
平成２７年３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３月２６日（木）

１４時３０分から１５時３２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 富津市教育委員会行政組織規則の一部を改正す

る規則の制定について

議案第４号 富津市教育委員会公告式規則の一部を改正す

る規則の制定について

議案第５号 富津市教育委員会会議規則の一部を改正する規則

の制定について

議案第６号 富津市教育委員会会議傍聴人規則の一部を改正

する規則の制定について

議案第７号 富津市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令

の制定について

議案第８号 富津市教育委員会事務決裁規程の一部を改正す

る訓令の制定について

議案第９号 富津市教育委員会公印規則の一部を改正する規則

の制定について

議案第10号 富津市教育委員会の所管に係る富津市個人情報保

護条例施行規則の一部を改正する規則の制定

について

議案第11号 富津市小学校及び中学校管理規則の一部を改正

する規則の制定について

議案第12号 富津市学校給食調理場管理運営規則の一部を改正

する規則の制定について

議案第13号 富津市教育委員会事務局部職員の職の設置に関す

る規則の一部を改正する規則の制定について

議案第14号 富津市公民館及び市民会館の設置及び管理等に

関する条例施行規則の一部を改正する規則の制

定について

議案第15号 富津市公民館及び市民会館に勤務する職員の週

休日等に関する規程の一部を改正する訓令の制

定について

議案第16号 富津埋立記念館の設置及び管理に関する条例施

行規則の一部を改正する規則の制定について

○報告事項

報告第１号 富津市教育委員会事務部局職員等の人事異動に

ついて



報告第２号 富津市通学路安全対策協議会設置要綱の制定に

ついて

報告第３号 富津市青少年問題協議会委員の委嘱について

報告第４号 後援申請について

５ 出席者名

榎本委員長、小坂委員長職務代理者、池田委員、宮田委員、

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、森川庶務係主事

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２７年３月富津市教育委員会定例会議 会議録

発 言 者 発 言 内 容

榎本委員長

池田委員

榎本委員長

渡辺教育長

皆さんこんにちは。委員長報告を兼ねてご挨拶を申し上げます。今月

はいろいろなセレモニーがありました。３月８日からは市内小中学校

の卒業式が行われ、子どもたちが友との先生との、そして、在校生と

の別れを惜しんで涙する姿に大変感動しました。そして３月２１日に

関豊小学校閉校記念式典が行われました。明治６年開校という関豊小

学校は、これまで、地域の方々の交流の場であり、防災の拠点であり、

子どもたちが歌声や歓声を響かせた場所でしたが、少子化の影響は避

けられず、その１４１年の歴史を閉じることになりました。閉校式に

出席して、地域の方々の深い想いと、今まで関わってこられた教職員

の皆さんの熱い心を感じて寂しさを禁じえませんが、この統合により、

子どもたちがより良い教育環境で学べるようになると信じています。

そして、４月から子どもたちは環小学校へ通学することになりますが、

新たな出発を心から応援したいと思います。委員長報告は以上です。

それでは、平成２７年３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、池田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２ページをご覧ください。始めに行事関係です。

１項目目は、毎年、市内小・中学校の特別支援学級設置校連絡会とあ

ゆみの会が共催している会です。今年も在校生や保護者・職員が多数

参加し温かいムードでした。なお、記載しませんでしたが、この日に

は、明日全国選抜高校野球大会２回戦に挑む木更津総合高校野球部の

市役所訪問があり、市長とともに対応しました。２項目目・３項目目

もこの時期に毎年開かれています。防火ポスター表彰式は、校内審査

を経て出品されたたくさんの力作の展示とともに行われました。４項

目目に記載した富津市国際交流協会の海外派遣は１年おきに行われて

います。出発の集いはこの日でしたが、実際には今日３月２６日から

４月２日まで、２名の高校生と引率者１名がカールスバッド市を訪れ
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る予定とのことです。５項目目の大会には、市原以南の各地域から、

園児・小学生・中学生が大勢参加していました。３月とは言え裸足の

足には床が冷たいはずですが、子どもたちの元気で凛々しい姿が見ら

れました。６項目目からは今後の予定です。ご覧ください。次に議会

の報告です。記載の教育委員会関係議案は総て可決されました。一般

質問における部長と私の答弁要旨ですが、賢政会代表の平野議員の質

問には、市民の各種スポーツ大会や教室等への参加の実態などについ

て答えるとともに、温暖な気候や都心からの近さ、整った施設や宿泊

施設との信頼関係などにより、様々な大会の開催地や合宿地として、

市外の方にも本市が選ばれていること、また有名チームによるクリニ

ックなども行われており、今後もご協力いただきたいことなどを答え

ました。佐久間議員の質問には、富津市の環境や風土を生かした学習

が大切なことは「富津市学校教育の指針」にも示しており、各学校で

は、限られた時間の中で工夫しながら、それぞれの地域の自然などを

生かした活動に取り組んでいることを、具体例を挙げて答えました。

また、今後も、公教育の使命を自覚しつつ、地域とともにある学校と

して努力する旨答えました。松原議員の質問には、就学援助を受けて

いる児童・生徒の数や、「教育かわら版」などによる制度の周知方法の

現状について答えるとともに、今後、ホームページ掲載内容を工夫し

たい旨答えました。岩本議員の質問１点目、今後の学校施設整備につ

いては、建て替えよりも長寿命化を基本にしながら、老朽度・新たな

教育課題・災害対応などに配慮し、「富津市小・中学校再配置構想」を

踏まえた「学校施設整備基本計画」を策定して計画的に取り組みたい

こと、また、将来、統合の可能性のある学校についても、現に学んで

いる児童・生徒がいることや、統合後の活用を見通した修繕等は必要

と考えていることなどを答えました。２点目の文化財の保護等につい

ては、樹木伐採や草刈り等は、予算と職員が限られている中、地域の

方々にも協力いただいて進めていること、また、説明板の整備・出前

講座・ホームページ等を通して、今後も文化財の普及に努めたいこと

などを答えました。教育長報告は以上です。
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榎本委員長

今井参事

榎本委員長

菊地所長

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。３ページをご覧ください。３

月８日～１９日にかけて、市内小中学校の卒業式が各小中学校で開催

されました。中学校は、３８９名が卒業しました。高校への進学が３

７５名、特別支援学校への進学が６名、就職等が８名となります。小

学校は、３６２名が卒業し、その内の３４８名が公立中学校へ、１３

名が私立中学へ進学となります。続いて３月２１日に関豊小学校閉校

記念式典が、同校体育館にて挙行されました。当日は、来賓に浜田衆

議院議員、吉本県議会議員、中村南房総教育事務所長、市議会議員、

ほか多くの来賓と市内小・中学校の関係者、地元関係者が一同に集ま

りました。会の開催の前には、関豊児童と関豊合唱団による発表があ

りました。式典では、学校長から市長へ校旗の返還の後、市長挨拶に

始まり、１４１年に及ぶ学校の沿革紹介、来賓からの挨拶の後、６年

生児童２名による発表、学校長・ＰＴＡ会長による挨拶により終了い

たしました。また、その後、地元閉校事業検討委員会による「関豊小

学校を語る会」が開催されました。３月２４日平成２６年度修了式が

市内小中学校で開催されました。卒業生を除く児童１５８１人、生徒

６７０人が現学年の修了を認定され、４月５日までの学年末、学年始

め休業に入りました。

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。２月２６日、５０２会議室

にて平成２７年度の外国人英語指導助手（ＡＬＴ）派遣業者選定のた

めのプロポーザルを実施しました。プレゼンテーションには、株式会

社ジョイトーク・株式会社ボーダーリンク・株式会社ハートコーポレ

イション・株式会社インタラックの４社が参加し、結果、株式会社イ

ンタラックと次年度は契約を結ぶことといたしました。３月１０日、

５０２会議室にて、自立支援指導員会議を行いました。配置している

７校の子どもたちの状況を把握すると共に、今年度の活動をまとめ、

次年度の長欠状況の改善に向けて、課題等を話し合いました。３月２
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榎本委員長

島田課長

榎本委員長

中後課長

４日、５０２会議室にて英語指導員会議を行いました。今年度の最後

の会議として、１年間の活動を振り返りながら、次年度の外国語活動

充実に向けて話し合いを行いました。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。生涯学習課から報告を申し上げます。３月１３日、平成２６年

度第２回富津市社会教育委員会議をいち川会議室にて開催しました。

各委員から平成２６年度事業報告として、第４９回君津地方社会教育

振興大会についてのほか、５件の事業について、報告をいただきまし

た。３月２０日に、平成２６年度第２回天然記念物「高宕山のサル生

息地」のサルによる被害防止管理委員会会議が、５０３会議室で開催

され、平成２６年度事業進捗状況及び予算の執行状況について、また、

平成２７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。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。３月１日に富津市で

８回目の開催となります第３７回千葉県民マラソン大会が総合社会体

育館周辺にて実施されました。当日は、曇りの天候で、時折、小雨混

じりの時もございましたが、記録を望むのにはコンディションが良い

とのことで、自己記録を更新したとの投稿も数多くありました。また、

大きな事故もなく無事終了することができました。レースは、ハーフ

マラソンの部が９時３０分にスタートし、以後１０分刻みにレースが

行われました。小中学生の参加する２ｋｍ～３ｋｍのスタートは９時

４０分から１０時２０分の間に順次行われ、ゴール後の救護所などの

様子では、軽い擦り傷などから一生懸命走ってきた様子がうかがえま

した。完走者数は全体で４，５１８人でした。総合社会体育館前では、

地元物産品の販売や富津市観光協会による生海苔の入った味噌汁の無

料提供、全農による焼き餅の提供があり、会場周辺は賑わっておりま

した。また、地元の方々による沿道応援や各種イベントも好評であり、

大会に賑やかさを加えていました。この後、第４回ちば県民マラソン



5

榎本委員長

鈴木館長

榎本委員長

小坂委員

中後課長

小坂委員

中後課長

運営委員会が千葉市で開催され、本年度大会の課題事項の整理を行う

こととしております。次に、３月１９日に千葉市京成ホテルミラマー

レにおきまして、ちばアクアラインマラソン実行委員会第５回総会が

開催されました。総会では、報告事項として平成２６年度事業報告や

収支決算見込及び「ちばアクアラインマラソン」の検証結果などにつ

いて、議事については、平成２８年１０月２３日に開催することなど

について承認され、平成２７年度から再びアクアラインマラソンの準

備が始まることとなりました。

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。２月２７日、中央公民館多目

的室におきまして、第３回富津市公民館運営審議会を開催いたしまし

た。会議の内容ですが、平成２７年度富津市公民館・市民会館の主催

学級・講座の事業計画（案）を説明し、承認されました。また、平成

２７年富津市成人式の結果について報告いたしました。以上でござい

ます。

はい。ありがとうございました。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。小坂委員

はい。各課報告の中の３月１日、千葉県民マラソン大会のことについ

てです。毎年応援に出ています。皆の頑張っている姿が素晴らしいと

思っているのですが、富津市内の児童の参加率がわかりましたら教え

てください。

すみません。数字的には、現在持ち合せてはいませんけれども、市外

の子どもの参加が、プログラムなどから多かったと認識しています。

応援している際に、市内の子どもが見受けられなかったので、できま

したら広報の仕方や、参加を促す方法を考えてほしいと思います。

はい。２０２０年のオリンピックも近づいているので、全体的に市内

のスポーツへの関心を高めていくことも今後重要と考えています。校

長会を通じて、各学校を訪問するなどしていきたいと思っています。

スポーツ少年団の活動や、学校の活動等があるので、難しいところも

ありますが、各学校に協力をお願いしていきたいと思っています。
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小坂委員

榎本委員長

島田課長

榎本委員長

鈴木館長

はい。わかりました。

ほかに、質問あるいは確認したいことがございますか。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ご説明申し上げ

ます。４ページをお開きください。提案理由にもありますとおり、平

成２７年３月３１日をもって富津市社会教育委員の任期が満了になる

ことから、社会教育法第１５条第２項及び富津市社会教育委員に関す

る条例第２条の規定により委嘱するものです。任期は、平成２７年４

月１日から平成２９年３月３１日までの２年間となります。新たに委

員を委嘱する方は、小中学校校長会の伊藤直人氏、老人クラブ連合会

の森田久氏、学識経験者の磯貝順子氏の３名です。そのほかの方々は、

再任でございます。なお、学識経験者のうち３名の方が退職され、後

任に１名の方に委嘱をお願いしようとするものです。したがいまして、

平成２７年度からは委員は１３名となります。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、ご審査くださいますようお願い申し上げます。

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。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。平成２７年３月３１日をもって、富津市公民館運営審議

会委員の任期が満了となりますので、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設置及び管理に関する条例第１６条第３

項の規定により、進藤利男氏から渡辺早苗氏までの１３名を、平成２

７年４月１日付で新規に委嘱するものです。また、小中学校校長会代

表につきましては、決定次第、充て職であります社会教育委員長につ

きましては、社会教育委員会議で委員長が決定次第、委嘱したいと考
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えております。なお、任期は、平成２７年４月１日から平成２９年３

月３１日までの２年間です。よろしくご審議下さいますようお願い申

し上げます。

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号富津市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規

則の制定についてお願いします。

はい。それでは議案第３号について、ご説明いたします。６ページを

お開き願います。この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の一部を改正する法律が施行されること、また、定員適正化計画

に基づき行政組織の合理化及び職員の適正配置を行うため、行政組織

を改編することに伴い、規則の一部を改正しようとするものでござい

ます。１１ページの新旧対照表をご覧願います。下線の部分が改正箇

所になります。まず目次は、条ずれによる改正でございます。第２条

第５号は、教育委員長廃止に伴う委員長の削除でございます。次のペ

ージの第３条についても、委員長廃止に伴う全文削除でございます。

第４条委員長の職務代理者は、第３条職務代理者に改正され、教育長

の職務代理者を規定したものでございます。第１項は、教育長が委員

の中から指名すること、第２項の任期は、次の職務代理者を指名する

時まで、第３項は両者に事故あるときは、年長の委員がその職務を行

うとの規定でございます。次に、第５条は、委員長の規定なので、全

文削除でございます。次に、第６条は、第４条とし、委員長を教育長

に改正するものでございます。次に、第７条は、次のページの第１０

号「教育長の任免に関すること。」を削り、改正後では、第４号に「総

合教育会議の招集を求めること。」を新たに加えます。これは、総合教

育会議は、市長が招集する規定となっていますが、教育委員会が市長

に対して総合教育会議の招集を求めることができることの規定から、

規定したところでございます。外の第７条の改正は、字句の整備でご

ざいます。次に、第８条、９条は、条ずれの改正でございます。次に、
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第１０条は、法改正により委員長に代わり、教育長が教育委員会会議

の招集、議案の調整、会議を主宰することの規定でございます。次に、

第１１条、１２条は、条ずれの改正及び字句の整備でございます。次

に、第１２条の２の教育長の職務代理者の規定は、改正後の規則第３

条に規定しましたので、この規定は、削除でございます。次に第１３

条、１４条は、行政組織の改編に伴い改正するもので、まず、第１３

条組織の設置ですが、第１１条に改め、庶務課が、教育総務課と改名

され、庶務係と施設係が統合され、そこに学校教育課より、給食係が

移ります。次に、学校教育課ですが、給食係が教育総務課に移ります。

教育センターですが、後の第２０条の改正にありますが、教育センタ

ーは教育センター設置条例があることから、ここには記載されていま

せんが、改正後は、学校教育課に属されます。次に、生涯学習課です

が、体育振興課と統合になり、体育振興課の社会体育係がスポーツ振

興係に改名され、生涯学習課に属されます。次に、第１４条の事務分

掌ですが、教育総務課、庶務係の４に総合教育会議に関することを新

たに加え、次ページの施設係に関する事務分掌を庶務係の１５からに

加え、その後に給食係の事務分掌を加えます。次に、次ページの学校

教育課、学務係の次ページの１８を教育センターとの連絡調整に改め、

給食係の事務分掌を削除いたします。次に、体育振興課の事務分掌を

削り、生涯学習課の中に、スポーツ振興係として加えようとするもの

でございます。第１５条以降は、条ずれの改正及び字句の整備でござ

います。１０ページにお戻り願います。附則といたしまして、第１項

施行期日として、この規則は、平成２７年４月１日から施行する。で

ございます。第２項経過措置として、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律の改正に伴う改正部分は、改正法附則第２条第１項の規定

により、改正前の教育長の任期中は、改正前の規則を適用することに

なります。以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますよ

うお願い申し上げます。

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
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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。

続いて議案第４号富津市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則

の制定についてお願いします。

はい。議案第４号について、ご説明いたします。２２ページをお開き

願います。この規則も地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部を改正する法律が施行されることに伴い、規則の一部を改正しよう

とするものでございます。２４ページの新旧対照表をご覧願います。

下線の部分が改正箇所になります。まず、第１条は、根拠法律の改正

に伴い、条ずれしたものの改正でございます。次に、第２条第１項、

同条第２項、第４条第１項、同条第２項中の「委員長」を「教育長」

に改め、併せて字句の整備をしようとするものでございます。２３ペ

ージにお戻り願います。附則といたしまして、第１項施行期日として、

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。でございます。第２

項経過措置として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正

に伴う改正部分は、改正法附則第２条第１項の規定により、改正前の

教育長の任期中は、改正前の規則を適用することになります。以上で

説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げ

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。

続いて議案第５号富津市教育委員会会議規則の一部を改正する規則の

制定についてお願いします。

はい。それでは議案第５号について、ご説明いたします。２５ページ

をお開き願います。この規則も地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の一部を改正する法律が施行されることに伴い、規則の一部を改

正しようとするものでございます。２９ページの新旧対照表をご覧願

います。下線の部分が改正箇所になります。まず目次は、条ずれ及び

字句の整備による改正でございます。第１条は、根拠法律の改正に伴

い、条ずれしたものの改正でございます。次に、この規則中、「委員長」
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とあるものは、全て「教育長」に改めるものでございます。次に、第

１３条は、条文中、人事に関する事件その他についてという規定につ

いて、内容を１号から５号まで明示したもので、運用は、今までどお

りでございます。また、秘密会を非公開に字句の整備をしたものでご

ざいます。次に、第１４条第２項は、第１３条第３項に規定したこと

により、削除するものでございます。次に、第２７条に新たに次の条

文を加えます。教育長は、必要と認めたときは、議事の進行等、指名

する委員に行わせることができる規定でございます。次に、第２８条

から第３０条は、第３０条に陳情を加え、請願及び陳情について、条

文の整備をしたものでございます。次に、改正後の規則第３１条から

第３３条は、会議録の作成について、条文の整備をしたものでござい

ます。２８ページにお戻り願います。附則といたしまして、第１項施

行期日として、この規則は、平成２７年４月１日から施行する。でご

ざいます。第２項経過措置として、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の改正に伴う改正部分は、改正法附則第２条第１項の規定に

より、改正前の教育長の任期中は、改正前の規則を適用することにな

ります。以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますよう

お願い申し上げます。

はい。ありがとうございました。議案第５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５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５号は、承認されました。

続いて議案第６号富津市教育委員会会議傍聴人規則の一部を改正する

規則の制定についてお願いします。

はい。それでは議案第６号について、ご説明いたします。３４ページ

をお開き願います。この規則も地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の一部を改正する法律が施行されることに伴い、規則の一部を改

正しようとするものでございます。３６ページの新旧対照表をご覧願

います。下線の部分が改正箇所になります。第３条、第４条第３号、

第５条第２項、第６条、第７条中の「委員長」を「教育長」に改めよ

うとするものでございます。３５ページにお戻り願います。附則とい
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たしまして、第１項施行期日として、この規則は、平成２７年４月１

日から施行する。でございます。第２項経過措置として、改正法附則

第２条第１項の規定により、改正前の教育長の任期中は、改正前の規

則を適用することになります。以上で説明を終わります。よろしくご

審議くださいますようお願い申し上げます。

はい。ありがとうございました。議案第６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６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６号は、承認されました。

続いて議案第７号富津市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令の制

定についてお願いします。

はい。それでは議案第７号について、ご説明いたします。３７ページ

をお開き願います。この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律が施行されることに伴う条文のずれ、ま

た、富津市教育委員会行政組織規則の一部を改正することに伴い、規

程の一部を改正しようとするものでございます。４１ページの新旧対

照表をご覧願います。下線の部分が改正箇所になります。この訓令中、

「庶務課」を「教育総務課」に、「庶務課長」を「教育総務課長」に改

め、併せて、字句の整備をしようとするものでございます。次に、第

２条第１号及び第３条第１項第１号は、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の一部の改正に伴い、条ずれしたものの改正でございま

す。４８ページをお開き願います。別表中、「第１４条第２項」を「第

１４条関係」に、同表の１事務局の表中、課名の「庶務課」を「教育

総務課」に、記号の「庶」を「総」に改め、体育振興課を削ります。

４０ページにお戻り願います。附則といたしまして、この訓令は、平

成２７年４月１日から施行する。でございます。以上で説明を終わり

ます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。以上で

ございます。

はい。ありがとうございました。議案第７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７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７号は、承認されました。
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続いて議案第８号富津市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓

令の制定についてお願いします。

はい。それでは議案第８号について、ご説明いたします。

４９ページをお開き願います。この訓令は、富津市教育委員会行政組

織規則の一部を改正することに伴い、規程の一部を改正しようとする

ものでございます。５２ページの新旧対照表をご覧願います。下線の

部分が改正箇所になります。まず、第２条第５号は、行政組織規則の

改正による条ずれ及び３館が統合されたことにより、公民館庶務課

長・市民会館庶務課長が公民館長になったことに伴う改正及び字句の

整理でございます。次に、第６条は、館長補佐を加え、併せて字句の

整理でございます。次に、別表１の第１項表中、部長欄に館長を加え

ます。次に、別表２中、庶務課を教育総務課に改め、学校教育課の給

食係に係るものを、教育総務課に加え、学校教育課から削ります。次

に、体育振興課に係るものを、生涯学習課に加え体育振興課を削りま

す。次に、公民館・市民会館、埋立記念館の表中、課長欄を削ります。

次に、５６ページの埋立記念館表中、専決事項欄第４号中、入館料及

びを削ります。５１ページにお戻り願います。附則といたしまして、

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。でございます。以上

で説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上

げます。

はい。ありがとうございました。議案第８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８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８号は、承認されました。

続いて議案第９号富津市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の

制定についてお願いします。

はい。それでは議案第９号について、ご説明いたします。５７ページ

をお開き願います。この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律が施行されること、また、富津市教育委

員会行政組織規則の一部を改正すること等に伴い、規則の一部を改正

しようとするものでございます。６１ページの新旧対照表をご覧願い
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ます。下線の部分が改正箇所になります。この規則中、「庶務課長」と

あるものを「教育総務課長」に改め、併せて字句の整理をしようとす

るものです。次に、６２ページの別表中「庶務課」とあるものを「教

育総務課」に改め、３の委員長印及び４の委員長職務代理者印を削り、

９から１２の小学校印及び小学校長印の個数の「１２」を「１１」に

改め、改正案１５に公民館長印を加え、１８の中央公民館長印、２１

の富津公民館長印及び２４の富津市民会館館長印を削ります。別図を

飛ばしていただき、別記第１号様式は、第３条関係に、第２号様式は、

第８条関係に、及び様式中、庶務課長を教育総務課長に改めようとす

るものでございます。次に、戻って頂いて、別図ひな型ですが、富津

市公民館長印のひな型は５９ページの記載のとおりに制定しようとす

るものでございます。次に、このページの下の方、附則といたしまし

て、第１項施行期日として、この規則は、平成２７年４月１日から施

行するものでございます。第２項経過措置として、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の改正に伴う改正部分は、改正法附則第２条

第１項の規定により、改正前の教育長の任期中は、改正前の規則を適

用することになります。第３項は、改正前の様式も効力を有する規定

であります。以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいます

ようお願い申し上げます。

はい。ありがとうございました。議案第９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９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９号は、承認されました。

続いて議案第１０号富津市教育委員会の所管に係る富津市個人情報保

護条例施行規則の一部を改正する規則の制定についてお願いします。

はい。それでは議案第１０号について、ご説明いたします。６６ペー

ジをお開き願います。この規則は、富津市教育委員会行政組織規則及

び富津市公民館及び市民会館の設置及び管理等に関する条例施行規則

の一部改正による条文のずれ等に伴い、規則の一部を改正しようとす

るものでございます。６８ページの新旧対照表をご覧願います。下線

の部分が改正箇所になります。第１条第１号は行政組織規則の課長職
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の規定が、第１５条第１項に改正されたこと、及び同条第２号は、公

民館及び市民会館の設置及び管理等に関する条例施行規則の公民館長

職の規定が第３条第１項に改正されること、及び同条第３号は、字句

の整理でございます。６７ページにお戻り願います。附則といたしま

して、この規則は平成２７年４月１日から施行する。でございます。

以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申

し上げます。

はい。ありがとうございました。議案第１０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１０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１０号は、承認されま

した。続いて議案第１１号富津市小学校及び中学校管理規則の一部を

改正する規則の制定についてお願いします。

はい。議案第１１号についてご説明いたします。６９ページをご覧く

ださい。本議案は、地方公務員法の一部改正に伴い、職員の配偶者同

行休業に関する条例が千葉県において制定されたこと、及び千葉県教

育委員会行政文書管理規則が一部改正されたことから、富津市立小学

校及び中学校管理規則を一部改正し、「配偶者同行休業」を加筆すると

ともに、学校の保管文書の保存期間を「永久」から「３０年」に変更

するものです。７５ページの新旧対照表をご覧ください。表中の第４

０条第２項の自己啓発等休業の後に、改正案では、配偶者同行休業を

加えるとともに、第４８条の表、学校沿革誌の項、及び、卒業証書授

与台帳の項中「永久」を「３０年」に改めます。続いて７０ページか

らをご覧ください。組織編制報告書について、報告先について「富津

市教育委員会教育長」を「富津市教育委員会」に改め、以下、７０ペ

ージから７３ページまでのように改めるものです。なお、この規則は、

平成２７年４月１日から施行し、経過措置としてこの規則による改正

前の富津市立小学校及び中学校管理規則の規定により使用された様式

は、改正後の富津市立小学校及び中学校管理規則の規定による様式と

みなします。以上で議案第１１号の説明を終わらせていただきます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。
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榎本委員長

小坂委員

今井参事

小坂委員

高梨主幹

小坂委員

榎本委員長

今井参事

榎本委員長

鈴木館長

はい。ありがとうございました。議案第１１号について質問がござい

ますか。はい。小坂委員。

はい。富津市立小学校及び中学校管理規則において、学校沿革誌や卒

業証書授与台帳などの保存期間が永久から３０年に改正された理由を

教えてください。

はい。提案理由の中にありますように千葉県教育委員会行政文書管理

規則が改正されたことから保存期間が３０年となりました。以上です。

それは、どういう背景でなったのでしょうか。

想像できることはたくさんありますが、この場で確たる答えはできま

せん。

わかりました。

ほかに、質問がございますか。無いようですので、議案第１１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

１１号は、承認されました。続いて議案第１２号富津市学校給食調理

場管理運営規則の一部を改正する規則の制定についてお願いします。

はい。議案第１２号についてご説明いたします。７６ページをご覧く

ださい。本議案は、富津市学校給食調理場の設置等に関する条例の一

部を改正する条例の制定に伴い、調理場の名称及び所管に関する規定

の整理を図るため、規則の一部を改正するものです。７８ページの新

旧対照表をご覧ください。第２条別表のうち、大貫共同調理場の管轄

に飯野小学校を加え、名称にあった飯野小学校調理場の項を削ります。

７７ページをご覧ください。附則として、この規則は、平成２８年４

月１日から施行するものです。以上で議案第１２号の説明を終わらせ

ていただきます。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１２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１２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１２号は、承認されま

した。続いて議案第１３号富津市教育委員会事務局部職員の職の設置

に関する規則の一部を改正する規則の制定についてお願いします。

はい。議案第１３号富津市教育委員会事務部局職員の職の設置に関す
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榎本委員長

鈴木館長

る規則の一部を改正する規則の制定についてご説明いたします。提案

理由は、富津市公民館及び市民会館の設置及び管理等に関する条例施

行規則の一部改正に伴い、規則の一部を改正しようとするものです。

それでは、81ページの新旧対照表をご覧ください。第２条第１号の表

中６級の欄に公民館長を補佐する者として「館長補佐」を追加し、「課

長補佐・所長補佐・館長補佐・指導主事・保健体育主事」に改めます。

次に、80ページ富津市教育委員会事務部局職員の職の設置に関する規

則の一部を改正する規則の附則をご覧ください。この規則は、平成 27

年４月１日から施行する、となっております。以上で説明を終わりま

す。よろしくご審議下さいますようお願い申し上げます。

はい。ありがとうございました。議案第１３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１３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１３号は、承認されま

した。続いて議案第１４号富津市公民館及び市民会館の設置及び管理

等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定についてお願い

します。

はい。議案第１４号富津市公民館及び市民会館の設置及び管理等に関

する条例施行規則の一部を改正する規則の制定についてご説明いたし

ます。提案理由は、定員適正化計画に基づき行政組織の合理化及び職

員の適正配置を行うため、行政組織を改編すること及び富津市公民館

及び市民会館使用許可書に使用料の欄を加えることに伴い、規則の一

部を改正しようとするものです。それでは、８５ページの新旧対照表

をご覧ください。第３条第１項の「公民館及び市民会館に館長を置く。」

を「公民館及び市民会館を統括する者として、公民館長（以下「館長」

という。）を置く。」に改めます。従いまして、今まで館長は三人でし

たが、三館を統括する館長一人になります。第４条の見出し中「課、

係」を「係」に改め、同条第１項中「課、係」を「係」に改め、同項

の表「庶務課、事業係」を削り、同項に中央公民館係、富津公民館係、

市民会館係を加えます。第４条第２項「課に課長及び係長を置く。た

だし、必要があるときは課長補佐を置くことができる。」を「公民館及
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び市民会館に係長を置く。ただし、必要があるときは、館長補佐を置

くことができる。」に改めます。第５条の見出しを「（館長補佐及び係

長の職務）」に改め、同条第１項を「館長補佐は、館長を補佐し、公民

館及び市民会館の事務を処理する。」に改めます。第５条中第２項を削

り、第３項を第２項とします。第６条「庶務課」を「公民館及び市民

会館」に改めます。８６ページをご覧ください。第１１条第１項中「次

の」を「、次の」に改めます。第 12条第１項中「ものは」を漢字で「者

は」に改めます。第 13条第２項中「、富津市公民館及び市民会館使用

不許可通知書」の「、」を削除します。８７ページをご覧ください。第

１７条中「条例第９条の」を「条例第９条に」に改め、同条第５号中

「使用するとき」を「使用するとき。」に改めます。別記第１号様式中

「第１２条第１項」を「第１２条関係」に、別記第２号様式中「第１

３条第２項」を「第１３条関係」に、別記第３号様式中「第 13条第２

項」を「第 13条関係」に、別記第４号様式中「第１８条第４号」を「第

１８条関係」に改めます。次に、８３ページ「富津市公民館及び市民

会館の設置及び管理等に関する条例施行規則の一部を改正する規則」

の一番下の行になりますが「第２号様式、富津市公民館及び市民会館

使用許可書」に「使用料」を記入する欄がなかったため、「使用する人

員」の下に「使用料」の欄を追加し、次の８４ページのようになりま

す。附則といたしまして、施行期日、この規則は平成２７年４月１日

から施行する。経過措置、この規則による改正前の富津市公民館及び

市民会館の設置及び管理等に関する条例施行規則の規定により使用さ

れた様式は、改正後の富津市公民館及び市民会館の設置及び管理等に

関する条例施行規則の規定による様式とみなすとなっております。以

上で説明を終わります。よろしくご審議下さいますようお願い申し上

げます

はい。ありがとうございました。議案第１４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１４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１４号は、承認されま

した。続いて議案第１５号富津市公民館及び市民会館に勤務する職員
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榎本委員長

村石館長

の週休日等に関する規程の一部を改正する訓令の制定についてお願い

します。

はい。議案第１５号富津市公民館及び市民会館に勤務する職員の週休

日等に関する規程の一部を改正する訓令の制定について説明させてい

ただきます。提案理由は、定員適正化計画に基づき行政組織の合理化

及び職員の適正配置を行うため、行政組織を改編することに伴い、規

定の一部を改正しようとするものです。９０ページの新旧対照表をご

覧ください。第２条中、「次の各号に掲げる区分により当該各号に定め

る日」を「次のとおり」に改め、同条第１号中、「及び公民館及び市民

会館の庶務課長（以下「庶務課長」という。）があらかじめ職員ごとに

指定する４週間につき４の日（以下「指定週休日」という。）とする。」

を削り、同条第２号を「公民館長（以下「館長」という。）があらかじ

め職員ごとに指定する４週間につき４の日（以下「指定週休日」とい

う。）」に改めます。第２条に「前項の規定にかかわらず、館長は、業

務上特に必要があると認めるときは、月曜日に勤務時間を割り振るこ

とができる。この場合において、館長は、その週の月曜日及び指定週

休日以外の日のうち１日を週休日としなければならない。」という 1項

を付け加えます。次に８９ページの附則をご覧ください。「この訓令は

４月１日から施行する。」となっています。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上げます。

はい。ありがとうございました。議案第１５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１５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１５号は、承認されま

した。続いて議案第１６号富津埋立記念館の設置及び管理に関する条

例施行規則の一部を改正する規則の制定についてお願いします。

はい。議案第１６号富津埋立記念館の設置及び管理に関する条例施行

規則の一部を改正する規則の制定についてご説明申し上げます。９１

ページをお開きください。この規則は、先の２月定例会において承認

をいただいた富津埋立記念館の設置及び管理に関する条例の一部改正

に伴い、規則の一部を改正するものです。９５ページの新旧対照表を
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神子課長

今井参事

榎本委員長

ご覧ください。この規則中、下線の部分が改正箇所になります。入館

料を無料とするため「使用料等」を「使用料」に改め、また「入館料」

を削ります。以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。

はい。ありがとうございました。議案第１６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１６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１６号は、承認されま

した。次に報告事項に入ります。報告第１号富津市教育委員会事務部

局職員等の人事異動についてお願いします。

はい。それでは報告第１号について報告いたします。富津市教育委員

会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条第３号の規

定により、事務部局職員等の人事異動を別冊１・２のとおりとする。

まず、庶務課から事務部局職員につきまして報告いたします。お手元

配布資料の別冊１をご覧ください。１ページと２ページは職員配置表

で、３ページが人事異動内示書を抜粋したものでございます。今回の

定期人事異動による事務部局職員の対象者は、退職者５名うち教職員

が２名で、転出者７名、転入者５名、昇任・昇格者５名、新規採用者

が２名です。新規採用者は２名とも教職員で、総勢３４名の人事異動

でございます。事務部局職員につきましては、以上でございます。

続いて別冊２をご覧ください。平成２６年度末の教職員の人事異動に

ついてご説明申し上げます。１ページをご覧ください。まず市内の学

校の退職職員については１１名です。続きまして、本市から他市への

異動職員は４１名です。続いて、３ページをご覧ください。２７年度

の新規採用職員は小学校が５名、中学校が５名、うち事務職員が１名

の１０名です。続きまして、本市への転任職員ですが、２８名となっ

ております。続いて、５ページをご覧ください。市内学校間での異動

につきましては、２１名となっております。最後に６ページをご覧く

ださい。市行政の分につきましては以下の５名について、転出・転入・

配置換えとなっております。以上でございます。

はい。ありがとうございました。報告第１号について質問がございま
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榎本委員長

島田課長

榎本委員長

神子課長

すか。無いようですので、次に報告第２号富津市通学路安全対策協議

会設置要綱の制定についてお願いします。

はい。それでは報告第２号につきましてご報告させていただきます。

98ページをご覧ください。富津市通学路安全対策協議会設置要綱の制

定についてご報告いたします。本要綱は、通学路の安全確保に向けた

取組を関係機関が連携して推進し、通学時における児童及び生徒の交

通事故等の防止を図るため、富津市通学路安全対策協議会を設置する

もので、第２条に定める「通学路の安全対策に関すること。」「通学路

に関する要望等の処理に関すること。」「前２号に掲げるもののほか、

通学路の安全確保に必要な事項に関すること。」を第３条に定める各関

係機関が連携して行うものです。なお、協議会の庶務は、教育部学校

教育課において行います。なお、要綱は、平成２７年４月１日から施

行するものです。以上で報告第２号の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、次に報告第３号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３号、富津市青少年問題協議会委員の委嘱について、ご

説明申し上げます。１０１ページをお開き下さい。報告理由にありま

すとおり、平成２７年２月９日付で、新たに向後忠男氏が富津警察署

長に就任されましたので、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２９年５月３１日までの期間と

なります。

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、次に報告第４号後援申請についてお願いし

ます。

はい。それでは報告第４号後援申請につきまして、ご報告させて頂き

ます。資料の１０２ページをお開き願います。平成２７年２月５日か

ら３月１１日までの後援申請受付分につきましては、次の１０３ペー

ジに記載のとおり、房総楽友協会代表・早川令子氏、他５件を承認し
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神子課長

榎本委員長

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４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の日程でございますが、

４月３０日木曜日午後１時３０分から、今回と同様、市役所４階、４

０１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。


