
平成28年４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 28 年３月 28 日（月）

14 時 30 分から 15 時 10 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 富津市学校医の委嘱について

議案第２号 富津市文化財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５号 行政不服審査法の施行に伴う関係規則の整備

に関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 富津市青少年問題協議会委員の委嘱について

報告第３号 富津市中学校生徒交通安全対策事業補助金交

付要綱の一部を改正する告示の制定について

報告第４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 28 年３月富津市教育委員会定例会議

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

皆さん、こんにちは。３月は別れの季節ということで、先ほど今年度

限りで退職される先生方への感謝状の贈呈式を済ませて参りました。

また、市内の小中学校で卒業式が行われまして、私は富津中学校と竹

岡小学校の卒業式に出席いたしました。富津中学校は、校旗を先頭に

卒業生 189 名が整然と入場して参りました。大規模校ならではの非常

にしっかりとした卒業式を見せていただきました。また、竹岡小学校

は卒業生が９名だったのですが、式の途中から１年生くらいの男の子

が泣き始めまして、最初はしくしく泣いている様子でしたが、途中か

ら声をあげて泣き始めまして、在校生も半分程度は泣いていたんでは

ないかと思います。卒業生９名は在校生号泣のなか退場するというフ

ィナーレを迎えました。私は自分の卒業式では泣いた記憶は１回もな

いのですが、思わず涙ぐみそうになりました。いずれの学校も大変感

動的な卒業式でした。卒業生はもちろんのこと、在校生の子供たちに

も感動を忘れずに次のステージへ進んでいってもらいたいものと思い

ました。それでは、平成 28 年３月富津市教育委員会定例会議を始めま

す。委員長報告につきましては、先ほどの卒業式の話をそれとかえさ

せていただきます。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。始めに行事関係です。１項目目

は、君津市バスケットボール協会主催・富津市バスケットボール協会

共催で 14 回目を迎えた、２日間にわたる中学生の大会です。今年度は

男子が富津市、女子が君津市で試合を行いました。地元をはじめ県内

各地、そして東京、横浜、川崎のチームも参加して熱戦が展開されて
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いました。２項目目ですが、平成 22 年３月議会の天羽高校、６月議会

の君津商業高校から始まり、９月議会からは関豊小を皮切りに、市内

小・中学校が行ってきた議場コンサートが、今回で一回りとなりまし

た。飯野小６年生が、発生から５年目となる東日本大震災について学

習したことの発表を交えながら、すばらしい合唱を聴かせてくれまし

た。５項目目の式では、新たに校長・教頭に登用される職員に辞令を

お渡しします。本市では今年度定年を迎える校長が多くいますので対

象者も多くなっています。新校長は６人で、うち市内からの登用が３

人、新教頭の４人はいずれも市内からの登用です。とかく批判の目を

向けられやすい昨今の学校ですが、内部・外部の連携を大切にしなが

ら、臆せずにがんばってほしいと思います。ほかの項目はご覧くださ

い。次に議場コンサート以外の議会の報告です。２月定例会で議決い

ただいた関豊小跡地の測量等を含む補正予算案と 28 年度予算案は賛成

多数で、榎本教育委員の再任と岡根教育長の任命については全員賛成

で、それぞれ可決または同意されました。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廃校活用のルールに関す

る質問には、旧環南小と関豊小の現在の活用状況について答えるとと

もに、今後、富津市公共施設等総合管理計画に沿い、全庁的に検討す

る旨答えました。佐久間議員の質問には、富津市の自然・産業・観光

資源・体育施設・関係団体・人材などを結びつけることが重要である

こと、学校では多様な地域学習が行われていること、市民会館等生涯

学習の分野における人材育成やネットワークづくりの現状、第一海堡

やフンチなど文化財の保存や指定などについては関係団体・国・県と

の情報交換等に努めることなどを答えました。岩本議員の質問には学

校施設整備基本計画は老朽化度調査の結果などに基づく優先順位や改

修時期、経費などを盛り込んで作りたいこと、生涯学習バスは新車購

入を進めながら 28 年 11 月以降は１台で運行したいこと、その際、学

校や保育所等の利用を含め、サービス低下を避ける工夫をしたいこと

などについて答えました。十川議員の質問には、小・中学校のインフ
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宮田委員長

神子課長

宮田委員長

今井参事

ルエンザによる欠席者数や学級閉鎖の状況、予防対策などについて答

えました。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

に教育総務課お願いします。

はい。教育総務課から報告いたします。２ページをご覧願います。３

月７日、新富津漁業協同組合から海苔の寄附があり贈呈式を教育長室

で行われました。寄贈された海苔は、学校給食用に味付け海苔１袋５

枚入り 7,200 袋で翌日から全校に配布いたしました。同様に富津漁業

協同組合から海苔の寄附があり、３月 17 日に、教育長室で贈呈式が行

われました。こちらは市内全小中学校及び保育所（園）に、味付け海

苔１袋５枚入り 4,280 袋で、卒業式が終えたことから、４月の給食の

際に配る予定でございます。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。２月 19 日第４回校長会議が 502

会議室にて開催されました。生涯学習課からは、学校体育施設の開放

について、社会体育施設の減免申請等について、学校教育課からは、

不祥事防止､学年末･学年はじめの休業中の服務及び施設等の管理など

について、教育センターからは、平成 28 年度の学校教育の指針、学力

向上推進事業等についてそれぞれ説明・依頼をしました。２月 24 日、

第２回学校事務の共同実施運営協議会が 401 会議室にて開催されまし

た。この会議では、平成 27 年度の共同実施の成果と課題について、並

びに、次年度の方向性について、校長会代表、教頭会代表、教育委員

会関係者とともに話し合われました。３月８日に、ＪＡ君津による寄

附贈呈式が教育長室にて行われました。次年度入学する小学校１年生

に交通安全の手作りのお守りをいただきました。３月 10 日に、富洋観

光開発株式会社様から鋸山バームクーヘンの寄附がありました。これ

は、市内小中学校の卒業生へのお祝いとしていただき、各学校で卒業

式にお祝いとして一人一人に配りました。３月９日から３月 23 日にか

けて、市内小中学校で卒業式が行われました。中学校は、354 名が卒業



4

宮田委員長

菊地所長

宮田委員長

中後課長

しました。高校への進学が 343 名、特別支援学校への進学が 10 名、就

職に１名となります。小学校は、332 名が卒業し、その内の 26 名が私

立中学、１名が県立千葉中学へ進学となります。３月 24 日、平成 27

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 1,539

人、生徒 659 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。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。２月 26 日、502 会議室にて

平成 27 年度ＡＬＴ派遣業者選定をプロポーザル方式にて実施しまし

た。株式会社ジョイトーク・株式会社ハートコーポレイション・株式

会社ボーダーリンク・株式会社インタラックの４社による業者選定プ

レゼンテーションを行い、結果、株式会社インタラックと派遣契約を

結ぶことといたしました。３月７日、平成 27 年度第２回四市適応指導

教室連絡協議会を 503 会議室にて開催しました。君津地方四市の適応

指導教室運営状況を情報交換するとともに、千葉県スクールカウンセ

ラー・スーパーバイザーの京谷幸一氏に「不登校生徒に対するカウン

セリングの手法」と題して講演いただき、不登校児童・生徒への接し

方について研修しました。３月８日、502 会議室にて、自立支援指導員

会議を行いました。４名７校に配置した自立支援指導員の今年度の活

動をまとめ、次年度に向けての課題等を話し合いました。３月 24 日、

502 会議室にて、英語指導員会議を行いました。今年度の各校での取り

組みを振返り、外国語活動充実に向けて、次年度の取り組みについて

話し合いました。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。生涯学習課の報告を申しあげます。２月 18 日に千葉市京成ホテ

ルミラマーレにおいて、ちばアクアラインマラソン実行委員会第７回

総会が開催されました。総会では、４月５日から始まる募集について

の要項や平成 28 年度事業計画、予算についてが議題とされ、平成 28

年 10 月 23 日に向けた、ちばアクアラインマラソンの準備が本格的に
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宮田委員長

山口館長

始まりました。２月 23 日に、平成 27 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を 401 会議室で

開催し、平成 27 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 28 年度事業計画（案）及び予算（案）について審議し、承認され

ました。３月６日に第 38 回千葉県民マラソン大会が総合社会体育館周

辺で開催され、委員の皆様方には何かとお忙しい中、ご来場いただき

ましてありがとうございました。当日は、雨の心配はないコンディシ

ョンの良い状態で、また大きな事故もなく無事終了することができま

した。スナッグゴルフやタッチラグビー体験、天羽高校生や佐貫クラ

ブなどボランティアの参加、総合社会体育館前の地元物産品の販売や

富津市観光協会提供による生海苔の入った味噌汁や海苔飯の無料提供

には多くの方々が携わっていただき、会場周辺は昨年にもまして賑わ

っておりました。また、地元の方々によるコース清掃や祭り太鼓、大

漁旗による沿道応援や菜の花プランターによるおもてなし、打ち上げ

花火提供による大会の雰囲気づくりの高揚など多くの方が携わってい

ただき、スポーツ大会ではありますが、オール富津で行う地域イベン

トに発展してきていると感じています。４月７日に運営委員会を開催

し、次年度大会へ向けて、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。３月 24 日に、平成 27 年度第２回富津市社会教育委員

会議を 401 会議室にて開催いたしました。各委員などから平成 27 年度

の社会教育に関係する事業報告として、第 50 回君津地方社会教育振興

大会についてなどのほか６件の事業について報告をいただきました。

また、平成 28 年 1 月 26 日に公民館・市民会館図書室を中心に実施し

た施設視察の際のアンケートの取りまとめなどをもとに平成 28 年度の

社会教育委員の活動の方向性を議論し、各公民館、市民会館図書室及

び移動図書館の利用環境の整備に取り組んでいくこととしておりま

す。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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。２月 19 日、中央公民館多目的室に
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宮田委員長

小坂委員

中後課長

小坂委員

宮田委員長

今井参事

おきまして、平成 27 年度第４回富津市公民館運営審議会会議を開催い

たしました。平成 28 年度富津市公民館・市民会館主催事業計画（案）

についてを議題とし、28 年度各館で計画いたしました主催教室の内容

について説明し承認されました。来年度の教室数は、３館併せまして

27 年度実績と同数の 45 の教室を計画し、内新規教室は６教室を予定し

ております。報告事項として、１月 10 日実施の成人式、及び１月 31

日開催の富津市民文化事業「ふっつ学びの門」についての結果報告を

いたしました。２月 23 日、中央公民館多目的室におきまして、富津市

民文化祭 2016 第１回準備委員会会議を開催いたしました。文化祭の日

程及び文化祭開催までの各スケジュールについて協議いたしました。

来年度の文化祭は、11 月３日（木・文化の日）から６日（日）までの

４日間の開催とし、会場は昨年同様に、総合社会体育館、富津公民館、

中央公民館、市民会館の４会場で開催することで決定いたしました。

詳細については、今後開催いたします準備会議にて決定してまいりま

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。小坂委員。

はい。３月６日に行われた第 38 回千葉県民マラソン大会についてです

が、オール富津で開催されたということで地域のイベント化がされ、

またお天気も恵まれて大変よかったと思います。当日の参加者数がと

ても多かったように感じたのですが、参加された方の人数を教えてく

ださい。

はい。申込数は 5,300 人程度となっており、当日は多少の欠席者がい

ました。去年に引き続き、多くの参加者及び応援者の方がいました。

ますます参加者の方が増えて、イベント化されていくと良いですね。

ありがとうございました。

ほかに何かございますか。無いようですので、次に付議議案に入りま

す。議案第１号富津市学校医の委嘱についてお願いします。

はい。議案第１号富津市学校医の依嘱についてご説明いたします。３
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宮田委員長

中後課長

宮田委員長

ページをご覧ください。議案第１号は、平成 28 年度２月富津市教育委

員会定例会にて承認された富津市学校医の委嘱について、竹岡小学校

委嘱の学校医鈴木周一氏の辞退に伴い、後任に鈴木研也氏を委嘱しよ

うとするものです。なお、任期は、平成 30 年３月 31 日までの２年間

です。４ページをご覧ください。平成 28 年度･29 年度の学校医名簿の

うち、竹岡小学校学校医が後任の鈴木研也氏となります。以上で議案

第１号説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げま

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号富津市文化財審議会委員の委嘱についてお願いしま

す。

はい。議案第２号について説明いたします。議案第２号富津市文化財

審議会委員の委嘱について申し上げます。５ページをお開きください。

提案理由にもありますとおり、富津市文化財の保護に関する条例の規

定によりまして、富津市教育委員会は富津市文化財審議会委員を委嘱

しております。委員の任期が本年３月 31 日をもって任期満了となるこ

とから、新たに富津市文化財審議会委員として 10 名の者を委嘱しよう

とするものであります。なお、富津市文化財審議会委員としての任期

は、平成 28 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までの２年間となりま

す。以上をもちまして、議案第２号富津市文化財審議会委員の委嘱に

ついての説明を終了させていただきます。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

の制定について及び議案第４号富津市教育委員会事務決裁規程の一部
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今井参事

宮田委員長

池田委員

を改正する訓令の制定については、提案理由が同一ですので一括にて

説明をお願いします。

はい。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

則の制定についてと議案第４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は一括してご説明いたします。６ペー

ジをご覧ください。議案第３号は、育英資金の貸与に関することを学

校教育課から教育総務課へ所管替えすることに伴い規則の一部を改正

するものです。７ページと８から 10 ページの新旧対照表を併せてご覧

ください。９ページ改正案の教育部、教育総務課、庶務係の事務分掌

18 項の次に 19 項育英資金の貸与に関することを加え、表左の現行の事

務分掌 19 項を改正案では、20 項とします。次に、右側現行の学校教育

課学務係事務分掌７項にあった奨学資金の給付及び貸付に関すること

を改正案では削り、以下１項ずつ繰り上げます。７ページをご覧くだ

さい。なお、この規則は、平成 28 年４月１日から施行するものです。

続いて、11 ページをご覧ください。議案第４号は、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伴い、規程の

一部を改正するものです。議案 12 ページと 13 ページの新旧対照表を

ご覧ください。改正案では、別表２の教育総務課の表中の 13 号に「育

英資金の貸与の決定及び交付」を加えます。また、学校教育課の表中、

２号の項を削り、以下の項を繰り上げます。12 ページをご覧ください。

この訓令は、平成 28 年４月１日から施行するものです。以上で議案第

３号と４号の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願い申し

上げます。

はい。ありがとうございました。議案第３号及び議案第４号について質

問がございますか。はい。池田委員。

はい。現行の富津市教育委員会行政組織規則の学校教育課学務係の第

７項奨学資金の給付及び貸付に関することが、改正案では、教育総務

課庶務係の 19 項育英資金の貸与に関することと変更になっているわけ

ですが、奨学資金と育英資金はほぼ同じものとして解釈してよろしい
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今井参事

池田委員

宮田委員長

神子課長

宮田委員長

かと思いますが、現行は給付及び貸付とあるのに対し、改正案では貸

与という文言に変わっております。給付に関しては現行ではほとんど

前例がないという解釈でよろしいですか。

はい。おっしゃるとおりで、前例に給付はございませんでしたので、

給付及び貸付から貸与という文言に今回変更しております。

はい。ありがとうございました。

ほかに何かございますか。無いようですので、議案第３号及び議案第

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３号及び議案第４号は、承認されました。続いて議案第５号

行政不服審査法の施行に伴う関係規則の整備に関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。16 ページを

お開き願います。この規則は、行政不服審査法が施行されることに伴

い、次ページの第１条の富津市教育委員会会議規則、第２条の富津市

体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第３条の富津埋立記

念館の設置及び管理に関する条例施行規則、第４条の富津市スクール

バス管理運営規則の一部を改正しようとするものでございます。改正

内容は、異議申立てが廃止され、審査請求に一本化されたため、「異議

申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に、不服申立期間が従

来の「60 日以内」から「３箇月以内」に延長されたため、併せて字句

の整備をしようとするものでございます。附則といたしまして、第１

項は、平成 28 年４月１日から施行する。第２項は、経過措置でござい

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。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。
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神子課長

今井参事

宮田委員長

中後課長

はい。それでは報告第１号について報告いたします。22 ページをお開

き願います。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 21 条第１項第３号の規定により、事務部局職員等の人事異

動を別添（別冊１・２）のとおりといたします。まず、教育総務課か

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名で、うち教職員が２名、転

出者６名、転入者９名、昇任・昇格者７名、部内異動者１名、新規採

用者は教職員が２名で、総勢 30 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。

報告第１号の内、県費負担教職員の人事異動に関することについて、

ご説明いたします。別冊２をご覧ください。まず、１ページをご覧く

ださい。１の市内学校からの転出では、①退職職員は 12 名、②転任職

員は３ページまでの 35 名でした。３ページの２市内学校への転入では、

①新規採用職員 13 名、②転任職員は４ページまでの 33 名でした。次

に５ページの３の市内学校間の配置換えは、24 名でした。６ページは、

市行政関係の異動でございます。以上です。

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。無いようですので続いて報告第２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２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。23 ページをお開きください。報告理由にありますように、平

成 28 年２月 8 日付けで富津警察署長に異動があり、新たに松本達夫氏

が富津警察署長に就任されました。よって、松本達夫氏を富津市青少

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の平成

29 年５月 31 日までの期間となります。以上をもちまして、説明を終

了させていただきます。
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宮田委員長

神子課長

宮田委員長

神子課長

宮田委員長

神子課長

宮田委員長

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、続いて報告第３号富津市中学校生徒交通安

全対策事業補助金交付要綱の一部を改正する告示の制定についてお願

いします。

はい。それでは報告第３号について報告いたします。24 ページをお開

き願います。市内中学校に通学する生徒の交通安全対策として、また

保護者の負担軽減を図るため、安全帽購入の補助金を 3,200 円限度と

して補助していますが、安全帽の単価の値上がりにより補助金の限度

額を 3,400 円に要綱の一部を改正しようとするものです。次の 25 ペー

ジをご覧願います。附則で、平成 28 年４月１日から施行いたします。

以上でございます。

はい。ありがとうございました。報告第３号について質問がございま

すか。無いようですので、続いて報告第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 27 ページをお開き願います。平成 28 年２月４日から２

月 19 日までの後援申請受付分につきましては、次の 28 ページに記載

のとおり、かずさ地区スポーツ少年団空手道協議会会長浜田靖一氏他

４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、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、４

月 28 日、木曜日、午後２時 30 分から、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。

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。


