
平成２７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
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○付議議案
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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 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、能城教育部長、今井教育部参事兼学校教育課長、
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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）
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平成２７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

榎本委員長

池田委員

榎本委員長

渡辺教育長

皆さん、おはようございます。昨日の天気予報によると、梅雨は後半

戦に入ったとのことです。この時季、雨が続くとなんとなく鬱陶しく

感じますが、植物にとっては、暑さ厳しい夏を迎える前の恵みの雨、

季節といえるのかも知れません。早いもので、今年も半年が過ぎまし

た。後半も力を合わせていきましょう。それでは、平成２７年６月富

津市教育委員会定例会議を始めます。委員長報告はありません。本日

の会議録署名委員の指名ですが、池田委員お願いします。

はい。

それでは、教育長報告をお願いします。

はい。資料１ページのうち、はじめに行事関係です。２項目目の消防

操法大会は２年に１度開かれていますが、今年も青年世代の団員のき

びきびした動きに感心させられると同時に、勤務後の時間や休日を費

やして、市民への呼びかけや防災・減災のための訓練、機材の点検等

を熱心に行ってくれていることに、頭が下がる思いにさせられました。

消防団に限らず、他人や地域のために働く身近な人々は大勢います。

後に続く子どもたちが、そんな大人の姿に、素直なあこがれや尊敬・

感謝の気持ちを抱けるよう努めたいと思います。３項目目の芸術祭は、

文化協会加盟の様々な団体を中心に、６月６日から市内各会場で今年

も賑やかに開かれ、大勢の方が参加されていました。市役所ホールや

公民館等を会場にした催しは２１日に終わり、あとは８月９日の富津

公園コンサート１００回記念大会を残すだけになっています。５項目

目の会議では、夏の観光シーズンを前に、県・市・各関係団体の方々

等が集まって情報交換や意見交換を行いました。教育センターからは

学校を中心とした取組について報告しました。６項目目の会議には教

育センター所長が出席しました。他の行事についてはご覧ください。

次に議会関係です。今回の一般質問における教育関係の質問は平野明

彦議員のものだけでした。本市の生涯学習の理念や様々な施策、およ

び公民館講座の状況などとともに、公民館活動の経験を活かして市の
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榎本委員長

今井参事

榎本委員長

菊地所長

各種委員として活躍してくださる方がいらっしゃることや、生涯学習

によるまちづくりを進めているという静岡県掛川市の様子の報告など

について、部長と私から答えました。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「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。この連絡

会には、小・中・高校の校長会、ＰＴＡなど２０を超える県内の教育

関係団体がこぞって参加しており、会長は千葉県市町村教育委員会連

絡協議会会長の佐倉市関山教育委員長が務めています。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・財務大臣・文部科学大

臣・総務大臣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１７日、午前中大貫小学

校、午後大貫中学校へ千葉県教育庁南房総教育事務所長が学校訪問を

行いました。大貫小学校は、児童数２２０名、学級数は知的・自閉情

緒学級各１クラスを含め１０クラスです。大貫中学校は、生徒数２１

０名、学級数は知的・自閉情緒学級各１クラスを含め９クラスです。

両校とも、環境が整備された校舎で、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。児童・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姿がみ

られました。６月２４日、南房総教育事務所管内教頭会議が教育事務

所の主催により富津公民館で開催されました。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、人材育成な

ど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。６月４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２７年度の富津市

の特別支援教育の取組を提案すると共に、市内の保育所・小中学校・
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関係部署の取組について、情報交換を行いました。６月５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４位，天羽中学校が総合第８位となりました。個人で

は、男女あわせて１０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で青堀小、男子１０００ｍ

で吉野小、女子８０Ｈで環小、女子４００ｍリレーで青堀小の児童が

優勝するなど、大健闘でした。６月１０日、３０２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１８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、元畑沢中学校校長の菅野清次

先生でした。正式な教員を目指している受講者に、面接等の心構えや、

授業づくりのための様々な技能についてお話いただきました。日々の

授業や子どもたちの把握に苦労している受講生にとって大いに参考に

なったようでした。６月１９日、４０１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、前富津小学校長沢辺喜美夫先生、

前富津中学校長木出嵜幸司先生にお願いしました。富津市の現状に触

れながら、学校現場の教育課題について講話していただく共に、現在

のそれぞれのお立場からの幼児教育，高等教育の現状等もお話しいた

だき、改めて教育の継続性やその中での義務教育の果たす役割等につ

いて考える機会となりました。６月２２日、飯野小学校にて、南房総

教育事務所指導室計画訪問が行われました。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。児童は明るく元

気で、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。日々

の授業を大切にする中で、目標の設定、児童に考えさせる学習問題、

児童相互の切磋琢磨する取組、児童自身の達成感、評価の仕方等を関

連させ、これからの学習改善に役立てるための指導を受けました。６

月２４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
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榎本委員長

中後課長

榎本委員長

山口館長

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５日、６日、

千葉県総合スポーツセンター体育館、幕張メッセ国際会議場において

平成２７年度関東スポーツ推進委員研究大会千葉大会が開催され、渡

辺まさ子会長をはじめスポーツ推進委員、延べ１５名が参加いたしま

した。当日は関東地区でこれまでの業績から８８名の方々が表彰を受

けました。また、２日目の分科会では「地域スポーツの推進役、コー

ディネーターとして求められるもの」などのテーマが設けられ議論さ

れました。６月１３日、佐貫運動広場において「県民の日」記念第３

２回グラウンドゴルフ大会が、９３名の参加により、開催されました。

好天に恵まれ、各地区より参加した方々はいい汗を流し、和気あいあ

いと過ごされておりました。６月１４日、総合社会体育館におきまし

て「県民の日」記念第３２回バドミントン大会が小学生２４名、中学

生２２０名、一般６名、計２５０名の参加があり、熱戦が展開されま

した。６月２０日、大貫いち川会議室において、平成２７年度富津市

ＰＴＡ連絡協議会主催の表彰式が行われ、市長、副市長、渡辺教育福

祉常任委員長、小坂委員長職務代理者、教育長、教育部長出席のもと

行われ、７０名の方々が出席されました。表彰では千葉県ＰＴＡ連絡

協議会会長賞に、坂部充洋氏ほか２名が、富津市教育委員会教育長感

謝状には、伊藤祐史氏ほか１６名が、富津市ＰＴＡ連絡協議会会長表

彰には、中山美穂氏ほか３１名、２団体が、表彰されました。６月２

２日、平成２６年度の事業報告、平成２７年度の事業計画などを議題

として、平成２７年度第１回の富津市文化財審議会を開催しました。

委員からは文化財を保護するばかりでなく活用することについてなど

のご意見をいただきました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。最後に公民館お願いします。

はい。公民館から報告いたします。５月２８日、君津市生涯学習交流
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榎本委員長

小坂委員

中後課長

センターにおいて、平成２７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。平成２６年度事業報告及び決算報

告、平成２７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たのち、役員の改選を行い、会長に君津市所

属の永嶋嘉則氏が、富津市では副会長に宮﨑和子氏、監事に石井光一

氏が選ばれました。６月２４日、富津市民会館において、平成２７年

度第１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。本事業は隔年実施しておりまして、本年度が実施年度とな

っております。任期満了に伴う委嘱状の交付及び役員の選任を行い、

委員長に文化協会会長の吉本充氏、副委員長に社会教育委員長三富和

彦氏、市民文化祭実行委員会委員長宮内和男氏が選ばれました。次に、

平成２７年度の実施事業について事務局より説明を行いました。既に

株式会社わらび座へ、舞楽詩「風の又三郎」の公演を平成２８年１月

３１日（日）に依頼することが決定しておりましたので、予算案、事

業スケジュール案について説明し意見を伺いました。本年度の財源は、

チケット売上収入及び繰越金で実施となるため、委員による討議の結

果、皆さんが購入しやすい料金にするため、３段階の料金設定とする

ことで決定しました。開催に向け、スケジュール案に沿って準備を行

うことで承認されました。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

生涯学習課の各課報告の中で、富津市文化財審議会のお話がありまし

たが、それに関連した質問です。お話の中で文化財の活用について話

し合いました、とありましたけれども、「活用について」とは、具体的

にどのようなことでしょうか。文化財の活用といえば、富津岬の明治

１００年記念の展望台の所に立っている案内板は、よく出来ていると

思います。観光客の人たちが、内容に感動しながら写真を撮っている

のを見たことがあり、私も素晴らしいと思っています。

文化財審議会では、主に飯野地区の古墳などを題材として提案されま

した。古墳を、もう少し観光などに活用したらどうか、というような
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小坂委員

中後課長

榎本委員長

中後課長

榎本委員長

神子課長

ものでした。こちらとしても、活用したいのですが、古墳となると、

見せ方が難しいところもあるかと思います。また、地元の飯野地域活

性化委員会などのこれまでの取組もあると思いますが、マップやイン

ターネットを使うなど、いろいろ工夫してやっていけたらと思ってい

ます。

富津小学校で実施されている、６年生の古墳見学学習は、とても良い

と思います。各学校にそういう発信をして、未来を担う子どもたちに

も、富津市の財産である古墳を、もっとアピールして行ったら良いの

ではと思います。以上です。

どうしても古墳というと歴史や専門用語がわからないと難しいのです

が、わかりやすい形でまとめ、富津岬の展望台を含めたいろいろな地

元の財産を、皆さんに伝えて、語り継いでもらえたらと思っています。

私からも、それに関連して一つ質問なのですが、古墳には誰でも入れ

るようになっているのでしょうか。例えば、内裏塚古墳には入れるの

でしょうか。

３箇所入口があり、この夏草刈りをしなければならない１箇所以外は、

どなたでも入れるようになっています。以前、郵便局で、文化財や観

光地を切手シートや風景印にしてもらいました。そのようなことから、

デザインに取り上げた地域を巡る企画が郵便局で催されるようになり

ました。企画が始まってから４年目の今年は、飯野の古墳群を回りた

いというお話があり、先日の日曜日に、５０人弱の郵便局の方々が、

半日をかけて古墳を回りました。

他に何かありますでしょうか。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。それでは議案第１号についてご説明いたします。３ページをお

開き願います。下段の提案理由にありますとおり、平成２７年度人事

異動及び役員改選等に伴い校長代表１名及びＰＴＡ代表３名の変更が

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

及び第９条の規定により、校長代表、森田吉一氏、ＰＴＡ代表、小曽
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榎本委員長

中後課長

榎本委員長

神子課長

榎本委員長

神子課長

根勝己氏、齋藤隆広氏、今井智之氏に、前任者の残任期間である平成

２７年７月１日から平成２８年６月３０日までを、委嘱及び任命しよ

うとするものであります。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

上げます。４ページをお開きください。報告理由にございますように、

平成２７年５月２１日付けにて富津市商工会理事青年部部長が、６月

１６日付けにて富津市社会福祉協議会会長の改選があり、それぞれ新

たに刈込一弥氏及び小柴貞雄氏が就任されましたので、両氏を富津市

青少年問題協議会設置条例第３条第４項及び第４条第１項の規定によ

り、富津市長が委嘱したものであります。任期は、前任者の残任期間

である平成２９年５月３１日までとなります。以上をもちまして、説

明を終了させていただきます。

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。無いようですので報告第２号後援申請についてお願いします。

はい。それでは報告第２号後援申請についてご報告いたします。資料

の５ページをお開きください。平成２７年５月１９日から６月１１日

までの後援申請受付分につきましては、次の６ページ、７ページに記

載のとおり、公益財団法人千葉県教育振興財団理事長、堀田弘文氏外

１０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２号について質問がございま

すか。無いようですので教育総務課お願いします。

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３０日（木曜日）午前１０時から、今回と同様、市役所４階、４０

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



8

榎本委員長

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。


