
平成 27 年 10 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 27 年 10 月 29 日（木）

10 時 00 分から 10 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

○報告事項

報告第１号 後援申請について

５ 出席者名

宮田委員長、池田委員長職務代理者、榎本委員、小坂委員、

渡辺教育長、能城教育部長、今井教育部参事兼学校教育課長、

神子教育総務課長、須藤学校教育課主幹、菊地教育センター所

長、竹谷教育センター主幹、中後生涯学習課長、山口公民館長、

刈込教育総務課長補佐、森川教育総務課主事

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 (理由)

８ 傍聴人数 ０人 （定員 ６人）

９ 所管課
教育部教育総務課庶務係

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 27 年 10 月富津市教育委員会定例会議 会議録

発 言 者 発 言 内 容

宮田委員長

小坂委員

宮田委員長

おはようございます。大阪府や千葉県など 20 の県の県立小中学校で校舎

の外壁のひび割れや、火災報知器が作動しない不備を１年以上補修せず

にいたケースが、延べ４万件近くあったということを最近目にしました。

多くは財政難を理由としているようです。富津市も財政難ですし、校舎

等の老朽化が進んで、補修の必要な箇所は数多いと思います。この教育

委員会の会議の中でも修理という言葉がよく出てきます。修理という言

葉が頻繁に出るということは裏を返せば、富津市では不備な点を放置し

ていないということだと思います。今後も子どもたちのために安全な環

境を整えていっていただきたいと思います。それでは、平成 27 年 10 月

の富津市教育委員会定例会議を始めます。まず、委員長報告ですが、10

月 12 日にふれあいスポーツフェスタ、15 日に青堀小学校の教育長訪問

に参加させていただきました。まず、スポーツフェスタですが、昨年と

は打って変わった好天の元、気持ちの良い汗を流された方が多かったと

思います。規模が縮小されたわけですけれども、オリンピックのように

種目を増やすのも良いですが、市民の皆さんが同じ場所に集まって楽し

い一日を過ごしたということだけで十分「ふれあい」という意義がある

のではないかと思います。次に教育長訪問ですが、私は、毎回、授業を

見させていただくことを大変楽しみにして伺っています。先生方がどの

ように授業を進め、それに子どもたちがどのように反応するのかを興味

深く拝見しています。今回は市内の小学校で最も児童数の多い青堀小と

いうことで二時限で 27 教室、保健室を含めると 28 教室を廻るという過

密スケジュールでした。校長先生からも、「短い時間で申し訳ありません」

という言葉をいただきました。確かに、もう少し授業展開を見たいと思

いながら移動をせざるを得ない場面が少なからずありました。授業参観

だけが目的ではないので仕方の無いことではありますけれども、もう少

しゆっくり見たかったというのが私の正直な感想です。委員長報告は以

上です。本日の会議録署名委員の指名ですが、小坂委員お願いします。

はい。

それでは、教育長報告をお願いします。
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渡辺教育長

宮田委員長

今井参事

はい。資料１ページをお開きください。１項目目は、本市の友好都市甲

州市で、合併前の勝沼町の頃から行われている行事です。市長の代理で

出席しました。今年は富津市職員親和会もバス２台で参加していました

し、君津市から来られた方が声をかけてくださるなど、市外県外からの

方を含め大勢の方が楽しんでいました。会場の周囲にはテントを張って

朝からワインを楽しむグループがいくつもあり、例年通り大変盛況でし

た。２項目目は、文化協会に加盟する書道サークルの展覧会です。今年

も会場で子どもたちによる席書が行われ、審査の後、表彰式で、市長賞、

市議会議長賞などとともに教育長賞を贈りました。３項目目、富津市出

身１,340人の戦没者追悼式が、今年も厳粛な雰囲気の中で行われました。

４項目目の市民委員会では、夏の事業仕分けで市民判定人を務めた市民

が４つの分科会に分かれて会議を重ねておられ、今回が５回目です。主

に子育てに関する議論を傍聴しました。５項目目の敬老会は一年おきに

開かれています。会長さんのお話では、70 歳以上の方９百数十人に招待

状を送り、その３分の１程の方が参加されているのではないかというこ

とでした。婦人会各支部の皆さんや踊りの会、子どもたちなどによる多

くの演目が披露され、終始賑やかで和やかでした。なお、湊婦人会は、

毎年活動で得た収益の中から地域の小・中学校への寄付もしてくださっ

ています。報告は以上ですが、今年も明日の小・中学校音楽の集いを皮

切りに、11 月３日まで市民文化祭が開かれます。ご都合をつけてご参加

ください。私からは以上です。

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。10 月２日に第２回富津市就学指

導委員会を田中ハートクリニックの田中先生以下 10 名の委員の出席を

いただき 401 会議室で開催しました。会議では４名の専門調査員の報告

を基に協議をいたしました。対象者は、就学前児童１名、小学校２年生

２名、４年生１名、６年生５名、中学１年生２名の合計 11 名でした。協

議の結果、特別支援学校への就学を勧める児童１名、特別支援学級への

就学を勧める児童生徒８名、通常の学級で留意観察を続ける児童２名の

判定でした。10 月５日、10 時から市長応接室におきまして、「市長と市
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校長会との教育懇談会」が開かれました。本懇談会は、施設・設備や教

育振興面での課題等、市内小・中学校の現状を理解していただくという

趣旨で校長会代表から市長への説明がありました。10 月 14 日 午前９時

より、天羽中学校を千葉県教育庁南房総教育事務所次長が訪問しました。

天羽中学校は生徒 159 名と市内では生徒数３番目の規模の学校ですが、

校舎内外の環境も整い、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。笑顔で挨拶をする生徒は、先生方の指導の元、授業

に活き活きと取り組んでおりました。先ほど委員長からも報告がありま

したが、10 月 15 日に青堀小学校への教育長学校訪問を実施しました。

青堀小学校は児童 610 名で本市の中では児童数の一番多い学校です。柴

本校長から、学校教育目標として「自ら、進んで、やり抜く子」を設定

し、「一人はみんなのために、みんなは一人のために」を目指し、教育を

推進しているとの説明があり、全学級の授業を参観いたしました。続い

て、10 月 28 日には、佐貫小学校への教育長学校訪問を実施しました。

佐貫小学校は児童 78 名で各学年１クラスと知的特別支援学級１クラス、

自閉情緒学級１クラス、言語通級学級１クラス 計９クラスの学校です。

石渡校長から、学校教育目標として「心と体を磨き合い、自ら伸びよう

とする『佐貫っ子』の育成」をめざし、教育活動を推進しているとの説

明があり、全学級の授業を参観いたしました。10 月５日より就学時健康

診断を実施しております。本健康診断は学校保健安全法に基づき、平成

28 年度に入学する子どもたちが、心身共に健康で入学できるように必要

な助言を行うことを目的に実施しております。本年度より、各学校の授

業時数確保のため、青堀小単独、飯野小会場での飯野小、富津小入学対

象児童の検診、大貫小会場による大貫小・吉野小・佐貫小入学対象児童

の検診、湊小を会場とした湊小・竹岡小・天神山小・金谷小・環小入学

対象児童の検診を実施することとなりました。本日までに、青堀小・湊

小・大貫小各会場での検診が終わりました。11 月に飯野小会場、予備会

場としての大貫小会場での検診を順次実施いたします。なお、入学予定

者は 284 名です。最後になりましたが、教育委員の皆様方には、教育長

学校訪問では、学校概要説明、各クラスの授業参観等に参加していただ

きましたことついて感謝申し上げます。以上でございます。
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宮田委員長

菊地所長

宮田委員長

中後課長

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します。９月 20 日から 10 月 11 日までの土

曜日・日曜日を利用し、君津支部の中学校新人総合体育大会がそれぞれ

の会場で開催されました。団体種目では、野球、男女バレーボール、男

子ソフトテニス、サッカー、男子柔道、女子剣道で富津市の中学校が県

大会出場を勝ち取っています。また個人戦でも、ソフトテニスで３名、

バドミントンで６名、卓球で２名、柔道で６名が県大会出場となり、大

きな成果を収めました。詳しい結果は、お手元の大会結果一覧をご覧く

ださい。９月 29 日、401 会議室にて、第３回の社会科副読本編集委員会

議を開催しました。次回の最終提出に向け、進行状況の確認を行いまし

た。９月 30 日、502 会議室にて、特別支援教育推進チーム会議を開催し

ました。各学校への巡回訪問の結果を情報交換すると共に、今後の特別

支援教育推進上の課題を話し合いました。10 月７日、君津支部中学校駅

伝大会が富津公園で開催されました。強風という悪条件の中、各校の選

手は懸命の走りを見せ、大貫中学校の女子チームが県大会出場を勝ち取

りました。同日、10 月７日、君津地方四市適応指導教室合同高校説明会

が袖ケ浦市民会館で開催されました。富津市からも、適応指導教室在籍

の生徒が保護者と共に参加し、自分自身の進路選択に向け、熱心に話を

聞いていました。10 月８日、特別支援教育連携協議会を 401 会議室にて

開催しました。１学期の巡回訪問や研修会の報告、各機関の特別支援教

育関係の取り組みについて意見交換を行いました。10 月 13 日、教科指

導・学力向上推進委員会議を開催し、今までの取り組みを報告すると共

に、今年度の重点である「書くこと」の指導について、各学校の先生方

の取り組みをアンケート調査することを確認しました。昨日、10 月 28

日には、大貫中学校で富津市中学校新人相撲大会が開催されました。天

候にも恵まれ、各校の選手による、力強い取り組みが多く見られたとの

報告を受けています。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申し上げます。10 月 12 日、市民ふれ

あい公園陸上競技場においてふれあいスポーツフェスタ 2015 が開催さ

れました。教育委員の皆様には、お忙しいところ、ご参加いただきあり
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宮田委員長

山口館長

がとうございました。本年の大会は、委員長のお話にもありましたよう

に大変アットホームな大会になり、また健康づくりについての項目を取

り入れた本大会としては、目標にした体力づくり・健康づくりについて

の意識を家庭に持ち帰っていただけたものと考えております。スポーツ

推進委員、スポーツレクリエーション推進員、青少年相談委員、子ども

会、サッカー協会、野球協会、婦人会などが連携する中で、各団体とも

日頃の成果を十分に発揮していただけた大会になったと思っておりま

す。参加人数は延べ人数ですが 2,780 名でした。10 月 18 日に君津地区

スポーツレクリーエーション祭が君津地区スポーツ推進委員連絡協議会

により君津市民体育館、君津グランドゴルフ場において開催されました。

本大会は７月12日に開催されたFTS杯争奪スポーツ大会などにより各市

から選考された選手により実施されたものであり、ソフトバレーボール、

インディアカ、グランドゴルフが行われ４市の同好の方々が熱戦を繰り

広げておりました。10 月 23 日に千葉市京成ホテルミラマーレにおいて

第６回アクアラインマラソン実行委員会が開催され 2016 大会に向けて

のコース設定などの要項が協議され、本格的に準備が始まりました。次

に 10 月 27 日に 502 会議室において、第５回スポーツ推進委員会議を開

催しました。来る 11 月 23 日に実施を予定している市民ハイキングなど

についてが議題となっております。本年は、志駒自由市場をスタート、

ゴールに、地蔵堂の脇を経由し、もみじロード約６キロを歩きます。休

憩には絞りたての牛乳、ゴール後には豚汁の無料サービスがございます。

また、お手元にチラシをお配りしましたが、第６回富津市バスケットボ

ールフェスタが 11 月 21 日（土）に開催されます。まもなく実行委員会

からご案内があると思いますので、ぜひご来場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。最後に公民館お願いします。

はい。公民館から報告いたします。９月 30 日、富津市民会館研修室にお

いて、平成 27 年度第３回富津市民文化事業「ふっつ学びの門」実行委員

会を開催いたしました。議題として、広報活動について協議いたしまし

た。広報ふっつ 10 月号で開催案内及びチケット販売のお知らせをすると

ともに、市内各施設へポスターの掲示や、10 月の区長回覧で各家庭にチ
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宮田委員長

小坂委員

菊地所長

ラシを配布するほか、房総ファミリア新聞等へ記事を掲載し市外の方に

も周知を図っていくことで承認を得ました。チケットは、10 月 20 日か

ら市民会館、富津公民館、中央公民館、生涯学習課にて販売しておりま

す。皆様に、チラシをお配りせていただきました。10 月の区長回覧で各

戸配布で、配らせていただいたものですが、裏面に座席表がございます。

十分に席はございますので、是非、委員さんにおかれましても、ご観覧

いただきますようご案内させていただきます。以上で公民館からの報告

を終わります。

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。

はい。10 月 13 日、教科指導学力向上推進委員会会議があり、書くこと

に重点を置いて、アンケートを取って進めているという報告を頂きまし

た。学力向上に関連して、お伺いをしたいと思います。昨日、佐貫小教

育長訪問に同行させていただきました。小規模校の利点を最大限に生か

した学校経営がなされていました。子どもたちの学習に取り組む姿が素

晴らしく感動いたしました。小規模校の良さを生かした学校教育目標具

現化の取り組みとして、特に基礎基本の確かな定着というのを目指して

いました。学力向上のポイントは日々の積み上げであるという説明があ

り、毎日、家庭学習の手引きを活用して学校と家庭とで連携を図って継

続をしているということや、朝ドリルタイムに、教育センター作成のド

リルを活用している。それから、言語の学習として、水曜日には、教育

センター作成の国語ドリルを活用している。また、年度末には、漢字・

計算の 50 問テストを継続して行い、成果をあげているということでし

た。質問ですが、教育センター作成ドリルの、市内学校での活用状況と、

市内学校の学習サポートの配置状況を教えていただきたいと思います。

はい。まず、教育センター作成ドリルにつきましては、小学校を中心に

全校に配布しております。各校とも、朝の時間にドリルの時間を設けた

りとか、学習した後で復習に活用したりとか、学習内容が定着するよう

に全部の学校で活用していただいております。特に、国語につきまして

は言葉の面白さ等も感じられるようなドリルになっていますので、音読

の練習に活用している学校もございます。ドリルにつきましては以上で
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小坂委員

菊地所長

今井参事

小坂委員

宮田委員長

榎本委員

す。学習の支援の関係ですけれども、市の方からは、指導補助教員とい

う先生方を５名、６校に配置してございます。小学校で３校、中学校で

３校に配置してございます。小学校では、青堀小学校・吉野小学校・大

貫小学校です。中学校では、富津中学校・大貫中学校・天羽中学校の３

校に配置しております。また、県の方からは、学習サポーターを週３日

４時間の配置がございます。そちらの方は、小学校を中心に富津小学校

と湊小学校と大貫小学校の３校に配置してございます。そのような形で、

特に、きめ細かな指導ということで、その先生方を活用いただいてティ

ーム・ティーチングの指導に入っていただいたり、放課後の採点事務等

の手伝いをしていただいたりしています。以上でございます。

はい。ありがとうございました。では、そういう学習サポートに関して

は、足りているという状況でしょうか。

正直なところを申しますと、各学校からの要望は、どこの学校も手助け

をする先生は必要だと言うことで、要望はいただいております。全部の

要望に応えたいところですが、どうしても優先順位を付け、また全体の

配置バランスを考えつつ、本当に必要な先生は何かと考えながら配置し

ているところです。なかなか全部の学校の要望には応えきれてないとい

うところがあります。

県費負担教員につきましても、少人数指導や、問題行動に対する加配、

それから生徒指導に関する加配等を、富津市から県の方へ要望を出して

おります。小学校では、青堀小学校・大貫小学校、中学校では、富津中

学校・大貫中学校等々に加配という形での職員を配置しておりますが、

今後も課題に応じた職員の加配について県の方にも、さらに要望してい

きたいと考えております。

ぜひお願いしたいと思います。最近、教員数を減らすというニュースが

出ていますけれども、学校現場では、要望があるわけですので、課題に

応じて要望していっていただきたいと思います。ありがとうございまし

た。

他に何かありますか。はい、榎本委員。

はい。10 月５日の「市長校長会懇談会」におきまして、いろいろな話題

が出たと思います。富津市の学校は、今、富津中学校を除けば、かなり
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今井参事

榎本委員

宮田委員長

池田委員

宮田委員長

神子課長

宮田委員長

山口館長

老朽化が進んで傷みが激しい校舎が多いと思うのですが、そのような校

舎の根本的な改修工事の要望等、校長先生の方から議題として要望があ

ったのでしょうか。

10 月５日の市長校長会懇談会につきましては、８月に教育長と校長との

教育懇談会をした上で実施しております。教育長との懇談会の中でも、

施設設備の改修あるいは整備について、当然各学校から要望が出ており

ます。

対処療法的な工事ではなく、根本的な改修となるものが進むと良いと思

います。

他に、ありますか。はい、池田委員。

はい。生涯学習課長から報告のありました、スポーツフェスタについて

ですが、今回は、ウォーキング教室やロコモ対策ストレッチなど、手軽

に出来る健康作り運動を取り入れられており、実行委員の皆さんの創意

工夫が非常に見られた充実した大会であり、良かったのではないかと思

います。ただ、若干気になるのが、参加する方の地域的な偏りです。特

に子どもたち、天羽地区の子どもたちがあんまり参加されていない、そ

こら辺をどうするか、区長さんからの呼びかけであるとか、学校からの

呼びかけであるとか、会場が富津地区ですからなかなか難しいかもしれ

ませんけど、できるだけ全域的に参加ができるような広報の手段をお考

えいただければ有り難いと思います。感想として申し上げました。

他にはよろしいですか。無いようですので、次に報告事項に入ります。

報告第１号後援申請についてお願いします。

はい。それでは報告第１号後援申請についてご報告いたします。資料の

３ページをお開き願います。平成 27 年９月 10 日から 10 月５日までの後

援申請受付分につきましては、次の４ページに記載のとおり、千葉県子

どもの人権懇話会実行委員会代表、岡田泰子氏外６件を承認しましたの

でご報告いたします。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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、次にその他に入ります。何かございますか。は

い、山口館長。

はい。公民館より２件、お話させていただきます。京セラコミユニケー
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宮田委員長

神子課長

宮田委員長

ションシステム株式会社様より寄付金をいただき、富津公民館のトイレ

改修工事を進めておりましたが、10 月 20 日に工事が完了し使用できる

ようになりました。今回、男子トイレ１器、女子トイレ３器を洋式へと

変更いたしました。明日から開催いたします富津市民文化祭 2015 の４会

場のプログラムをお配りさせていただきました。市民が日頃の生涯学習

活動の成果を発表する場でございますので、お時間がございましたら、

是非、会場の方へ足を運んで頂きますようお願いいたします。以上です。

はい。ありがとうございました。富津公民館のトイレの改修と、富津市

民文化祭について、何か質問等ございますか。では、他に何かあります

か。はい、神子課長。

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、11 月

26 日（木）午前 10 時から、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。


