
平成２６年６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６月２６日（木）

１３時３０分から１３時５５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 富津市学校給食運営委員会委員の委嘱及び任命に

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及び任命に

ついて

報告第２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、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 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）

別紙のとおり
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平成２６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 

小坂委員長 

榎本委員 

小坂委員長 

渡辺教育長 

皆さんこんにちは。今月の１１日、学制改革を議論している政府の教育

再生実行会議は、９年間の義務教育を一体として実施する｢小中一貫教

育学校｣（仮称）の制度化を求める提言素案を示しました。幼児教育を

段階的に無償化し、義務教育を５歳児から行うことの検討も要請しまし

た。早ければ２０１６年度から制度導入されるようです。この素案は、

子どもの発達の早期化や小学１年生が学習に集中できない｢小１プロブ

レム｣、中学進学後に不登校が増える｢中１ギャップ｣などの課題を挙げ、

戦後約７０年続く｢６・３・３・４｣の学制を見直す時であると指摘しま

した。そして、新制度は設置主体である市町村が地域の特性に応じて選

択できることとし、９年間のカリキュラムも市町村の判断で｢４・３・

２｣や｢５・４｣などに柔軟に区切られるようです。この学制改革案は今

後どのようになるのでしょうか。「小中一貫教育」については、先通り

する形で、東京都品川区などの９６０校で小・中学校が連携する取り組

みが特例として導入されています。 私も参観に行ったことがあります

が、中１ギャップの解消などの成果が報告されています。幼児教育の無

償化については財源のメドがなく、実現が最も難しいとされています。

肝心なのは現場の子どもたちや教師、学校関係者の声を大切にした、よ

り良い「学制」でなくてはなりません。今後の動向を注視していきたい

と思います。それでは、平成２６年６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、榎本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。資料１ページをご覧ください。はじめに行事関係です。２項目目

の芸術祭については前回の会議でも触れましたが、明日まで１階市民ホ

ールで開かれている書道展が終わると一区切りとなり、あとは８月の富

津公園コンサートを残すのみになるとのことです。３項目目の防災講演

会は、市の主催で、陸上自衛隊第一ヘリコプター団団長で木更津駐屯地
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司令の田中重伸氏から、「リーダーとしての心構え」と題した講演をい

ただいたものです。市職員・区長・消防団員等３００人を超える大勢の

参加がありました。５項目目の明るい選挙推進協議会では、市の行財政

改革の方向に沿って、委員の定数を現在の３８名から１５名にするなど

の規約改正が行われました。定数削減により、これまで教育委員から２

名だった委員が、今年度７月から代表１名となります。その他、委員の

皆様にご出席いただいた行事などもありますが、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

は宮田委員再任に関するものです。最終日に出席議員全員の賛成で同意

されました。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。佐久間議員の総合社会体育館トレーニングルームに関する質問に

は、トレーニング機器が一部を除き利用不可能な状態にあるため、ホー

ムページの写真の差し替えなどを行うとともに、今後、経済性も考慮し

てトレーニングルームの活用について検討する旨答えました。岩本議員

の、ＡＥＤ取り扱いの講習に関する質問には、全員参加の学校と未受講

者を対象としている学校の違いはあるものの、毎年全学校で行っている

旨答えました。松原議員の教育委員会制度に関する質問には、この時点

では国会審議中であったため、その動向を注視するとともに、法案の正

否に関わらず今後も市長部局との連携を大切にすることや、全国学力学

習状況調査結果の学校別公表は考えていない旨答えました。また就学援

助制度に関する質問については、受給実態について答えるとともに、認

定基準の引き上げや支給項目の追加等については現状では難しいこと、

制度の周知に今後も努めることや、民生委員の意見で認可されなかった

例はないことなどについて答えました。渡辺議員からは、これからの組

織管理に関連して新しい教育委員会制度下での「大綱」や「総合教育会

議」について問われましたが、法案が成立すれば市長部局や関係機関と

連携して遺漏のないよう適切に進める旨答えました。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
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小坂委員長 

今井参事 

小坂委員長 

菊地所長 

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

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１８日、富津中学校へ千葉

県教育庁南房総教育事務所長が学校訪問しました。環境が整った校舎

は、清掃も行き届き、掲示物にも教育活動がよく反映されておりました。

生徒も落ち着いた雰囲気の中で、学校生活を送っている姿が伺われまし

た。多くの教室で教育機器を授業に取り入れており、各教科で真剣に学

習に取り組む生徒の姿がみられました。続いて６月２３日、大貫小学校

へ今年度初めての教育長訪問を実施しました。経営概要説明では、学校

長から、学校教育目標「健康でかしこく社会の変化に進んで対応できる、

心豊かな『大貫の子』の育成」を設定し、「かしこく、やさしく、つよく」

の目指す児童像の育成を目指し、教育を推進しているとの説明があり、そ

の後、全学級の授業を参観いたしました。続いて６月２５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。 

はい。教育センターの報告をいたします。５月３０日は天羽中学校、６

月２日は関豊小学校にて、「南房総教育事務所指導室計画訪問」が行わ

れました。両校とも、訪問を研修の一環ととらえ、学校経営説明、授業

参観、学校として必要な諸帳簿の点検、教科ごとの分科会、全体講評等

により指導を受けました。生徒や児童は大変落ち着いており、教職員と

の関係も良好であるとの評価をいただきました。今後、課題について思

考したり、自分の意見を表明したりする学習への改善について、指導を
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小坂委員長 

島田課長 

受けました。６月４日、ふれあい公園臨海陸上競技場において「君津支

部小中学校陸上競技大会」が行われました。中学校の学校対抗では、富

津中学校が総合第２位。大貫中学校が総合第３位となりました。個人で

は、男女あわせて３名が県標準記録を突破し、県大会出場の資格を獲得

しました。小学校では、男子１００ｍで大貫小、女子８００ｍで湊小、

女子８０Ｈで青堀小、女子４００ｍリレーで富津小の児童が優勝するな

ど、大健闘でした。６月５日、４０１会議室にて「特別支援教育連携協

議会」を開催しました。平成２６年度の富津市の特別支援教育の取り組

みを提案すると共に、市内の保育所・小中学校・関係部署の取り組みに

ついて、情報交換を行いました。６月１１日、４０１会議にて「特別支

援教育コーディネーター研修会」を開催しました。講師に県立君津特別

支援学校の高尾良子先生を迎え、「特別支援コーディネーターの役割」

について研修を行いました。６月１９日、４０１会議室にて、「指導補

助教員等研修会」を実施しました。講師は、前天羽中学校校長の市川一

成先生でした。学級経営の要諦として、最初の３日のルール作りが大切

であること、絶えず子どもにつくこと、授業の力をつけるために、いい

授業を進んで見に行くこと等のお話を伺いました。また、正式な教員を

目指している受講者に、面接等の心構えなどもお話しいただきました。

６月２０日、５０２会議室にて「管理運営研修会」を実施しました。講

師は、教育長にお願いし、富津市の教育課題についてお話しいただきま

した。学校の現状や富津市の現状に触れながら、忙しい学校現場におい

て「形」から「実」をとることの大切さ、子どもも教員も、本物の姿で

向き合うことの必要性などをお話ししていただきました。６月２５日、

袖ケ浦市臨海スポーツセンターにて、君津支部中学校水泳記録会が開催

されました。本市の中学校からも多くの生徒が参加し、自己記録更新を

目指して一生懸命競技していました。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。生涯学習課の関係について報告申しあげます。６月１９日に市役

所５０２会議室で、平成２６年度第１回富津市社会教育委員会議が開催
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小坂委員長 

中後課長 

され、「平成２６年度富津市社会教育事業について」審議されました。

６月２１日（土曜日）いち川会議室におきまして、平成２６年度富津市

ＰＴＡ連絡協議会主催の表彰式が行われ、小坂委員長、教育長、教育部

長出席のもと５０名の方々が表彰されました。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。６月６日に５０２会議室にお

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

会議が開催されました。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

１３日、群馬県総合スポーツセンターにおいて平成２６年度関東スポー

ツ推進委員研究大会群馬大会が開催され、木村保史会長をはじめ６名の

スポーツ推進委員が出席、また事務局からは佐野課長補佐が同行いたし

ました。席上、島津澄夫スポーツ推進委員が２７年に及ぶ委員歴を評価

され、関東スポーツ推進委員協議会功労者表彰を受賞されました。千葉

県では１１５名が出席し、１１名の方々が受賞されております。次に６

月１４日、佐貫運動広場において「県民の日」記念第３１回グラウンド

ゴルフ大会が１１３名参加し、開催されました。各地区より参加した

方々が好天に恵まれいい汗を流し、和気あいあいと過ごされておりまし

た。次に６月１５日に総合社会体育館におきまして「県民の日」記念第

３１回バドミントン大会が小学生２８名、中学生２２２名、一般８名、

計２５８名の参加があり、熱戦が展開されました。次に６月２２日に富

津中学校武道場におきまして、第２１回ＦＴＳ杯争奪少年柔道大会が、

団体戦１５チーム、個人戦小学１・２年生の部１７名、小学３・４年生

の部１７名、小学５・６年生の部３３名、中学１年男子の部１９名、中

学２年男子の部３３名、中学３年男子の部３２名、中学女子の部１８名、

合計１６９名の方が参加し実施されました。こちらも、日頃の練習の成

果を十分に発揮し、熱戦を繰り広げ、体育活動を通じ健やかに成長する
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小坂委員長 

鈴木館長 

小坂委員長 

中後課長 

小坂委員長 

中後課長 

小坂委員長 

今井参事 

児童・生徒の姿がうかがえます。また、目標を同じくする他校選手との

交流も活発に行われておりました。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。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。５月３０日、中央公民館多目的

室において、平成２６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。富津市教育長による来賓祝辞のあと、平成２

５年度事業報告及び決算報告、平成２６年度事業計画（案）及び予算（案）

について審議が行われ、原案どおり承認されました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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、私から質問させ

ていただきます。県民の日の事業として、グランドゴルフ大会・バトミ

ントン大会、それから県民の日の事業では無いのですが、柔道大会とか

これは、例年と比較してどうでしょうか。 

はい。若干多かったと記憶しております。 

このような事業は、どういうふうにして参加を多く受けられているの

か、教えていただきたいと思います。 

はい。県民の日のグラウンドゴルフ大会・バドミントン大会につきまし

ては、市広報又はホームページなので募集しております。また、グラウ

ンドゴルフ大会につきましては、連盟などを通じまして募集をしており

ます。また、バドミントン大会につきましては、小学校・中学校の先生

や顧問の先生にお願いしまして、参加をお知らせいたしております。バ

ドミントン大会につきましては、市外の方の参加も多くなっておりま

す。ＦＴＳ柔道大会につきましては、中学校の校長先生や顧問の先生に

もお知らせをしているところでございます。 

はい。ありがとうございました。他にございますか。無いようですので、

次に付議議案に入ります。議案第１号富津市学校給食運営委員会委員の

委嘱及び任命についてお願いします。 

はい。議案第１号富津市学校給食運営委員会委員の委嘱及び任命について

は、富津市教育委員会は、平野政博氏外１０名の方に委嘱及び任命をしたい

と思います。なお、任期は、平成２６年７月１日から平成２８年６月３０日
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小坂委員長 

島田課長 

小坂委員長 

神子課長 

小坂委員長 

神子課長 

までの２年間です。これは、富津市学校給食運営委員会委員の任期が、平成

２６年６月３０日をもって満了となるため、新たに各団体より委員の推薦が

ありましたので、富津市学校給食調理場の設置等に関する条例第８条の規

定、委嘱及び任命するものです。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

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。次に報

告事項に入ります。報告第１号富津市青少年問題協議会委員の委嘱につ

いて説明をお願いします。 

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申しあ

げます。４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

２６年５月３１日をもって、富津市青少年問題協議会委員の任期が満了

となりましたので、渡辺 務氏ほか１７名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条の規定により、新たに富津市長が委嘱し

たものです。なお、任期は、平成２６年６月１日から平成２９年５月３

１日までの３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をお願

いします。 

はい。それでは報告第２号後援申請についてご報告致します。資料の６

ページをお開きください。平成２６年５月１４日から６月９日までの後

援申請受付分につきましては、次の７ページから８ページに記載のとお

り、株式会社 千葉日報社代表取締役社長 萩原 博氏外１１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。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、７月

３１日（木曜日）午後４時００分から、今回と同様、市役所４階、４０
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１会議室にて開催を予定しておりますので、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。 


