
平成 28 年８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８月 25 日（木）

15 時 00 分から 15 時 23 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 年度富津市一般会計予算教育費９月補

正予算案について

○報告事項

報告第１号 専決事項の報告について（後援申請）

５ 出席者名

岡根教育長、宮田教育長職務代理者、榎本委員、坂部委員、能

城教育部長、今井教育部参事兼学校教育課長、 鶴岡教育総務

課長、須藤学校教育課主幹、竹谷教育センター所長、鈴木教育

センター主幹、山口生涯学習課長、鈴木公民館長、刈込教育総

務課長補佐、髙濵教育総務課主事

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) 情報公開条例第 23 条第１項に該当のため

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８月富津市教育委員会定例会議 会議録

発 言 者 発 言 内 容

岡根教育長

坂部委員

岡根教育長

こんにちは。８月の定例教育委員会会議にご出席いただき感謝申し上

げます。小中学生は、あと一週間ほどで夏休みも終わり二学期を迎え

ますが、今のところ大きな事故も報告されておりません。９月１日に

は、日焼けした児童生徒が元気よく登校してくるものと思います。各

学校の先生方には、夏期休業中に前年度より２日多く年休を取得する

よう依頼しました。課業期間中は多忙なので、夏期休業中にゆっくり

リフレッシュしていただきたいと思っていますが、実際に取得したか

どうかは、今後追跡調査をして参りたいと思います。さて、本日は『平

成 28 年度富津市一般会計予算教育費９月補正予算案について』など、

議案１件、報告１件の案件がございますが、忌憚のないご意見を委員

の皆様からいただきたいと思います。それでは、平 28 年８月富津市教

育委員会定例会議を始めます。なお、本日の定例会議は小坂委員から

欠席届が出ております。また、本日の会議録署名委員の指名ですが、

坂部委員にお願いします。

はい。

それでは、教育長報告を申し上げます。１ページをお開きください。

７月 29 日、木更津総合高校野球部が来庁し、県大会優勝と甲子園出場

の報告を市長にしました。なお、甲子園大会では、富津市からは大貫

中の鳥海君が主力選手として出場し、準々決勝まで勝ち進みました。

２番の市ＰＴＡ連絡協議会バレーボール大会は、８月７日に富津総合

社会体育館で開催され、全小中学校から参加がありました。どうして

も小規模校ではメンバーを募ることも難しいですが、全学校からの参

加があり、親睦を深めました。青堀小、飯野小、富津中、天羽中が４

市の大会に進みました。５番の菱川賞絵画展ですが、８月 14 日から 19

日まで、市役所ロビーにてプロを目指す人やプロの作家の日本画、洋

画、版画、水彩画などの作品展がありました。近くに美術館がない本

市にとって、レベルの高い作品が鑑賞できることから、来年も同時期

に開催予定があるということなので、今後の広報も検討したいと思い
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今井参事

岡根教育長

竹谷所長

ました。６番の監査委員講評ですが、８月 17 日に平成 27 年度決算に

関して行われ、審査結果については、誤りなく執行されており黒字に

転じていることの評価を得ました。また講評では、定員適正化計画に

より 420 人を目標に職員が削減されているが、若返りが進む中で育休

や産休をとる職員の代替措置が適切に行われるよう望むことや、震災

対応における応援物資の供給などの役割分担のシュミレーションなど

も早急にしていく必要があるとの指摘を受けました。最後に９番の富

津市経営改革会議についてですが、歳入、歳出、業務改革等経営改革

の進捗状況および中期収支見込みについて経営改革委員への説明を行

ったあと、委員からの意見が出されました。特に、少子高齢化が進む

中でのインフラの整備、維持管理が今後の大きな課題であること、経

営改革の目標達成のため知恵を絞り市一丸となって努力を続けてほし

い旨等の意見が出されました。教育長報告は以上です。ご質問・ご意

見等はございますか。無いようですので、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。７月 28 日、15 時から 401 会議

室において、教育長と語る会が開催されました。語る会には、富津市

教職員組合から組合長以下 17 名、教育委員会からは教育長以下９名が

出席しました。教職員組合から、①教育予算、学校の施設・設備に関

すること、②勤務条件・教育活動に関すること、③関係機関に働きか

けてほしいこと等について要望がありました。８月９日、15 時 30 分か

ら市長応接室におきまして、峰上２校の地区代表、保護者代表、学校

代表等から組織される峰上教育促進同盟による市長への要望の会が開

催され、施設の整備・修繕、通学路の整備についての要望がありまし

た。教育委員会からは教育長以下４名が出席、建設経済部長、農林水

産課長とともに対応いたしました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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いたします。８月１、２、３、５、８、

24 日に夏季研修講座を開催しました。今年度は、教科・領域の指導力

を高める講座、学校安全・危機管理、長欠・不登校対策、特別支援教
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育や教育相談、初任者研修を兼ねた富津市を再発見する講座等を実施

しました。教科等に関する講座としては、元大貫中学校長川名泰氏に

よる算数・数学をはじめ、国語、理科、社会、道徳、学級活動等の講

座を実施しました。算数・数学では学習問題の設定の仕方の重要性に

ついて、国語では資料を活用しながら子どもたちに書く力を高めるた

めの手法について、理科では顕微鏡を使って細胞について身近な素材

から不思議さを体感する実験、社会では課題解決型の課題設定が重要

であることや思考する時間を子どもに確保することなど、道徳では千

葉県の映像資料を活用しての授業の進め方、学級活動では特に話合い

活動にポイントを絞り学級会の準備から進め方まで積極的に話合い活

動に参加できる学級作りについてなど、それぞれ教育事務所の指導主

事や現場で活躍する教員等から学びました。また、県教育庁教育振興

部学校安全保健課主幹多賀克之氏による学校の危機管理の研修を実施

し、グループワークで体制作りの大切さや事故発生時をシミュレーシ

ョンした演習を行いました。事故発生時の役割分担や対応等を想定す

ることで、日頃からの備えの大切さを改めて実感させられました。長

欠・不登校対策の研修では、千葉県子どもと親のサポートセンター指

導主事・榎本武人氏に講師をお願いし、様々な事例を通して、学校の

関わり方など見立てシートを活用しながら共通理解することの大切さ

について研修しました。特別支援教育や教育相談の研修でも、日頃の

学校で課題となっている事例を通して児童生徒の把握の方法や具体的

な対処法について研修しました。富津市の再発見講座では、初任者研

修の「地域の特色ある研修」も兼ね、午前中は社会科副読本「私たち

の富津市」を活用して富津市の概略を学び、午後は前市社会教育指導

員の岩波正弥氏案内の下、内裏塚古墳・佐貫城址等の史跡を巡り、富

津市の歴史の奥深さを考える機会となりました。今年度の夏季研修講

座も希望制で実施しましたが、364 名（昨年度 354 名）の受講者があり、

有意義な研修の機会となりました。期日が前後しますが、８月１日に

は、市長応接室にて、市長、教育長、教育部長等の出席の下、関東大

会・全国大会出場選手の市長激励会を行いました。関東大会・全国大
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岡根教育長

山口課長

岡根教育長

鈴木館長

会の出場には、大貫中学校の清田真一君が、男子 800M 走で通信陸上千

葉県大会２位、記録２分１秒 25、第 70 回千葉県中学校総合体育大会陸

上競技の部では、１分 58 秒 82 の実績を持って出場の栄誉を勝ち取り

ました。清田君が決意表明を述べ、市長より激励の言葉をかけていた

だいた後、激励文が手渡されました。新たな決意をもって大会に臨ん

でくれたことと思います。８月 22 日に、富津市教職員全体研修会を富

津市役所１階大会議室で開催の予定でしたが、台風の影響で中止とい

たしました。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。生涯学習課から報告いたします。７月 30、31 日の２日間にわた

り、富津市スポーツ少年団と友好都市である甲州市のスポーツ少年団

との交流会が行われました。この交流会は毎年相互に訪問を行ってお

り、本年度は甲州市が富津市へ訪問いたしました。甲州市から、サッ

カー10 名、野球 10 名、剣道６名の団員及び指導者・保護者等 20 名の

総勢 46 名が訪問されました。富津市側では、団員 85 名、指導者・保

護者等 53 名の総勢 138 名が参加いたしました。市総合社会体育館での

歓迎会の後、午後から種目別スポーツ交流として剣道を、新富運動広

場でサッカーを、市民ふれあい公園球技広場で野球をそれぞれ試合形

式で行いました。翌 31 日は、明治百年記念展望塔見学後、富津海岸潮

干狩場で潮干狩りを楽しんでいただきました。普段、海との係わりが

無い甲州市の子どもたちには、よい思い出となったことと思います。

スポーツを通じた交流や富津市の紹介ができたことは、大変意義の深

いことと思います。また、健全育成にも大きな効果があるものと考え

ております。以上で、報告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。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。７月 29 日、中央公民館ホールにお

いて、富津市民文化祭 2016 実行委員会を開催いたしました。富津市民

文化祭実行委員会委員長に宮内和男氏、同副委員長に高橋良充氏が選

出されました。実施概要ですが、昨年度同様、主催は富津市及び富津

市教育委員会、主管は富津市民文化祭実行委員会が行い、開催期間は、
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岡根教育長

鶴岡課長

11 月３日（木・祝）から 11 月６日（日）までの４日間、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。主な催しものとしては、絵画・書道・写真・生け花

等の作品展示、芸能祭、子どもまつり、歌謡ショー、子どもミュージ

カル、将棋大会、俳句大会、短歌大会、囲碁大会等を計画しておりま

す。現在、開催に向けまして、それぞれの参加者が部門ごとに組織を

編成し、準備を進めているところでございます。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。各課報告の中でご質問・ご意見等は

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号平成 28 年度富津市一般会計予算教育費９月補正予算案について説

明をお願いします。なお、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。なお、この議案は、教育委

員会全体に関わるものですので、退席すべき職員の指定はありません。

それでは、議案第１号平成 28 年度富津市一般会計予算教育費９月補正

予算案について説明をお願いします。

はい。議案第１号平成 28 年度富津市一般会計予算教育費９月補正予算

案についてご説明申し上げます。３ページをご覧ください。本議案は、

平成 28 年９月市議会定例会に付議する教育費９月補正予算について、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定により、市長

から意見を求められましたので、富津市教育委員会行政組織規則第５

条第３号の規定により議決を得ようとするものです。それでは、教育

費９月補正予算案の概要につきましてご説明申し上げます。４ページ

をご覧ください。はじめに、歳入でございますが、15 款県支出金、３

項委託金、５目教育費委託金、１節教育総務費委託金の 200 千円の増

額補正です。これは千葉県から委託を受けた市内小中学校２校で実施
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岡根教育長

鶴岡課長

岡根教育長

鶴岡課長

する道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業委託金の 200 千円で

ございます。続きまして、５ページから６ページをご覧ください。次

に歳出でございますが、表の一番上にございますとおり 5,512 千円の

減額でございます。これは４月の人事異動及び昇格等を調整する予算

の組換えと、平成 26 年度から当分の間、支給しないこととしていた一

般職の地域手当４％につきまして、10 月から支給するために必要な予

算を相殺し 8,992 千円の減額で総務部総務課にて予算要求しておりま

す。また、一般職の職員の地域手当の支給により、各課の非常勤一般

職員及び臨時職員の報酬又は賃金の日額単価の変更に伴う 2,080 千円

の増額、続きまして、10 款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、

８節報償費及び 11 節消耗品費につきましては、歳入でご説明いたしま

した道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業に伴う講師謝礼、消

耗品費の 200 千円の増額でございます。続きまして、３項中学校費、

１目学校管理費、15 節工事請負費につきましては、大貫中学校野球場

防球ネット補修に伴う工事請負費 1,200 千円の増額予算でございます。

はい。ありがとうございました。議案第１号についてご質問・ご意見

等はございますか。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。ここで非公開を解きます。次に、報告事項に入ります。

報告第１号専決事項の報告についてお願いします。

はい。それでは報告第１号後援申請についてご報告いたします。資料

の７ページをお開きください。平成 28 年７月 22 日から８月４日まで

の後援申請受付分につきましては、次の８ページに記載のとおり、君

津地方ソフトテニス育成協会会長・杉嵜敬外５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１号についてご質問・ご意見

等はございますか。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、９

月 29 日、木曜日、午前 10 時から、市役所４階、401 会議室にて開催を
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岡根教育長

予定しておりますので、よろしくお願いいたします。また、この定例

会終了後、この場において、委員協議会の開催を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。


