出された別冊の指針（案）を審議し、「富津市学

校給食施設整備の指針」として制定しようとするものです。学校給食

運営委員会の審議に事務局として同席いたしましたので、その概要を

説明させていただきます。それでは、別冊－「富津市学校給食施設整

備の指針」（案）をご覧ください。本指針（案）は、第２章で学校給

食調理場の現状と課題、第３章で運営委員会での検討内容、第４章で

施設整備の基本方針についてとりまとめております。２ページをご覧

ください。調理場の現状と課題です。給食調理場は、昭和５１年から

６０年にかけ建築された２共同調理場と３単独校調理場があり、現

在、児童生徒に対して日に２００食から１４００食あまりを調理して

おります。施設設備の老朽化、食器類の経年劣化、児童生徒数が減少

するなか、学校給食の「質の確保」「安定供給」「衛生管理基準遵守」

「適正なコストバランス」等の課題を抱えております。４ページをご

覧ください。学校給食運営委員会で検討した給食調理場の整備方針とし

て、第一に、学校給食調理場の統合を計画的かつ段階的な整備を行う

必要があり、第１期として、調理場を統廃合し、２共同調理場と１単

独校調理場とする。第２期として、第１期により統合された３調理場

のあり方について検討を行うこと。第二に、地産地消をはじめ、学校

給食を活きた教材として活用できる等、食育の推進を視野に入れた施

設設備として検討すること。第三に、可能な限り食物アレルギーに配

慮できる学校給食のあり方について検討すること。第四に、安全・安

心な給食を安定して提供するための職員配置を行うこと。次に６ペー

ジをご覧ください。施設設備の基本計画として、第１期計画は、平成

２７年４月に富津小学校調理場を大貫共同調理場に統合し、平成２８

年４月に飯野小学校調理場を同じく大貫共同調理場に統合する。これ

に伴い、大貫共同調理場を改修し整備する。第２期計画は、１案とし

てすべての調理場を統合するために新規に共同調理場を建設し１共

同調理場体制とする。２案として既存の２共同調理場体制とする。本
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小坂委員長 

池田委員 

小坂委員長 

藤江参事 

２案について本市のより望ましい給食調理場のあり方について検討

を行う。以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願い

申しあげます。 

はい。ありがとうございました。議案第１号について質問がございます

か。 

はい。学校給食運営委員会の皆さんは、何度か会議を重ねて審議した結

果、出来た提言書だと思いますので、このとおり進めていただければと

思います。袖ケ浦市は、今年度秋に今まである２つの調理場を廃止して、

新規に調理場の建設が始まっていると思います。木更津市は、平成２１

年に新しい共同調理場がすでに稼働しております。君津市は、３つの調

理場が現在あり、富津市と同様でだいぶ老朽化が進んで、給食の稼働率

が半分程度という状況だと思いますが、平成２８年度に新しい共同調理

場の策定が決まったということを聞いております。富津市は他市と比較

して、ランニングコストが高くなってしまい、調理数が少ないですから、

食材の原価が高くなると思いますが限られた予算の中で、効果的な事業

を進めていただきたいと思います。くれぐれも食の安全・安心がそこな

われたり、給食の質の低下があったりしないようにお願いします。要望

ということでよろしくお願いいたします。 

はい。感想と要望ということですが、他に何かございますか。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。続いて議案第２号富

津市文化財第８次指定についてお願いします。 

はい。議案第２号富津市文化財第８次指定について、ご説明いたします。

５ページをお開きください。提案理由にありますように、平成２５年１

２月４日付けにて文化財審議会に市指定文化財にしたい旨を諮問した

ところ、平成２５年１２月１１日付けにて指定することの答申がされま

した。よって、富津市教育委員会行政組織規則の規定により、議決を求

めるものです。内容につきましては、６ページの調査票をご覧いただき

たいと思います。 

名 称 竹岡三柱神社の木遣り獅子舞 
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小坂委員長 

藤江参事 

小坂委員長 

村石館長 

所 在 地 富津市竹岡 

伝 承 者 竹岡三柱神社木遣り獅子舞保存会 

区   分 無形民俗文化財 

指定基準 千葉県下に類例の少ない木遣り唄を歌いながら練り歩く行

道獅子舞でございます。以上をもちまして、議案第２号富津市文化財第

８次指定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。次に報

告事項に入ります。報告第１号平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１号富津市青少年問題協議会委員の委嘱について、ご説明

いたします。７ページをお開きください。報告理由にありますように、

民生委員・児童委員の改選により、新たに中山健二氏が就任されました

ので、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項の規定

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。以上でございます。 

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号平成２６年富津市成人式結果

報告についてお願いします。 

はい。富津公民館より、成人式の結果について報告申しあげます。９ 

ぺージをご覧ください。平成２６年富津市成人式は、１月１２日(日) 

に富津公民館ホールで行われました。午後１時１５分に受付を開始し、

午後２時に、予定どおり開式となりました。式典は、天羽地区出身の大

南祥悟さんと千倉彩音さんの司会進行により進められました。 高橋副

市長の「開式のことば」に続き、大佐和地区出身の八木下大智さんの指

揮、同じく大佐和地区出身の白井瑛美さんのピアノ伴奏で国歌を斉唱 

し、「主催者代表あいさつ」へと進みました。佐久間市長の「主催者代
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小坂委員長 

能城課長 

表あいさつ」の後、来賓祝辞、浜田衆議院議員は沖縄への公務（名護市

長選挙）のため欠席でございましたが、秘書の三木千明さんからご祝辞

を頂き、続いて、吉本県議会議員並びに平野市議会議長よりご祝辞をい

ただきました。次に招待者の紹介を、私から行いました。次に、祝電の

披露ですが、今回、浜田議員からのお祝いメッセージを私が代読いたし

ました。次に、式典のメインである「成人としての意見」の発表が行わ

れ、新成人の代表５名が登壇しました。 

富津地区の森 健太郎さんは「二十歳の誓い」、 

大貫地区の水上直人さんが「新成人として」、 

佐貫地区の萩野雄大さんが「成人式を迎えて」、 

天羽地区の谷口香菜子さんが「人との がり」、

峰上地区の石井佑梨奈さんが「新たな一歩」のタイトルで、それぞれ

発表していただきました。そして、発表終了後、「新成人に贈ることば」

を大貫中学校生徒会長の鈴木海斗さんに述べていただきました。次に、

私から、「二十歳への手紙」の紹介並びに後日、記念写真と一緒に郵送

する旨をお話しいたしました。最後に、渡辺教育長の「閉式のことば」

を結びに、式典を終了し、記念写真の撮影へと移りました。当日の出席

状況でございますが、本年の新成人該当者数は５０４名で、その内、出

席者は３８９名、欠席者が１０３名で、出席率は７７．２％（市内住民

登録者７４．６％）でした。また、案内状をお送りした招待者につきま

しては、招待者２２１名に対し、出席者は７５名、欠席者が１４６名で、

出席率は３３．９％でした。なお、家族等の参観者数は約１３０名でし

た。当日は、天候にも恵まれ、盛況のうちに無事成人式を終えることが

できました。関係者の皆様のご協力に、心より感謝を申し上げ、報告と

させていただきます。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、続いて報告第３号後援申請についてお願いしま

す。 

はい。それでは報告第３号後援申請についてご報告いたします。資料の

１０ページをお開きください。平成２５年１２月５日から１月１７日ま
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能城課長 

小坂委員長 

での後援申請受付分につきましては、次の１１ページから１２ページに

記載のとおり、君津地方教育書道研究会 君津地方教育研究会書写部会

会長 鈴木正美氏外７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す。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、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、２月

２０日（木）午後１時３０分から、今回と同様、市役所４階４０１会議

室にて開催を予定しております。よろしくお願いいたします。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。 


