
平成 28 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

２ 開催日時
平成 28 年６月 30 日（木）

10 時 00 分から 10 時 37 分

３ 開催場所 富津市役所本庁舎５階５０２会議室

４ 審議等事項

○付議議案

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

○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、池田委員、榎本委員、小

坂委員、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６月富津市教育委員会定例会議 会議禄

発 言 者 発 言 内 容

岡根教育長

池田委員

岡根教育長

こんにちは。６月の定例会にご出席いただき感謝申し上げます。池田

委員におかれましては、本日の定例教育委員会議が最後となりますが、

本当に８年間という長きにわたり委員を務めていただき、衷心より感

謝申し上げます。本日もよろしくご審議ください。委員からいただい

た数々のご意見を、今後も教育委員会の施策や各学校への指導に活か

していきたいと思っています。本日は、『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』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、平成 28 年６月富津市教育委員会定例会議を始めます。

本日の会議録署名委員の指名ですが、池田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。

１番の千葉県市町村教育委員会連絡協議会定期総会ですが、佐倉市の

市民音楽ホールにて開催され、小坂委員とともに参加しました。来賓

として出席された千葉県教育委員会の内藤敏也教育長から、教育情勢

について大きく３点についての話がありました。1点目は、県の教育振

興基本計画と大綱との役割分担、２点目は、学力向上にむけて、ちば

っ子学力向上プランをもとに各市町村・各学校において全国学力状況

調査の結果分析ツールを活用してほしい旨のことと次期学習指導要領

の改訂にむけての国の動きについて話され、今回の学習指導要領の改

訂のポイントとして、馳文部科学大臣のメッセージにもあるものです

が、①ゆとりか詰め込みかといった２項対立的なものではなく、知識

と思考力の双方をバランスよく育み、学習内容の削減はしない、②ア

クティブラーニング（対話的、主体的で、深い学び）の視点で知識の

量を削減せず、質の高い理解を図るための学習過程の質的改善を行う、

③こうした方向性のもと、必要な教科・科目構成等の見直しも行う（小

学校の外国語教育の教科化、高校の新科目「公共（仮称）」の新設）こ

の改訂は、平成 32 年から小学校、33 年が中学校とし、平成 29 年から
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31 年で新教育課程説明会を行うとしています。そして求められている

教育課程は社会に開かれた教育課程ということを話され、よりよい社

会をつくる、社会で役立てていける能力を育てるために、地域社会の

協力を受け、教育課程を通し地域社会とつながっていく学校を目指す

ということでした。そのために学校と地域との連携について、それぞ

れの地域の実情に応じた連携が進むよう、各市町村で尽力願いたいと

のこと。３点目は教員について、特に教員採用に特別支援教育の枠を

設けて、特別支援教育の免許資格を持った人材を小中学校の特別支援

学級の担任として採用する方向であること。加えて最後に不祥事根絶

に向けてとして、特に個人情報の管理の徹底をするよう市教育委員会

の実態に応じた対応を求めたいと話された。次に、２番の熊本地震災

害義援金についてですが、６月３日に飯野小学校児童４名が、引率の

小峯教諭とともに市長室を訪れ、児童会で集めた義援金 79,493 円を市

長に手渡しました。市長からは、「日本赤十字社を通じて、被災地に届

くようにします。」との返事がありました。６年児童２名の祖父母が熊

本市にお住まいで、心配していることを学級で話したところ、募金活

動に発展したとのことでした。最後に６月議会から教育委員会に関わ

る内容について報告いたします。２人の議員から小中学校の統廃合に

ついて、児童生徒数の推移や検討状況等について質問があり、平成 20

年度の再配置構想に基づき進めてきたことや、今後は全庁的な視野に

立ち、公共施設のあり方を検討する富津市公共施設等総合管理計画の

中で再配置計画を検討していくことと答弁しました。また、１名の議

員からは、本庁舎を活用した図書館の整備について質問があり、こち

らも富津市公共施設等総合管理計画の中で、本庁舎の活用も含め検討

しますと答弁しました。また、１名の議員からは生涯学習バスの状況

について質問があり、運行の便宜を図るための方策やバスの買い換え

について答弁しました。最後に教育福祉常任委員会および最終日の人

事案件についてですが、教育福祉常任員会では、教育部については、

義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書採択に関する請願と国

における平成 29 年度教育予算拡充に関する意見書採択に関する請願の
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鶴岡課長

岡根教育長

今井参事

２本が採択されました。また最終日の人事案件では、池田委員の後任

として坂部委員の任命について審議があり、同意されました。以上で

教育長報告を終わります。ご質問、ご意見等はございますか。質問も

無いようですから、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いたします。２ページをお開き願

います。６月 22 日、新人議員勉強会が行われました。当日は６名の新

人議員に各課の主な所掌事務、主要事業の概要について説明をいたし

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６日、富津中学校へ千葉

県教育庁南房総教育事務所長が学校訪問を行いました。富津中学校は、

生徒数 509 名、学級数は知的特別支援学級２クラス・難聴、自閉情緒

学級各 1 クラスを含め 19 クラスです。環境が整備された校舎は、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。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 14 日、竹岡小学校と金谷小学校で、

南房総教育事務所長の訪問がありました。竹岡小学校は、児童数 41 名、

学級数は今年度新設した自閉情緒学級 1 クラスを含め、３・４年生が

複式学級であることから６クラスです。金谷小学校は、児童数 38 名、

学級数は知的学級、自閉情緒学級各 1 クラスを含め、３・４年生が複

式学級であることから７クラスです。学校規模や地域の特色を活かし

た各学校の学校教育目標に基づいた概要説明のあと、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に

心がけており、きめ細かな学習支援の中で、子どもたちは、積極的に

学習に取り組んでいました。６月 22 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木更津市民会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。６月 28 日、第２回富
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岡根教育長

竹谷所長

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。

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。６月１日、ふれあい公園臨

海陸上競技場において、君津支部中学校陸上競技大会が行われました。

学校対抗では、大貫中学校が総合第２位、富津中学校が総合第３位、

天羽中学校が総合第６位となりました。個人では、男女合わせて７名

が県標準記録を突破し、県大会出場の資格を獲得するなど、大健闘で

した。６月２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 28 年度の富津市の特別支援教育の取り組みを提案するととも

に、市内の保育所・小中学校・関係部署の取り組みについて、情報交

換を行いました。６月８日、401 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。講師に社会福祉法人薄光会相談支援センタ

ー天羽の管理者大森匠氏と健康福祉部社会福祉課主任精神保健福祉士

羽山大利氏を迎え、ペアレントサポートワークショップについて研修

を行いました。保護者への子育てのアドバイスや保護者と子どもの関

係づくり、「子どものよい行動を増やす伸ばすために観察上手になろ

う。ほめ上手になろう。整え上手になろう。」というポイントを教わり

ました。６月 13 日、大貫中学校にて、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。生徒たちは明るく落ち着いた雰囲気で、

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、生徒に考えさせる学習問題、生徒相

互の切磋琢磨する取り組み、生徒自身の達成感、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

16 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
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岡根教育長

山口課長

いる受講者に、面接等の心構えなどをお話しいただくとともに、授業

づくりのための、様々な技能についてや T2 としての授業や学級経営へ

の関わり方など伺いました。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 17 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

や管理職・教務主任としての心構えを講話していただき、改めて富津

市の教育について考える機会となりました。６月 22 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。生涯学習課から報告いたします。５月 27 日、502 会議室におき

まして、富津市ふれあいスポーツフェスタ 2016 実行委員会委嘱状交付

式を行いました。各団体から推薦された 18 名に市長から委嘱状を交付

いたしました。その後、第１回目の実行委員会会議が開催され、委員

長にはスポーツ推進委員連絡協議会の渡辺まさ子氏、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、陸上競技会の藤平則

夫氏及び連合婦人会の大野泰代氏の３名が選出されました。今年度の

開催日を、10 月 10 日、月曜日・体育の日とすることで決定いたしまし

た。５月 29 日、ホテル千成で、平成 28 年度君津地方社会教育委員連

絡協議会総会が開催され、平成 27 年度事業及び決算報告、平成 28 年

度事業計画・予算（案）などについて審議がされ原案のとおり承認さ

れました。本年度、全国社会教育研究大会が千葉県文化会館で 10 月 26

日から３日間開催されます。大会に向けて、全員の参加により取り組

んでいくことを確認いたしました。６月３日・４日、山梨県富士河口

湖町において平成 28 年度関東スポーツ推進委員研究大会が開催され、

市スポーツ推進委員会長をはじめ８名のスポーツ推進委員が参加いた

しました。当日は東京都をはじめ９都県から約 1,900 名の参加のもと、

87 名の方々が功労者表彰を受賞いたしました。６月 11 日、佐貫運動広



6

岡根教育長

鈴木館長

岡根教育長

場において「県民の日」記念第 33 回グラウンドゴルフ大会が、98 名の

参加により、開催されました。好天に恵まれ、日頃の練習の成果を発

揮され、プレーに参加しておりました。６月 12 日、総合社会体育館に

おきまして県民の日記念第 33 回バドミントン大会が小学生 31 名、中

学生 235 名、一般６名計 272 名の参加のもと、小中学生は学年男女別、

一般はミックスダブルスにより競技を実施いたしました。６月 13 日及

び 27 日、502 会議室におきまして富津市ふれあいスポーツフェスタ

2016 実行委員会を開催いたしました。会場を市民ふれあい公園臨海陸

上競技場を会場とし、競技種目として 100M 競走などの陸上競技をはじ

め、ストラックアウト、キックターゲット、ミニサッカー、ドッジボ

ール、輪投げ、玉入れ、体力測定、健康面から骨密度・体脂肪測定な

どを実施することで決定されました。６月 18 日、いち川において、平

成 28 年度富津市ＰＴＡ連絡協議会主催の功労者表彰式が行われまし

た。千葉県ＰＴＡ連絡協議会会長賞に、前市ＰＴＡ連絡協議会長小曽

根勝己氏ほか３名が、富津市教育委員会教育長感謝状には、前青堀小

学校ＰＴＡ会長芥子剛尚氏ほか 16 名が、富津市ＰＴＡ連絡協議会会長

表彰には、前青堀小学校ＰＴＡ副会長三谷朋和氏ほか 34 名、天羽中学

校ＰＴＡ他１団体が、表彰されました。以上で、生涯学習課に係る報

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。公民館から報告をいたします。５月 26 日、君津市生涯学習交流

センターにおいて、平成 28 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 27 年度事業報告及び決算報告、

平成 28 年度事業計画（案）及び予算（案）について審議が行われ、原

案どおり承認されました。５月 27 日、中央公民館多目的室において、

平成 28 年度第１回富津市公民館運営審議会を開催いたしました。議件

ですが、平成 28 年度公民館及び市民会館主催事業の内容について、報

告いたしました。以上ご報告いたします。

はい。ありがとうございました。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
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鶴岡課長

岡根教育長

鶴岡課長

岡根教育長

小坂委員

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説明をお

願いします。

はい。議案第１号について説明させていただきます。３ページをお開

き願います。本案件は、富津市学校給食運営委員会委員の任期が平成

28 年６月 30 日をもって満了となるため、新たに各団体から委員の推薦

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

条の規定により、委嘱及び任命しようとするものであります。職名及

び氏名につきましては、富津市議会議員代表千倉淳子氏、学校医代表

田中計氏、校長代表（青堀小学校）牧田正彦氏、校長代表（大貫中学

校）和田俊昭氏、校長代表（環小学校）川名賢氏、ＰＴＡ代表（竹岡

小学校）石井聡氏、ＰＴＡ代表（青堀小学校）芥子剛尚氏、ＰＴＡ代

表（富津中学校）髙橋光二氏、養護教諭代表（天神山小学校）金瀨陽

子氏、学識経験者平野順子氏 計 10 名でございます。なお、富津市学

校給食調理場の設置等に関する条例第９条の規定により任期は平成 28

年７月１日から平成 30 年６月 30 日までとなります。ご審議のほどよ

ろしくお願いします。

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てご報告いたします。資

料の４ページをお開きください。平成 28 年５月 10 日から６月 16 日ま

での後援申請受付分につきましては、次の５ページから８ページに記

載のとおり、かずさジュニアオーケストラ団長、徳尾和彦氏外 19 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。

はい。小坂委員。

はい。先ほど教育長報告の中で、６月１日に開催された千葉県市町村
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岡根教育長

榎本委員

教育委員会連絡協議会定期総会についてのご説明があったかと思いま

すが、私も教育長とともに定期総会へ出席いたしました。その中で、

特別講演ということで千葉県教育庁企画管理部教育総務課主幹兼委員

会室長である長島貴浩氏からお話がありました新教育委員会制度への

各県での取り組みについて、加えてご報告させていただきます。内容

としまして、①学校・教育機関等の視察を行い、その際教育委員と教

育職員と教職員や地域住民等と意見交換の場を設ける（生の声を聞く

ためにミニ集会への参加）、こちらについては、本市でも取り組んでお

ります。②総合教育会議で部局横断的なテーマを設定し、知事部局と

の意思疎通を図る（活発な意見交換する）、③教育委員会定例会に諮る

議題の一部や事務局で検討すべき事項について、教育委員と教育委員

会事務局との意見交換を実施する。特に次年度予算については、予算

要求への理解を深めるために数回議論をする、④定例会終了後、教育

委員自らテーマを決めてミーティングを実施する、⑤市町村の教育委

員や教職員との意見交換会を実施する、⑥県立学校や市町村立学校で

移動教育委員会を開催し、設定されたテーマについて話し合う、⑦教

育長は、議事進行の一部をその指名する委員に行わせることができる

ようにする（審議の活性化を図る）、⑧学校を会場に生徒・保護者・教

職員・地域住民を交えて意見交換を行う「教育懇談会」を実施する。

（1,000 カ所集会と類似）、⑨教育委員が個別に自分自身で計画を立て

学校を視察している、というような取り組みがされているということ

でした。以上でございます。

ありがとうございました。様々な取り組みがされているとの紹介でし

たが、何かご意見はございますか。今回は無いようですが、この件に

つきまして実施してみたい取り組み等ございましたら、またご意見い

ただければと思いますのでご検討いただくようお願いいたします。そ

の他に何かご意見・ご質問等はございますか。はい。榎本委員。

はい。先ほど教育長報告にてお話のありました外国語教育について確

認させていただきたいのですが、平成 32 年から教科化が始まるという

ことでしたが、現在は小学校では外国語の授業は行われていないとい
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鶴岡課長

岡根教育長

うことでよろしいでしょうか。

はい。現在、教科化はされてはおりませんが、「外国語活動」という形

で小学校５・６年生の生徒に、ＡＬＴ（外国人講師）による授業が２

週間毎に１回、日本人の英語講師による授業が週１回という形で年間

35 時間程度、外国語に触れる時間を実施しております。各学校におい

ては、３・４年生に総合学習の異文化交流という形で授業を実施して

おります。

新聞記事の中で、小学校低学年から外国語の授業が始まるというのを

読んだような気がしたのですが、現在の富津市においては、３・４年

生、５・６年生が外国語の授業を受けているということですね。あり

がとうございました。

その他に何かございますか。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、７

月 28 日、木曜日、午前 10 時から、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。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。


