
平成 29 年１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 29 年１月 26 日（木）

10 時 00 分から 10 時 34 分

３ 開催場所 富津市立天羽中学校 会議室

４ 審議等事項

○報告事項

議案第１号 平成 28 年度富津市教育委員会被表彰者（追加）

の決定について

報告第２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、小坂委員、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 29 年１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

宮田教育長職

務代理者

岡根教育長

委員の皆さん、明けましておめでとうございます。昨年中は大変お世

話になりました。平成 29 年も皆さん、そして富津市にとって良い一年

でありますようにご祈念申し上げます。ところで、本日の定例教育委

員会議は、天羽中学校の会議室をお借りしての会議とさせていただき、

給食も試食していただきたいと思い企画しました。ご案内のとおり本

校は、現在検討している再配置計画（案）に掲げている学校で、現在

地に新校舎建設を計画しております。再配置計画（案）につきまして

は、現在該当学校の保護者説明を実施しているところです。委員の皆

様のお耳に入っている情報で、お気づきの点があれば、お聞かせいた

だきたいと思います。話題は変わりますが、学校は３学期に入り、年

度まとめの学期となっています。中学３年生は受験を控え、大変な思

いでいると思います。生徒の希望が叶えられ、無事進路が決定される

ことを祈念しております。また、本日の議題については、『平成 28 年

度富津市教育委員会被表彰者（追加）の決定について』など、議案１

件、報告１件でございます。忌憚のないご意見をお願いします。それ

では、平成 29 年１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、宮田教育長職務代理者にお願いします。

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。

２番目の富津市元旦マラソン大会ですが、富津市体育協会と富津市陸

上競技協会の主催で開催されました。穏かな日和の中で大会が開催さ

れ、新春の風を切って多くのランナーが走りました。例年に比べ小中

学生の参加が多くなってきたという報告を受けました。３番目の小泉

副市長就任式ですが、12 月末まで総務部長をしていた小泉氏が１月１

日付けで副市長に就任されました。４番目の仕事始め式では、高橋市

長からは、伝統とそれを変える勇気、チャレンジする勇気を持って仕

事を進めていってほしい旨の話がありました。次に６番目の消防出初
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鶴岡課長

岡根教育長

今井参事

式では、大変寒い中、式典と演習が行われ、保育園児の太鼓演奏など

が華を添え、千葉市消防局の消防ヘリコプターも参加するなど、消防

署及び消防団のきびきびした動きが印象的でした。７番目の新春武道

大会は、富津ライオンズクラブ主催ですが、剣道・空手が総合社会体

育館、柔道が富津中武道場で開催され、県下各地から多くの児童生徒

が参加し、熱気あふれる試合をしていました。９番目の富津市交通安

全対策会議は、交通安全対策基本法に基づく会議で、国・県の方針を

受け、第 10 次富津市交通安全計画について話合いが持たれました。会

議の中では、ゾーン 30 という 30 キロメートル制限区域が大貫小・大

貫中学校の周辺道路に設置されたことや児童生徒の自転車免許制度に

ついて質問が出されました。10 番目の君津地方教育界賀詞交歓会につ

いては、木更津にあります君津教育会館が主催し、君津四市の市長や

教育長が出席して、四市の学校の校長や教職員との懇談会が行われま

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。無いようですので、各課報告をお願いします。始めに教育教育

課お願いします。

はい。教育総務課から報告いたします。１月 24 日、第２回教育長・教

育委員研修会が茂原市民会館で開催されました。教育長、宮田委員、

榎本委員、小坂委員におかれましては、ご出席いただきありがとうご

ざいました。研修会では、ちば南東部地域若者サポートステーション

代表井内清満氏を講師として招き、「若者とかかわって思うこと」とい

う演題についてお話いただきました。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。１月６日に市内全小中学校で

始業式が行われ、児童・生徒は元気に登校し、３学期がスタートいた

しました。なお、１月 20 日現在の児童数は 1,823 名、生徒数は 961 名

で、５月 1 日と比較し、小学校で３名の増、中学校での増減はありま

せん。１月 10・11 日に教育長室において、市内 16 校の小・中学校長

と、人事異動にかかる教育長面接を実施しました。これは、各学校の

人事異動の要望について面接を行ったものです。１月 10 日、環小学校
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岡根教育長

竹谷所長

を皮切りに、11 日に佐貫中、12 日に天神山小・湊小、13 日に竹岡小・

天羽中・天羽東中、16 日に金谷小、18 日に大貫中、20 日に佐貫小、21

日に大貫小・吉野小のＰＴＡ役員の方々への富津市小中学校再配置計

画（案）の説明を各学校にて行い、ご質問やご意見をいただきました。

また、１月 23 日からは、金谷小保護者説明会を午後７時より金谷コミ

ュニティセンターで行い、28 名の参加者の方々に説明を行い、ご質問

やご意見をいただきました。続いて、24 日には、峰上地区保護者説明

会を午後７時より峰上公民館で行い、48 名の参加者の方々に説明を行

い、ご質問やご意見をいただきました。今後も、各学校への保護者説

明会及び地区説明会を引き続き行い、保護者や地域の方々の意見を検

討する中でより良い再配置計画にしていく予定です。１月 18 日、君津

合同庁舎において、本市小・中学校長と千葉県教育庁南房総教育事務

所長との第一次面接が開催されました。市内小・中学校長は、この面

接で 28 年度末人事異動について、教育事務所長に説明・要望をしたと

ころであります。なお、現在、インフルエンザによる欠席が増加傾向

にあります。佐貫小５年生が１月 23 日から 25 日、湊小学校５・６年

生が 25 日から 26 日まで学級閉鎖となっております。今後もうがい手

洗いの励行や換気などに努めていくよう指導を継続して参りたいと思

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。１月 10 日、502 会議にて第

２回富津市学校行事調整委員会を開催しました。各団体から出された

平成 29 年度の学校関係行事予定について、月ごとに確認しながら調整

を行いました。１月 18 日、401 会議室にて富津市小中学校の校長会長

である湊小学校長森田吉一先生を講師にお招きし、第３回管理運営研

修会を開催しました。これまでの教職経験や学校長としての実践を基

に、学校のリーダーとしての心構えや富津市の教頭・教務主任に期待

することについてお話しいただきました。今後の教育界の課題に対し

て教頭・教務としてどのように行動すべきか等、参加者の認識が高ま

る研修となりました。１月 19 日、401 会議室にて第２回指導補助教員
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岡根教育長

山口課長

等研修会を行いました。南房総教育事務所指導室指導主事秦野真紀氏

を講師にお迎えし，通常学級における特別な支援の必要な児童生徒の

理解と支援について研修しました。参加者は、各学校在籍の講師も含

め，総勢 14 名でした。１月 20 日、401 会議室にて生徒指導担当者会議

を開催しました。ＮＰＯ法人企業教育研究会竹内正樹氏に「情報モラ

ル教育について」というテーマで講話をしていただき、ＰＣやスマホ

によるＬＩＮＥ・ツイッター・フェイスブックなどを通しての様々な

トラブルの予防、その問題解決の方法について模擬授業など交え、研

修を行いました。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。１月１日、富津市スポーツ推

進委員連絡協議会主管による、第 46 回元旦歩こう大会が富津・大佐和・

天羽地区の市内３会場で行われました。当日は、風もなく穏やかな新

年の日差しを受け、総勢 341 人が歩き初めを楽しみました。参加者は

約５㎞のコースを歩いた後、神社に参拝し、スポーツ推進委員による

豚汁や甘酒が振る舞われました。１月８日、富津市グランドゴルフ協

会主管による第 29 回新春グラウンド・ゴルフ大会が佐貫運動広場にて、

89 名の参加により開催されました。競技は 32 ホールで行われ、肌寒い

天候の中でしたが元気よくプレーをされておりました。同日、富津市

バドミントン協会主管による第 46 回新春バドミントン大会が、市総合

社会体育館で、265 名が参加し開催されました。小学生・中学生のそれ

ぞれ学年男女別・一般混合など９種目で熱戦が展開されました。1 月

12 日、君津地方視聴覚教材センター第２回運営委員会会議が、君津地

方視聴覚教材センターで開催されました。平成 28 年度事業の経過報告、

君津地方視聴覚教育振興大会の実施について並びに君津地方視聴覚教

材センターの今後の方向性について協議し、事務局案のとおり承認さ

れました。１月 14 日、大佐和地区青少年相談員連絡協議会及び富津市

子ども会育成連絡協議会大佐和支部主催による、大佐和地区新春子ど

もかるた大会が、大貫小学校体育館で開催されました。「富津ふるさと

カルタ」と「房総こどもかるた」を使用し、延べ 119 人の子どもたち
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岡根教育長

鈴木館長

が、団体戦４ブロック・個人戦３ブロックにそれぞれ別れて競技を行

いました。１月 19 日、君津郡市広域市町村圏事務組合教育委員会主催

による、君津地方視聴覚教育振興大会が、幼稚園・保育所・小中学校

及び社会教育関係者 120 名が参加し、君津市生涯学習交流センターで

開催されました。千葉県視聴覚教育功労賞として、木更津市立清見台

小学校教頭の小倉敏幸氏、同じく教諭の石渡克哉氏の２名が、第 44 回

君津地方メディアコンクール入賞者の及川紗矢香氏が表彰されまし

た。記念講演として、「教育の情報化の新たな課題」と題し、筑波大学

コミュニティ振興学部教授の坂井知志氏の講演がありました。１月 20

日、君津地区スポーツ推進委員連絡協議会役員会議及び文部科学大臣

表彰受賞祝賀会が、木更津市のホテル三日月で開催されました。役員

会では、平成 28 年度事業経過報告、平成 29 年度事業計画（案）につ

いて協議をいたしました。引き続き行われた祝賀会では、平成 28 年 11

月 17 日に開催された、第 57 回全国スポーツ推進委員研究協議会福井

大会において文部科学大臣表彰を受賞された、木更津市スポーツ推進

委員芳野眞任氏の受賞祝賀会が、木更津市長をはじめ多くの来賓者を

迎え開催されました。１月 22 日、公益財団法人千葉県体育協会千葉県

スポーツ少年団及び富津市スポーツ少年団主催による、スポーツ少年

団指導者・母集団研修会が富津公民館で開催されました。市立大貫中

学校栄養教師山本理恵氏を講師に迎え「スポーツと栄養」をテーマに

講習会が開催され、16 名の参加がありました。同日、天羽地区青少年

相談員連絡協議会主催による、天羽地区新年子ども大会が環小学校グ

ランドで開催されました。冷たい風が吹く天気でしたが、子どもたち

や保護者をはじめ 536 人が参加いたしました。ドッヂボールを種目と

し、小学校４年生以上の高学年 10 チームと低学年８チームに別れ、元

気いっぱい競技に参加しておりました。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。平成 29 年１月８日（日）に開催さ

れた、平成 29 年富津市成人式について、別紙のとおり報告いたします。

恐れ入りますが、３ページをご覧ください。平成 29 年富津市成人式は、
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岡根教育長

宮田委員

今井参事

宮田委員

岡根教育長

榎本委員

鈴木館長

榎本委員

小雨の降る寒い中、富津公民館ホールにおいて、１時 15 分の受付開始、

20 分より式典会場内にて想い出のスライドショ－を上映後、多くの来

賓・招待者の方々を迎え、午後２時に開式となりました。式典は、例

年どおり各地区より選ばれました新成人が司会進行、国歌斉唱及び合

唱の際のピアノ演奏をはじめ、成人としての意見発表を行いました。

来賓として、衆議院議員浜田靖一様をはじめ３名の方々から祝辞を、

また、多くの方々からも祝電を頂戴いたしました。関係各位の皆様の

ご協力により大きなトラブルも無く、予定どおりに式典を挙行するこ

とができましたことに心より感謝を申し上げます。本年の新成人対象

者は、483 人で内、出席者は 351 人、出席率は 72.67％でありました。

以上でございます。

はい。ありがとうございました。各課報告の中でご質問・ご意見等は

ございますか。はい。宮田委員。

はい。学校教育課からの報告で、児童数が３名増えたということでし

たが、どちらの学校で増減があったのか内訳を教えてください。

はい。学校別の内訳としましては、青堀小学校で１名、大貫小学校で

４名、佐貫小学校で１名、環小学校で１名、富津中学校で１名、天羽

中学校で１名の増、富津小学校で２名、湊小学校で２名、天羽東中学

校で２名の減でございます。

ありがとうございました。

他にご質問・ご意見等はございますか。はい。榎本委員。

はい。今年の成人式については、会場のざわつきや私語も少なく、と

ても良かったと思います。そのような中で、昨年と何が違ったのだろ

うと考えましたところ、想い出のスライドショーや全員での合唱は昨

年は行っていなかったと思いますが、今年からということでよろしい

でしょうか。

はい。そのとおりでございます。

皆さんが工夫されて、子どもたちが受け入れやすいような形へ持って

いったことが、成功へ繋がったのだと思います。今回の成人式は、と

ても素晴らしく印象に残りましたので、質問させていただきました。
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岡根教育長

小坂委員

竹谷所長

小坂委員

岡根教育長

坂部委員

公民館長

坂部委員

鈴木館長

坂部委員

岡根教育長

ありがとうございました。

他にご質問・ご意見等はございますか。はい。小坂委員。

はい。教育センターからの報告で、１月 19 日に指導補助教員等研修会

が行われたということでしたが、参加者 14 名というのは、指導補助教

員が 14 名ということでよろしいでしょうか。

はい。指導補助教員については、５名の対象でございます。それ以外

については、講師の先生方でございます。状況といたしまして、当日

は市の研修会もあり、先生方はそちらへ参加されるのですが、市の指

導補助教員や講師の先生方は、研修の機会がないということで研修会

をこちらを設け、研修をしていただきました。なお、年間計画に入っ

ており、毎年実施しているものでございます。

ありがとうございました。

他にご質問・ご意見等はございますか。はい。坂部委員。

はい。成人式についてですが、成人の対象者というのは、中学３年卒

業時に市内中学校に在学していた方々ということでよろしいでしょう

か。

はい。市内中学校の卒業生ということではなく、市内在住者が対象と

なっております。これにつきましては、対象者を市内中学校の卒業生

としますと、本来対象となるべき私立中学校の卒業生が対象から外れ

てしまうからでございます。なお、対象者には成人式案内をハガキに

て送付いたしました。

では、報告にありました市外 44 名の方というのは、どのような方々な

のでしょうか。

はい。まず、市外へ転出された方々への対応としましては、毎年広報

等にて成人式の案内及び呼びかけを行っております。報告いたしまし

た市外 44 名の方については、それにより事前に申込みを行って当日出

席された方々でございます。

ありがとうございました。

他にご質問・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 年度富津市教育委員会被表彰者（追
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岡根教育長

加）の決定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 年度富津市教育委員

会被表彰者（追加）の決定について説明をお願いします。

はい。議案第１号平成 28 年度富津市教育委員会被表彰者（追加）の決

定について、ご説明申し上げます。資料の４ページ・５ページをご覧

ください。まず、12 月の定例会におきまして、体育功労表彰 14 名を決

定していただきましたが、今回、善行表彰ということで１名の追加を

お願いしたいと思います。表彰候補者は金田盈様でございまして、功

労及び表彰の理由といたしましては、長年にわたり飯野小学校区（山

王地区）の通学路の清掃や雑草の処理などを毎日行っていただいてお

り、また、その際に児童の下校の様子を見守るなど交通安全にも寄与

していただいているためでございます。今回、表彰候補者として皆様

にご審議いただきたいと思いますので、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。議案第１号についてご質問・ご意見

等はございますか。はい。小坂委員。

はい。今回の善行表彰について、とても素晴らしいことだと思います

けれども、どのようなかたちで表彰候補者となられたなのでしょうか。

はい。始めに区長さんからお話があったようですが、推薦としては飯

野小学校長よりいただいており、今回表彰候補者となっております。

私も、同じようにお掃除している方を青堀の学区でお見かけしたこと

がありますので、どのようにして推薦されたのかと思いましてお聞き

しました。ありがとうございました。

他にご質問・ご意見等はございますか。無いようですので、議案第１
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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６ページ・７ページをお開きください。平成 28 年 12 月６日から 12

月 28 日までの後援申請受付分につきましては、７ページに記載のとお

り、君津地区教育書道研究会君津地方教育研究会書写部会会長、緒形

秀明様外６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、２

月 23 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。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。


