
平成２７年７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７月３０日（木）

１０時００分から１０時４８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 平成 28 年度使用教科用図書の採択について

議案第２号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検

及び評価について

議案第３号 富津市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の

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

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) 富津市情報公開条例第 23 条第５項

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７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

渡辺教育長

先月の定例会議後に開かれました臨時会議におきまして委員長を務め

させていただくことになりました。２度目の委員長ですが、まだまだ

勉強不足でわからないことも多く、ご迷惑をおかけするかもしれませ

んが、富津市の教育の充実と発展のために少しでも協力できればと努

力してまいります。よろしくお願いいたします。それでは、平成２７

年７月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、７月１５日に青少年問題協議会に出席して参りました。岩手県の

中学生が自殺した事件があったことにより、いじめについても話題に

あがりました。この事件に関しましては情報が共有されていなかった

という報道もされているようです。現在、富津市では、大きな問題は

ないということですが、このような折に児童生徒と保護者、教師、教

育委員会の連携を密にして、小さな変化も見逃さないように、体制を

更に強固なものにしていってほしいと思いました。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。

はい。資料１ページをご覧ください。１項目目と３項目目は、都市教

育長協議会・町村教育長協議会・市町村教育委員会連絡協議会の３団

体による、平成２８年度千葉県教育予算及び人事に関する要望書をと

りまとめるための会議です。３項目目の会議は都合で欠席しました。

４項目目は、当地方にある８つの県立高校校長と４市教育長の懇談会

です。各高校及び教育委員会の現状等について有意義な情報交換が行

えました。５項目目は、市長の代理で出席したものです。全国的に海

水浴客は減少傾向のようですが、潮風を浴び東京湾を行き交う船を見

ながら安全に楽しめるこのプールは、家族連れなどにも根強い人気が

あり、利用者は減っていないようです。今年も金谷小の子どもたちが、

プール開き前に水泳の授業で使わせてもらいました。７項目目の懇談

会では、詳細な調査資料に基づく市校長会の要望について率直な話し
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宮田委員長

神子課長

宮田委員長

今井参事

合いが持てました。校長会では、来週、市長との話し合いも計画して

います。以上が行事等の報告ですが、学校が夏休みに入って早くも２

週目が終わろうとしています。市民手づくりの富津市民花火大会は、

夕焼けに浮かぶ富士山のシルエットを横目に、富津保育園の園児や富

津中学校吹奏楽部の生徒達も華を添えてくれ、すばらしいイベントに

なったと思います。中学校では、支部総体・県総体を経て関東・全国

の大会を前にしている生徒もいます。彼らへの市長の激励会は、来週

火曜日に予定しています。子どもが関わる事故・事件の報道も多い昨

今ですが、子どもたちが、日ごろできない経験をたくさんし、一回り

成長して新学期を迎えてくれるよう期待して教育長報告とします。

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

に教育総務課お願いします。

はい。それでは教育総務課から報告させていただきます。２ページを

お開き願います。７月１日に第１回学校給食運営委員会を青堀小学校

会議室に於いて開催しました。会議には、平野順子委員長外９名の委

員全員が出席され、事務局より学校給食費の滞納状況、学校給食用食

材の放射能検査、給食施設整備の指針について報告をいたしました。

会議終了後、給食の試食を行い解散となりました。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２６日に第２回富津市校

長会議を、４０１会議室で開催しました。教育センター主催による夏

季研修事業、夏季休業中における教職員の服務・施設等の管理、不祥

事根絶、並びに児童・生徒への事前指導等について依頼しました。６

月２９日に教育長訪問を富津中学校にて実施しました。富津中学校は、

生徒数５３３名で本市の中学校では一番大規模の学校です。経営概要

説明では、学校長から、学校教育目標である「たゆまずやり抜く生徒

の育成」を目指して、職員一丸となって取り組んでいるとの説明があ

りました。全学級の授業を参観いたしましたが、恵まれた教育環境の

中、どの学年も落ち着いた雰囲気の中で教育機器などを有効に活用し

た学習に取り組んでいました。６月３０日に午前中環小学校、午後天
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羽東中学校を、千葉県教育庁南房総教育事務所長が訪問しました。環

小学校は児童９３名、天羽東中学校は生徒４５名と両校とも小規模な

学校ではありますが、校舎内外の環境整備も整い、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。また、環小学校は、

今年度より関豊小学校と統合後初めての訪問でしたが、各学級とも統

合による混乱もなく落ち着いた態度で学習に参加していました。両校

とも、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。

７月２日に第２回学校保健担当者会議を、５０２会議室で開催しまし

た。当日は、萩原病院の理学療法士であり、千葉県スポーツコンディ

ショニングＬＡＢの梶谷卓也先生から『小・中学生のためのスポーツ

障害について』と題してご講演を頂きました。その後、１学期の健康

診断についてと就学時健康診断について打ち合わせを行うとともに、

平成２８年度の定期健康診断について話し合いをもちました。７月１

５日に、セブンイレブン・ジャパンと富津市、富津警察署による『児

童等見守り活動に関する協定』の締結式が３０１会議室にて開催され

ました。今回の協定では、「不審者の遭遇などにより身の危険を感じた

際や豪雨・落雷等の天候の異変により帰宅困難になった際に、児童等

をセブンイレブン店舗にて保護し、必要に応じて保護者や学校・警察

へ連絡を行う」などの連携を通して児童等の安全・安心を確保するこ

とを目的としています。市・警察・セブンイレブン・ジャパンの３者

が協力して児童等を見守っていく本事業は全国でも初の試みとなりま

した。７月１７日に市内小・中学校１６校が第１学期の終業式を終え

８月３１日までの夏季休業に入りました。７月２４日に第１回富津市

就学指導委員会を４０１会議室で開催しました。今回は、木更津病院

の小林先生以下１３名の委員の出席をいただき開催いたしました。会

議に先立ちまして、大貫中学校長の川名委員が会長に、天羽東中校長

の磯部委員が副会長に選出されました。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４名、小学校

１年生２名、２年生１名、４年生１名、６年生３名、中学１年生１名

の合計１２名でした。協議の結果、特別支援学校への就学を勧める児
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宮田委員長

菊地所長

宮田委員長

中後課長

童３名、特別支援学級への就学を勧める児童８名通常の学級で留意観

察を続ける児童生徒１名の判定でした。また、言語通級学級での指導

を勧める児童は、２１名、言語通級学級での指導を終了する児童は１

４名でした。今後は、学校・保護者に通知し、適正な就学指導が諮ら

れるよう努めてまいります。以上でございます。

はい。ありがとうございました。続いて教育センターお願いします。

はい。教育センターから報告をいたします。７月７日、５０３会議室

にて自立支援指導員会議を行いました。指導に当たっている児童生徒

の１学期の状況並びに今後の指導について情報交換を行いました。７

月８日、５０２会議室にて君津地方四市適応指導教室連絡協議会が行

われました。君津地方四市の適応指導の担当者が一堂に会し、各市の

取り組みの情報交換をすると共に、南房総教育事務所の訪問相談担当

教員江里真紀氏より各市の課題について指導助言を受けました。７月

１７日、５０２会議室にて、英語指導員研修会を行いました。１学期

の各小学校での外国語活動の取り組み状況を確認するとともに、２学

期の学習の充実に向けて、それぞれの課題を基に話し合いました。７

月１８日から２４日まで、君津支部中学校総合体育大会が開催され、

それぞれの会場で、精一杯の力を出し切った試合が繰り広げられまし

た。結果は、お手元の資料の通り、１０団体、個人２６名が県大会へ

の出場権を獲得する大活躍でした。７月２８日、４０１会議室にて「第

２回社会科副読本編集会議」を開催しました。現在までの編集状況と

今後の編集内容の確認を行った上、編集作業を進めました。７月２８

日、４０１会議室にて「第２回管理運営研修会」を実施しました。講

師は、南房総教育事務所次長、小平紀男氏にお願いし、南房総教育事

務所管内の現状と課題についてお話しいただきました。危機管理の面

では、具体的な事例を元に演習も行われ、今後の学校での対応を考え

る上で大変役に立つ内容でした。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。最後に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いたします。６月２８日に富津
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中学校武道場におきまして、第２２回ＦＴＳ杯争奪少年柔道大会が、

団体戦１０チーム、個人戦小学１・２年生の部１４名、小学３・４年

生の部１８名、小学５・６年生の部３２名、中学１年男子の部２８名、

中学２年男子の部１８名、中学３年男子の部２９名、中学女子の部２

３名、合計１６２名の方が参加し実施されました。日頃の練習の成果

を十分に発揮し、熱戦を繰り広げ、また他校選手との交流も活発に行

われておりました。６月３０日、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を行い、第１回会議を開

催しました。委嘱状交付式では、佐久間市長から１５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

ポーツ推進委員の渡辺まさ子氏、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、校長会代表の

小川功氏が選出されました。会場を臨海陸上競技場としてすすめるこ

とを決定しております。７月５日、県立富津公園におきまして君津地

区スポーツ推進委員連絡協議会主催による富津公園歩け歩け大会が実

施される予定でしたが、天候不良のため中止しました。７月１１日、

木更津市君津教育会館におきまして、君津地方社会教育委員連絡協議

会主催による君津地方社会教育推進大会が開催され、約２００名の

方々が来場されました。富津市からは三富会長はじめ５８名が参加を

いたしました。この大会において、社会教育の振興に対する功績に対

し、富津市文化協会から山室文巧氏、成田はな氏の両氏が表彰を受け

ました。記念講演では東京大学名誉教授の佐藤一子氏が「まちづくり

とおとなの遊び～地域の教育力を高めるために～」を演題に講演され

ました。７月１２日、市総合社会体育館・新富運動広場を会場に、Ｆ

ＴＳ杯争奪スポーツ大会が実施されました。種目は、ソフトバレーボ

ール、インディアカの２種目が市総合社会体育館におきまして実施さ

れました。また、グラウンドゴルフ大会につきましては、新富運動広

場で実施され、参加者は、ソフトバレーボール、インディアカの２種

目で６３名、グラウンドゴルフで６１名でした。この大会は１０月１

８日に君津市民体育館及び君津グラウンドゴルフ場で実施予定の君津
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宮田委員長

池田委員

地区スポーツ・レクリエーション祭の予選を兼ねています。７月１４

日、５０３会議室で、平成２７年度第１回天然記念物高宕山のサルの

生息地のサルによる被害防止管理委員会会議が開催され、「平成２６年

度被害防止管理事業報告及び決算について」審議されました。７月１

５日、第２委員会室におきまして、富津市青少年問題協議会会議が開

催され、会長の佐久間市長から当日締結された「富津市児童等見守り

活動に関する協定」についての報告がなされた後、教育センターから

平成２７年度の生徒指導施策について、富津警察署地域課から少年非

行の概況について報告がされました。また、各団体からも取組状況に

ついて報告され、冒頭、教育委員長のお話にありましたように長欠・

不登校・いじめなどについて活発に意見が交換されておりました。７

月１５日、５０３会議室におきまして、ふれあいスポーツフェスタ実

行委員会第２回会議が開催され、実施種目について議論をしました。

７月１８日・１９日に甲州市・富津市スポーツ少年団交流事業が団員、

指導者等を含め４８名が参加し、友好都市の山梨県甲州市で行われま

した。１日目には、勝沼市民会館で甲州市スポーツ少年団高野本部長、

保坂甲州市教育長の出席された歓迎会の後、勝沼市体育館、勝沼中央

公園グラウンドでの種目別スポーツ交流では、バレーボール・剣道を、

また、全体交流では、ドッヂビーを実施し交流を深めました。２日目

は、宿泊した大善寺での座禅、大日影トンネル散策、もも狩りを行っ

た後、ぶどうの丘での送る会では、保坂甲州市教育長から歓送のこと

ばをいただき、平成２８年度には甲州市のスポーツ少年団の子ども達

が訪れるのでよろしくとのことでした。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。池田委員。

ただいまご報告いただいた、生涯学習課のふれあいスポーツフェスタ

について伺いたいと思います。本日の議題になっている点検評価の中

の、生涯学習課の今後の取組の方向性の中で、「ふれあいスポーツフェ

スタ事業の予算削減があったことから、大会の大幅な変更が必要とな

る。会議や開催方法などを開催団体と協議し事業を進めていく」とい
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中後課長

宮田委員長

小坂委員

今井参事

うことですが、基本的な今年のフェスタ開催の方向性についてどのよ

うな議論がされているのか確認させていただきたいと思います。

まず、日にちは、例年どおり１０月１２日に、場所は、臨海陸上競技

場１ヶ所で実施されます。市としては健康と体力づくりを絡めた大会

にできたらと思っています。また、２０２０年のオリンピック、パラ

リンピックが近づいている中で、子どもたちにオリンピックの夢を持

たせられるように、また、子どもたちの競技力を高められるようなフ

ェスタにできたらとも考えています。現在、実行委員会で検討されて

いる実施種目は、今のところ、例年と同じようなものが多いですが、

工夫をしていきたいと考えています。例えば体力測定は、今までは数

値を取るだけでしたが、今年は、測定結果を基に、個々人の不足して

いるところを補い、健康面に生かしていけるような仕組み作りなどが

できたらと考えています。

よろしいでしょうか。他に質問はありますか。はい、小坂委員。

学校教育課の報告で７月１５日に、子ども見守り活動協定調印式が行

われたということですが、セブンイレブンは市内小中１６校の傍に必

ずあるわけではないですが、その点などについて疑問なので、もう少

し詳しく協定内容の説明をお願いします。

セブンイレブンは市内に１１店舗ございます。この協定に基づいて、

当日の午後から、飯野小学校の３年生を対象に、不審者対応の訓練を、

下飯野店で実施しましたので、それに基づいて、お話をしたいと思い

ます。不審者が、セブンイレブンの店舗の近くに出現した場合に、子

どもたちが、店舗に駆け込みます。そうしますと店舗内の店員は、カ

ウンター内に用意してあるマニュアルに基づいて、不審者から、どの

ような状況で、どのような声かけがあったのか確認します。また、怪

我等の有無についても確認し、１１０番通報します。通報により、警

邏中のパトカーが店舗の方に駆けつけて子どもを保護し、その状況に

ついて再度、店員の方、あるいは子どもたちから状況確認し、子ども

たちをパトカーで保護します。今回の協定で特徴的なのは、このよう

な不審者対応だけでなく、豪雨や、雷雨などの災害時にも、避難場所
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宮田委員長

神子課長

として店舗を提供し、子どもたちを保護する点です。保護した後は、

店員の方が保護者へ迎えの連絡をします。また、各中学校区で、夏休

みなどにパトロールをしているのですが、その際に駐車場が必要にな

った場合は、セブンイレブンの駐車場を使用させてもらえるような形

で協定を結びました。

よろしいでしょうか。他に何かありますか。無いようですので、次に

付議議案に入ります。議案第１号平成２８年度使用教科用図書の採択

についてですが、この議案は富津市教育委員会会議規則第１３条第１

項第５号、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営

に著しい支障を生ずるおそれのある事項に関する案件ですので非公開

とすべきと考えますがいかがでしょうか。非公開とすることに賛成の

委員の挙手を求めます。全員賛成ですので、議案第１号の審議は非公

開で行うことに決まりました。続いて議案第２号教育に関する事務の

管理及び執行の状況の点検及び評価についてお願いします。

はい。議案第２号についてご説明いたします。５ページをご覧願いま

す。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定

により、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を教

育に関する学識経験者の知見を付して別添のとおり提出いたします。

提案理由は、法律の規定により、教育委員会の権限に属する事務の管

理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報

告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しようとするものでご

ざいます。教育委員の皆様には、５月の定例会後の委員協議会にお渡

ししてご説明いたしましたが、学識経験者の意見をいただき、本日、

全ての内容が整いましたのでお示しいたします。内容については、委

員協議会においてご説明いたしましたので、外部評価者の評価につい

て、要点をご説明させて頂きます。別冊の教育委員会の点検・評価書

の１２ページをお開き願います。まず、旧庶務課、学校教育課、教育

センターの取り組みについては、十分な予算と人員の確保が困難な状

況において、職務に精励していることと推察できます。益々厳しい状

況が予想される中、今後も従来と同様に励んでいかれることを望みま
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す。また、人口減少傾向や財政問題などの現状を勘案すると一定の評

価に値するものと考えます。教育大綱の策定の方向性は、議論を深め、

後世の評価にも耐えられるものとなることを期待します。学校施設整

備基本計画を始め、各施策等の展開は、最大の努力を傾注されるよう

望みます。安全な教育環境の整備に向けての動き、計画や配慮がされ

ています。学力向上や生徒指導等、個々の子供の実態に寄り添うべく

実効性ある取り組みがされています。個々の子供が学習により理解で

きた喜びを味わい、学力をつけていける学級・学校づくりのために引

き続いて指導と援助を期待します。教育かわら版は、多種多様な記事

掲載への努力、更に新たなホームページの活用も加えられたとのこと。

こうした工夫等により、市民に積極的に情報発信していくことは必要

と思います。年度初めの記事の１つに、市教育委員会の大まかな年度

重点目標等が載せられると、地域の人々の参考になり、子供たちの健

全育成推進にむけて連携・協力できると思います。等の評価でＢとＡ

でした。次に、２２ページをお開き願います。生涯学習課、中央公民

館、富津公民館、市民会館の取り組みについては、人口の推移を勘案

すると、利用者数・参加者数を増加に転ずることは困難が伴います。

総合戦略の策定は、施策を「数」から「質」の向上に向けて転換する

契機といえます。各界・各層の意見を参考に、議論を深め、成果を自

信を持ってアピール出来るように努力を願います。簡易型図書貸出シ

ステムの導入は、利用者にも携わる職員にも利便性が大きく向上した

といえ、努力に感謝します。「質」の向上に向けた提案として、貸出窓

口に読みたい本や要望などのアンケート用紙を置き、需要の把握に努

めるとともに、市民との距離感を少しでも縮める方策も一つの考え方

です。内裏塚古墳群全体の整備方針を検討するとありますが、この以

前からの課題は、進展の気配が見えません。原因を分析し、組織とし

て補完し合い対応していくことを望みます。事業内容が広範囲にわた

るので市民ニーズをとり入れた円滑な事業展開に向け、企画・調整そ

して運営にとご苦労があると思います。高齢者から子供まで参加し発

表できるものが用意され生涯学習の機会や場づくりに合致して事業を
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推進されていると思います。講座やサークル紹介は、市民にとって情

報源として役立っています。参加希望者が増え活性化につながったと

の話も聞いています。点検・評価は、担う事業が多い関係でどうして

も網羅的になり易いとは思います。全般に数的な実施状況は、一覧表

でわかりやすいです。評価となると、例えば新企画や改善した事業な

どにスポットを当てて主催者の立場で次年度への反省や考察まで記述

がほしいです。家庭教育支援事業について、学校側の生の声も集約し

検討することが必要ではないでしょうか。等の評価でそれぞれＢでし

た。次に、２６ページをお開き願います。旧体育振興課の取り組みに

ついての評価は、ちば県民マラソン大会の運営に関しては、沿道応援

をはじめ各種の工夫がなされ、大会活性化にとどまらず、まちづくり・

交流人口の拡大に多くの寄与がなされたといえます。今後は、地域住

民が自主的にランナーをもてなす機運が高まるよう、その契機を行政

がサポートし、市民とランナーが一体となりリピーターの確保と、新

規参加者の拡充に努めてもらいたいと思います。体育施設の管理運営

については、良好に保たれることで体育の振興が図れ、また合宿利用

者の確保も出来るもので、これはハード面だけでなくソフト面も重要

な要素であり、指定管理者と緊密な連携を図りながら、質の維持と向

上を目指していただきたい。スポーツフェスタ事業での幅広い年齢層

への呼びかけ・ポスター掲示などの取り組みにより参加促進に努めら

れたこと。また、内容の見直しや、他分野と連携してのフェスタを考

え中とのこと。次年度につなげ実行できると良いと思います。「県民マ

ラソン大会」は、年々運営面の整備等がなされ、参加者も増加中との

こと。市民のボランティアグループの協力も組織的に得られて実施さ

れたことは、大会の盛り上がり、活性化の面からもよい工夫と思いま

す。等の評価でそれぞれＢでした。内容についての説明は以上でござ

います。なお、議会への報告につきましては、本日の教育委員会定例

会で承認されれば、９月定例市議会の会期中に全議員に配布いたしま

す。市民への公表につきましては、ホームページで公開する予定をし

ております。以上でございます。よろしくご審議願います。
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宮田委員長

今井参事

宮田委員長

中後課長

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号富津市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の一部を

改正する規則の制定についてお願いします。

はい。議案第３号をご説明いたします。６ページをご覧ください。議案第

３号は、富津市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の一部を改正しよう

とするものです。これは、国の幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第３条第

３項の規定に基づいた国庫補助限度額及び階層区分の所得割課税額の改定

のため、規則の一部を改正するものです。具体的にご説明いたしますので、

８ページの新旧対照表をご覧ください。第２条第１号の表補助金の額の欄

中「２０２,４００円」を「２３２,０００円」に改め、９ページ同号の表の

注第１項中「第５条の４の２第５項」を「第５条の４の２第６項」に改め、

１１ページ同条第２号の表補助金の額の欄中「１５９,４００円」を「２１

７,６００円」に、「２０２,４００円」を「２３２,０００円」に改めるもの

です。７ページをご覧ください。附則といたしまして、この規則は公布の

日から施行し、改正後の富津市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規

定は、平成２７年度の予算にかかる補助金から適用いたします。以上で説

明を終わります。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。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報告

申し上げます。１３ページをお開きください。報告理由にもあります

とおり、平成２７年７月２日付けで富津市教育委員長の改選があり、

新たに宮田賢氏が就任されました。よって、宮田 賢氏を富津市青少年

問題協議会設置条例第３条第４項及び第４条第１項により、富津市長

が委嘱したものであります。なお、任期は前任者の残任期間である平
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宮田委員長

神子課長

宮田委員長

神子課長

宮田委員

成２９年５月３１日までとなります。以上をもちまして、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の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致します。資料

の１４ページをお開き願います。平成２７年５月１８日から７月１０

日までの後援申請受付分につきましては、次の１５ページから１７ペ

ージに記載のとおり、富津市バドミントン協会会長、渡辺務氏、外１

２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、８

月２７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

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。


