
平成 27 年９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９月 24 日（木）

14 時 30 分から 14 時 50 分

３ 開催場所 富津市役所本庁舎５階 503 会議室

４ 審議等事項

○報告事項

報告第１号 平成 27 年度富津市内小学校修学旅行の計画に

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)

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９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

池田委員

宮田委員長

渡辺教育長

こんにちは。先日、新聞で目にしたのですが、特定健診、いわゆるメタ

ボ検診の健診結果のデータと、その人の医療機関の受診データを保存し

て、特定健診が医療費の抑制につながるかどうかを検証する事業を厚労

省がやっているのだそうです。ところが、健診のデータと、医療機関の

受診データが合致する率が、2011 年度で 19パーセント、2012 年度で 24.9

パーセントと、非常に低い率になってしまっているようです。なぜかと

いうと情報を入力するときに、名前を漢字で入力するか、カタカナで入

力するか、また、被保険者番号を全角で入力するか半角で入力するかに

よって、情報を暗号化したときに、同じ人でも、別の人だという認識を

してしまうのだそうです。これを聞くと 28 億くらいかかる事業なのに、

前もって、誰もそのようなことが起こるということに気がつかなかった

のだろうか、と思います。ちょうど今日で２週間ですが、鬼怒川が決壊

したときも、一番被害が大きかった地域に避難指示が出ていなかった、

ということもありました。緊急のときですから、連絡系統に何かトラブ

ルがあったのかもしれません。また、東京オリンピックのエンブレムも

何か原因があってチェックが十分でなかったのかもしれません。しかし、

このようなとき、私たちは、経過以上に最終的な結果を見てしまうとい

うのが一般的だと思います。人間のすることなので最初から完璧な計画

を立てるということは、もちろん難しいことだと思うのですが、これか

らも、皆さんには、できるだけ市民の皆様に納得していただけるような

形の計画を立てていってもらいたいと思います。苦言を呈しているので

はなく、エールを送るという意味でこの話をさせていただきました。そ

れでは、平成 27 年９月富津市教育委員会定例会議を始めます。委員長報

告は特にありません。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ページをご覧ください。はじめに行事関係です。１項目目

に記載した経営改革会議は今回で第７回目になりました。教育委員会に
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直接関わる論議はありませんでしたが、詳細は市ホームページ等でご覧

ください。２項目目は第 33 回となった大会です。私は出席できませんで

したが、青堀小学校が見事に２連覇を飾ったとのことですので報告しま

す。４市代表として 10 月 29 日に千葉市で開催される県大会に出場予定

です。次に議会の報告です。まず、飯野小学校プール改修工事および寄

附を受けて行う富津公民館トイレ改修工事に関する予算を含む今年度補

正予算案は全員賛成で、また、教育費を含む昨年度決算案は賛成多数で、

それぞれ可決・認定されました。次に一般質問における部長と私の答弁

の概要を報告します。永井議員の質問には、学校給食の食材の内、米は

富津市産コシヒカリ１等米であり、その他の食材も、富津市産、近隣産、

県内産、国内産のできるだけ良質なものを地元業者から購入するなど地

産地消に努めていること、米は、調理場に炊飯設備がないので、無洗米

で購入し、炊飯と学校への配送を委託していることなどを答えました。

学校統廃合については、はじめに市長から、環小・関豊小の統合は「再

配置構想」に基づく地域の合意形成がなされ、比較的円滑に行われたこ

と、学校統廃合については、今後も教育委員会と連携して検討していく

こと等の答弁があった後、今後の市内児童生徒数推移の見込みや、統合

した環小学校の児童が充実した学校生活を送っており、スクールバスの

運行も含め児童に関する大きな問題点はないことなどについて答えまし

た。平野英男議員の質問には、平成 16 年の文化庁第一海堡遺跡調査報告

書はいまだ刊行の予定がないこと、財務省が第一海堡への立ち入り禁止

看板増設を予定していること、不発弾調査の要請については県と協議し

たいことなどについて答えた後、市長が、近代遺跡として後世に引き継

ぐべく、国の責任で管理・保全に努めてもらいたいとの見解を述べまし

た。佐久間議員の質問には全体で約 33％である小中学校の洋式トイレ設

置状況を答えるとともに、和式も必要との意見を含めて校長会等からも

洋式設置の要望があること、今後も可能な限り洋式化に向けた努力をし

ながら大規模改修計画の中で検討することなどを答えました。岩本議員

の質問には、人口ビジョンや財政収支等も踏まえながら施設整備その他

について市長部局と協議していくこと、閉校した学校施設の活用につい

ては、文科省の「みんなの廃校プロジェクト」等の利用も含めて検討す
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宮田委員長

今井参事

ること、今後も「再配置構想」に基づいて地域と協議を進めながら行政

として早めにプランを提示するよう努めたいことなどを答えました。藤

川議員の質問には、スポーツ振興審議会は設置していないこと、総合社

会体育館のこれまでの維持補修工事の概要や今後の大規模な改修工事の

必要性などについて答えました。なお、教育福祉常任委員会が、複式学

級の授業参観と学校給食の試食を目的に天神山小学校を視察しました。

限られた条件の中で学校が教育課程の工夫などに努力していることや、

本市学校給食のよさを理解していただく機会にもなったと思います。ま

た、決算審査特別委員会では、調理場統合に備えて 26 年度に工事を行っ

た富津小給食搬入・搬出口改修工事の現地調査を行いました。適切に使

用されていました。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。９月１日、市内、全小中学校で

始業式が行われ、児童生徒が元気に登校し、２学期がスタートしました。

なお、８月 31 日現在の児童数は１,876 名、生徒数は、１,015 名で、５

月１日と比較し、小学校で３名、中学校で１名の減です。９月 10 日、教

育長報告にもありましたが、教育福祉常任委員会協議会による視察が、

天神山小学校にて実施されました。今回の視察では、渡辺教育福祉常任

委員会委員長以下５人の委員と、議長、副市長、教育委員会からは、教

育長、部長、教育総務課長、副主幹、学校教育課長が参加しました。給

食試食では、１年、３・４年、５年教室に分散し、準備から、片付けま

で、児童とともに行いました。その後、教頭、教務主任より、複式学級

での児童の指導について、説明を受けた後、３・４年生の道徳の授業を

参観しました。委員からは、「小規模校ならではの特色を学ぶことができ

た」、「複式学級の中で慕い、慕われる関係が感じとれた」、などのご意見

を頂きました。９月 12 日、13 日、市内全中学校の体育祭が開催され、

生徒が元気な演技をし、無事終了いたしました。また、記載はありませ

んが、９月 19 日に佐貫小学校で運動会が開催されました。残るは、環小

学校のみで、10 月３日の開催の予定となっております。続いて、９月 14

日、飯野小学校にて、全日本司厨士協会関東総合地方本部千葉県本部に
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宮田委員長

菊地所長

宮田委員長

中後課長

よる、食育事業と「千産千消」食事会が、６年生児童を対象に実施され

ました。司厨士協会は国内のホテルやレストランでシェフとして活躍し

ている方々が運営している公益社団法人で、昨年度の環、関豊小学校に

引き続き、本事業を富津市内で実施いたしました。食育の授業では、味

覚について、塩・ビターチョコ・マカロンなどを試食体験しながら学び

ました。食事会では、シェフの皆さん手作りの千葉県産イカ団子入り南

仏風野菜スープなど、千葉県食材を使った料理やデザートをおいしく頂

きました。子どもたちには大変貴重な体験となりました。９月 17 日、天

神山小学校と湊小学校で、南房総教育事務所長の訪問がありました。学

校機能や地域の特色を生かした各学校の教育目標に基づいた概要説明の

後、全学級で授業を参観しました。どの学級でも学習課題を明確にした

学習を行うことを心がけており、子どもたちは積極的に学習に取り組ん

でいました。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します。９月 19 日に君津地方中学校新人

陸上競技記録会がふれあい公園臨海陸上競技場にて開催されました。前

日までの悪天候も回復し，さわやかな秋晴れの下，各選手は自己新記録

を目指して懸命に競技に取り組んでいました。結果は男子では 20 人が８

位以上の入賞を果たし、リレーでは２中学校が入賞を果たしています。

女子につきましては、19 名が８位以上の入賞を果たし、リレーでは３中

学校が入賞を果たしています。詳しい結果につきましては，お配りしま

した，記録表をご覧ください。教育センターの報告は以上です。

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。生涯学習課の各課報告について申し上げます。８月 30 日、９月６

日に第 34 回ＦＴＳ杯争奪少年野球大会が荒井須美夫市スポーツ推進委

員連絡協議会副会長の出席のもと市民ふれあい公園球技広場などで開催

され、７チームの参加があり、実施されました。大会の結果は、優勝・

湊少年野球クラブ、準優勝・吉野ボーイズでした。９月３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第５回会議を開

催し、来月７日に実行委員・競技役員全体説明会における説明内容の確

認を行っております。本年も各種福祉施設へ案内状をお送りし、参加の
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宮田委員長

山口館長

呼びかけをいたしました。９月８日に市スポーツ推進委員会議が 503 会

議室において開催され、ふれあいスポーツフェスタや市民ハイキングに

ついての検討などがされております。本年の市民ハイキングにつきまし

ては、例年のコースとなっている戸面原ダム周辺で土砂崩落があること

から、もみじロードにて、例年と同様の 11 月 23 日に実施することとし

ております。９月 13 日に第４回ふれあいドッチビー大会が市スポーツ・

レクリエーション推進員連絡協議会の運営により総合社会体育館におい

て開催されました。参加者は６チーム 70 名で、だれでも、どこでもおこ

なえる軽スポーツの気軽さから、和気あいあいと楽しく体を動かしてお

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 11 日、中央公民館多目的室にお

いて、富津市民文化祭 2015 第１回実行委員会役員会議を開催いたしまし

た。議題として、市民文化祭ポスターの選定、メインテーマの選定、広

報について協議いたしました。ポスターの選定ですが、市内小中学校の

児童生徒より募集したところ 232 点の応募があり、選考の結果、飯野小

学校６年生桐谷光季さんの作品が最優秀作品として選ばれ、本年度のポ

スターとして採用することといたしました。なお、応募作品は、総合社

会体育館で展示いたします。また、メインテーマは 484 件の応募の中か

ら富津中学校３年生の小柴真凜さんの作品「楽しもう みんなで作る文

化祭」を採用することで決定いたしました。本年度の主な文化祭行事を

申し上げますと、絵画・書道・写真・編み物作品等の展示関係は、総合

社会体育館が、10 月 30 日から 11 月３日まで。富津公民館、中央公民館、

市民会館はそれぞれ 31 日から 11 月３日まで。催し関係は、富津公民館

で、30 日に「小中学校音楽の集い」、31 日に芸能祭、２日に「子ども祭

り」を、中央公民館では、31 日に俳句大会・短歌大会を、11 月１日に芸

能祭並びに民謡ショーを、市民会館では、11 月１日にアフリカ・日本太

鼓の共演や囲碁大会、３日には芸能祭を予定しております。広報関係で

すが、広報ふっつ 10 月号に掲載するほか、市内公共施設や協力いただけ

る個人施設等へポスターの掲示を行います。また、区長回覧を通じ,チラ

シの回覧、防災行政無線などにより市民文化祭の開催を周知する予定で
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宮田委員長

小坂委員

宮田委員長

須藤主幹

宮田委員長

神子課長

宮田委員長

神子課長

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。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。以前、埋立記念館の資料の展示のことでお話したのですが、８月

８日に、修理が完了したということを聞きましたので、行ってみました。

そうしたら、資料等を修理していただいていたので、良かったと思いま

した。富津小なども、10 月に４年生が、社会科学習で埋立記念館へ行く

ということを聞いております。小学生も含め、引き続きたくさんの方に

利用していただければと思います。ありがとうございました。

他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、

次に報告事項に入ります。報告第１号平成 27 年度富津市内小学校修学旅

行の計画についてお願いします。

はい。報告第１号は、２学期に市内 11 小学校で実施される修学旅行の予

定です。４ページをご覧ください。全小学校が神奈川県箱根方面から修

学旅行の計画を変更し、鎌倉、小田原、富士五湖方面への旅行を計画し

ています。期間は１泊２日となっており、現時点では、不参加予定者は

おりません。今後、行き先地の保健所や消防本部への衛生監督や防災安

全対策等について照会を行い、児童の安全対策をとった上で実施したい

と考えています。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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ページをお開き願います。平成 27 年８月 12 日から９月７日までの後

援申請受付分につきましては、次の６ページに記載のとおり、房総楽友

協会会長、早川令子氏外２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、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、

10 月 29 日（木曜日）午前 10 時から、市役所４階、401 会議室にて開催
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宮田委員長

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。


