
平成 29 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 29 年４月 27 日（木）

10 時 00 分から 10 時 40 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

○報告事項

議案第１号 富津市公民館運営審議会委員の委嘱について

議案第２号 義務教育諸学校（市立小学校及び中学校）の教

科用図書の取扱い方針を定めることについて

議案第３号 平成 29 年度教科用図書君津採択地区協議会委

員の選出について

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、髙梨教育部参事兼学校教育課長、 鶴

岡教育総務課長、河野学校教育課主幹、鈴木学校再配置推進室

長、竹谷教育センター所長、鳩飼教育センター主幹、岩名生涯

学習課長、渡邉公民館長、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項第３号に該当のため

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４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。先日の教育委員会の歓送迎会には、ご多用の中ご出席い

ただき、ありがとうございました。さて、いよいよ平成 29 年度もスタ

ートし、早一月が過ぎようとしています。各学校では、新入職員の着

任式、始業式、そして入学式が行われ、小学１年生 270 名、中学１年

生 308 名が入学しました。私は、富津小学校と大貫中学校の入学式に

参列しましたが、皆さん緊張した面持ちではありましたが、温かい雰

囲気の中で入学式が行われました。委員の皆様の感想も後ほどいただ

けけたらと思います。本日の議題については、『富津市公民館運営審議

会委員の委嘱ついて』など、議案３件、報告５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４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、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ページをご覧願います。主

なものをご報告いたします。３番目の千葉県市町村教育委員会教育長

会議でございますが、県教委主催による教育長会議が、千葉市で行わ

れました。冒頭には内藤教育長から教育施策の概要が話され、まず最

初に、松戸の児童殺害事件に触れ、交通安全も含め、安全対策・見守

り・防犯についての再点検を促しておりました。次に、新学習指導要

領について、とりわけ小学校の英語教育については期待も大きいが、

その内容、人材育成、カリキュラムの時間設定について課題があると

のことでした。本市でも小学校教員対象の研修が必要ではないかと考

えております。また、アクティブラーニングから転じて言われている

主体的・対話的で深い学びについては、授業改善の必要性を訴えてお

りました。その他には、教育公務員特例法の一部改正により、教員の

養成・採用・研修の体制構築が求められており教員のキャリアアップ

につながる研修体系をつくるとのことでした。また、特別の教科道徳

については、平成 30 年度から小学校、平成 31 年度から中学校で実施
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鶴岡課長

岡根教育長

髙梨参事

されますが、今年度は小学校用の道徳の教科書採択があり、慎重・丁

寧な対応で公正確保を願いたいと話されました。次に、４番目の富津

市体育連盟表彰、５番目の第 45 回富津市文化協会総会でございますが、

ともに富津中央公民館において開催されました。富津市は、体育も文

化も多くの市民参加がありますが、より若い人へのつながりが求めら

れていると感じます。次に、６番目の千葉県都市教育長協議会総会で

ございますが、今年度の県教委への要望等を行うための、組織や行事

について確認を行いました。最後に、７番目の南房総教育事務所管内

教育長会議でございますが、今年度の教育事務所の方針についての説

明を、総務課・管理課・指導室から受けました。私は、説明を受け、

若年層の資質向上と、管理職大量交代期を迎えるに当たっての管理職

養成が急務であると感じました。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。２ページをご覧願います。４

月 12 日、各小中学校の教頭・事務職員を対象に平成 29 年度学校予算

配当説明会を、502 会議室にて開催いたしました。今年度の予算概要を

説明した後、各学校に配当する予算及び執行に係る留意点等、詳細に

ついて担当者から説明いたしました。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。４月３日、学校保健担当者会

議を 401 会議室にて開催いたしました。各小中学校の養護教諭を対象

に、健康診断・予防接種・災害共済の給付事務等の説明を行いました。

４月４日、学校給食従事者研修会を１階大会議室にて開催いたしまし

た。栄養士・調理員・配膳員・用務員等 67 名に、調理上・配膳上の注

意事項について、青堀小学校の在原栄養教諭より講義を行いました。

４月６日、教育部内の学校再配置推進関係部内会議を実施し、昨年度

の経過と現状の課題について、関係部署で確認を行いました。４月６

日、市内全小・中学校で平成 29 年度の始業式が行われ、７日には小学

校、８日には中学校の入学式が行われました。これにより、小学校に
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岡根教育長

竹谷所長

は 270 名、中学校には 308 名が入学しました。本年度の本市の児童数

は 1,763 名、生徒数は 953 名で、総数は 2,716 名となります。４月 12

日、各学校の給食事務を担当している職員に対して、条例や給食費に

ついての説明を行いました。４月 13 日、401 会議室にて、第１回校長

会議を開催いたしました。始めに、教育長から今年度の学校経営を進

めるに当たっての依頼や注意点の説明がございました。続いて、各課

より平成 29 年度教育予算、体育施設開放、生涯学習事業、平成 28 年

度末教職員人事異動概要、学校教育指針の総括等の説明並びに依頼を

いたしました。４月 18 日、保健所による３調理場への給食施設への衛

生面についての巡回指導が行われました。緊急性のある指摘等はござ

いませんでした。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。４月４日、502 会議室にて新

規採用教職員研修会を開催いたしました。本年度の初任者は、小学校

教諭７名、中学校教諭５名の計 12 名でございます。教育長・学校教育

課長・教育センター所長による、初任者への期待や心構え・服務・児

童生徒とのコミュニケーションの取り方等について、講話を行いまし

た。教育長からは「教師は５つの顔を持った専門家であれ」、学校教育

課長からは「判断に迷ったら子どものためになることを選べ」等のお

話があり、初任者の心に強く残った研修となりました。同日４月４日、

502 会議室にて外国語活動・英語科主任会議を開催いたしました。当日

は英語指導員・ＡＬＴ派遣業者にも同席してもらい、外国語活動や英

語教育推進のための確認やＡＬＴの派遣業務の留意点について説明を

行い、質疑を受けました。４月６日、教育長室にて、ＪＡきみつより、

富津市内の全小学校に高学年用の補助教材として、食農教育本「農業

と私たちの暮らし」400 冊とＤＶＤ各小学校 1 枚ずつ（合計 11 枚）を

ＪＡきみつ代表理事組合長より富津市教育委員会へ贈呈されました。

食育に活用してもらうため、市内各小学校に配布いたしました。４月

21 日、401 会議室にて、コンピュータ主任会議を開催いたしました。

小・中学校より情報教育担当者が参加し、情報機器等の運用方法、学
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岡根教育長

岩名課長

校ホームページの更新等を中心に周知を図りました。また、各校から

課題を集約し、その対応について検討いたしました。４月 26 日、生徒

指導担当者会議を 401 会議室にて開催いたしました。小・中学校の生

徒指導担当者が参加し、本年度の生徒指導関連の施策を説明するとと

もに、講師に訪問相談担当教員の仲野光恵氏を招き、「長欠不登校の解

消を目指す校内体制の構築について」という演題で講話を行っていた

だきました。富津市ではやや増加傾向にある不登校の課題に対して、

各校の生徒指導主任が解消に向けて意欲を高められた研修会となりま

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。４月１日、総合社会体育館に

おいて、平成 29 年度スポーツ教室の開講式を行いました。今年度も、

総合社会体育館で毎週土曜日午後７時から、スポーツ推進員の方々の

指導による、バドミントン、ソフトバレー、インディアカ、ウォーキ

ングの４種目を実施いたします。教室には、子供から高齢者まで幅広

い年齢層の方々が参加しております。４月２日、市青少年相談員連絡

協議会総会を、富津公民館多目的室にて開催いたしました。総会では、

平成 28 年度事業や収支決算についての報告が行なわれた後、平成 29

年度事業計画（案）や予算（案）ほか１議題の審議が行われ、原案の

とおり承認されました。４月４日、市スポーツ・レクリエーション推

進員連絡協議会総会を、502 会議室にて開催いたしました。総会では、

平成 28 年度事業報告が行なわれた後、平成 29 年度事業計画（案）ほ

か１議題の審議が行われ、原案のとおり承認されました。４月７日、

市スポーツ推進委員委嘱状交付式及び第１回市スポーツ推進委員会議

を、いち川にて開催いたしました。委嘱状交付については、後ほど報

告第３号で報告をさせていただきます。委嘱状交付式後の会議では、

平成 28 年度事業や収支決算報告及び監査報告が行われた後、平成 29・

30 年度富津市スポーツ推進委員役員の選出についてほか５議題の審議

が行われ、原案のとおり承認されました。４月 14 日、君津地区スポー

ツ推進委員連絡協議会役員会議を、かん七にて開催いたしました。役
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岡根教育長

渡邉館長

岡根教育長

榎本委員

竹谷所長

榎本委員

岡根教育長

坂部委員

竹谷所長

員会では、平成 28 年度事業や収支決算報告及び監査報告が行われた後、

平成 29 年度事業計画（案）や予算（案）ほか４議題の審議が行われ、

原案のとおり承認されました。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。４月 21 日、中央公民館多目的室に

おいて、富津市民文化祭２０１７第２回準備委員会会議を開催し、日

程及び参加者、メインテーマ、ポスターの募集などについて検討を行

いました。その結果、本年度の市民文化祭は、文化の日（祝日）を含

めて 11 月２日（木）から５日（日）までの４日間の予定となっており

ます。開催期間中は、総合社会体育館・富津公民館・中央公民館・市

民会館を会場として、芸能祭、催し物、作品展示などを行う予定でご

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。各課報告の中でご質問・ご意見等は

ございますか。はい。榎本委員。

はい。教育センターから報告のありました４月 26 日の生徒指導担当者

会議について、お伺いします。報告の中で、『富津市では、不登校の子

どもがやや増加傾向にある』ということでしたが、増加傾向にあるの

は小学校と中学校のどちらでしょうか。

はい。小学校、中学校ともに少しずつ増加傾向となっております。そ

の背景には、家庭環境の複雑化等、様々な問題が関係している場合も

ございますので、教育センターでは個々の事例に対して様々な観点か

ら確認を行い、不登校解消に向けて進めていく考えでございます。

原因が複合的な場合もあるということですが、原因が判明すれば、解

消に向けて対処することはできると思いますので、できるだけ子供た

ちに寄り添った指導をしていただきたいと思います。ありがとうござ

いました。

他に何かご質問・ご意見等はございますか。はい、坂部委員。

はい。現時点において、小中学校におけるいじめ問題はございますか。

はい。いじめにつきましては、内部調査を行い報告を受けております。

全くないということではございませんが、各学校でしっかりと指導を
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坂部委員

竹谷所長

坂部委員

岡根教育長

坂部委員

竹谷所長

坂部委員

岡根教育長

渡邉館長

行い解消した案件や、解消に向けての対処を継続して経過を観察中の

案件等となっており、いじめが悪化してきているような案件は富津市

では現時点ではございません。

では、いじめによる長欠不登校はありますか。

はい。原因につきましても様々ございますので、一概にいじめが原因

であるという結論に達する案件は、現時点ではございません。先ほど

申し上げましたように、様々な問題等により複合化している場合もご

ざいます。そのような中で、本人や保護者が訴えてきましたらしっか

りと対処しておりますし、いじめをこちらで発見した場合につきまし

ても、対処しております。

実際にいじめがあるということで判断された場合には、早めの対処を

していただきたいと思います。ありがとうございました。

他に何かご質問・ご意見等はございますか。はい。坂部委員。

はい。教育センターから報告のありました４月６日のＪＡきみつによ

る補助教材の寄附について、お伺いします。寄附のあった補助教材は、

これから各学校へ配布するのでしょうか。また、こちらにつきまして

は、毎年寄附していただいているものですか。

はい。すでに各学校へ配布いたしました。補助教材につきましては、

ＪＡきみつより、小さい子どものうちから『食育』について深く考え

る環境を整えたいというお考えのもと、毎年寄附をいただいておりま

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号富津市公民館運営審議会委員の委嘱につ

いて説明をお願いします。

はい。議案第１号について、ご説明申し上げます。３ページをご覧願

います。富津市教育委員会は、富津市公民館運営審議会委員として、

富津市立小中学校長会代表の川名賢氏及び中央公民館登録サークル団

体代表の石井ひでみ氏を委嘱したいので、富津市教育委員会行政組織

規則第５条第 12 号の規定により議決を求めるものでございます。提案
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岡根教育長

髙梨参事

岡根教育長

理由でございますが、平成 29 年度が委員任期の切替年度となっており、

社会教育法第 30 条第１項及び富津市公民館及び市民会館の設置及び管

理に関する条例第 16 条第３項の規定により、委嘱しようとするもので

ございます。なお、任期は、平成 29 年４月 27 日から平成 31 年３月 31

日までの期間でございます。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。続いて、議案第２号義務教育諸学校（市立小学校及び

中学校）の教科用図書の取扱い方針を定めることについて』説明をお

願いします。

はい。議案第２号について、ご説明申し上げます。４ページをご覧願

います。本議案は、平成 30 年度使用に係る教科用図書について、四市

教育委員会が同一の教科用図書の採択するための規約を制定しようと

するものでございます。教科用図書の採択にあたり、千葉県教育委員

会は 15 の採択地区を設定しており、本市は君津地方の４市との採択地

区となっております。 本年度の事務局は富津市教育委員会が努めるこ

とになっております。それでは、５ページをご覧願います。本規約は

16 条で構成されております。第３条で委員を 20 名とし、第５条では協

議会の具体的な事務を、（１）で小・中学校で使用する教科用図書、（２）

で小中学校の特別支援教育用の教科用図書の採択に関することとして

おります。第８条には本協議会の事務局を富津市教育委員会に置くこ

と、第 13 条では教科用図書の選定の方法、第 14 条では教科用図書を

研究調査する委員会の設置・委嘱及び職務に関し、それぞれ定めてお

ります。なお、今年度採択するのは、小学校の道徳と小中学校の特別

支援教育用の教科用図書であることを、申し添えます。以上で議案第

２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２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２号について承認され
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坂部委員

髙梨参事

坂部委員

岡根教育長

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『平成 29 年度教科用図書君津採択地

区協議会委員の選出について』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３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３号『平成 29 年

度教科用図書君津採択地区協議会委員の選出について』説明をお願い

します。

はい。議案第３号について、ご説明申し上げます。８ページをご覧願

います。平成 29 年度教科用図書君津地区採択協議会委員を本協議会規

約第４条第２項に基づき、９ページのとおり、５名の委員を選出しよ

うとするものでございます。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号についてご質問・ご意見

等はございますか。はい。坂部委員。

はい。委員の選出についてお伺いします。教育長と学校教育課長につ

いては委員となっておりませんが、協議会にはどのような形で参加す

るのでしょうか。

はい。委員の選出につきましては、５ページの協議会規約第４条のと

おりとなっております。四市の教育長及び学校教育課長につきまして

は、委員としてではなく、『事務局』という形で参加する予定となって

おります。

ありがとうございました。

他にご意見・ご質問等はございますか。無いようですので、議案第３

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号は承認されました。ここで非公開を解きます。次に、報告
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岡根教育長

岩名課長

岡根教育長

岩名課長

事項に入ります。報告第１号臨時代理の報告について（富津市学校歯

科医の委嘱について）説明をお願いします。

はい。報告第１号について、ご説明申し上げます。10 ページ・11 ペー

ジをご覧願います。環小学校の学校歯科医である中島規男氏が辞退さ

れたことに伴い、後任を柳川剛氏に４月１日に遡って委嘱するため、

富津市教育委員会行政組織規則第６条第１項の規定により、会議を招

集する時間がないため臨時代理を処理するものでございます。以上で

ございます。

はい。ありがとうございました。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、続いて、報告第２号臨時代理

の報告について（富津市社会教育委員の委嘱について）説明をお願い

します。

はい。報告第２号について、ご説明申し上げます。12 ページ・13 ペー

ジをご覧願います。報告理由は、平成 29 年３月 31 日をもって富津市

社会教育委員の任期が満了したため、富津市教育委員会行政組織規則

第６条第１項の規定により、教育長が職務代理し処理いたしましたの

で、同条第３項の規定により報告いたします。平成 29 年４月 1 日付け

で、川名賢氏を委嘱したものでございます。任期は、平成 29 年４月１

日から平成 31 年３月 31 日までの２年間といたします。なお、委嘱し

たものは、富津市立小中学校校長会からの推薦委員で、平成 29 年４月

４日付けで提出されましたので、委員委嘱の手続きを進めさせていた

だきました。したがいまして、平成 29 年度からの委嘱委員数は、平成

29 年３月の教育委員会定例会で委嘱された 12 名に 1 名を加えた 13 名

となりました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。報告第２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、続いて、報告第３号臨時代

理の報告について（富津市スポーツ推進委員の委嘱について）説明を

お願いします。

はい。報告第３号について、ご説明申し上げます。14 ページ・15 ペー

ジをご覧願います。報告理由は、平成 29 年３月 31 日をもって富津市



10

岡根教育長

河野主幹

岡根教育長
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髙梨参事

スポーツ推進委員の任期が満了したため、富津市教育委員会行政組織

規則第６条第１項の規定により、教育長が職務代理し処理いたしまし

たので、同条第３項の規定により報告いたします。平成 29 年 4 月 1 日

付けで、鈴木美千子氏ほか 27 名を委嘱したものでございます。任期は、

平成29年４月１日から平成31年３月31日までの２年間といたします。

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、ご質問・ご意

見等はございますか。無いようですので、続いて、報告第４号平成 29

年度富津市内小中学校修学旅行の計画について説明をお願いします。

はい。報告第４号について、ご説明申し上げます。18 ページをご覧願

います。小学校は、環小学校が６月に修学旅行を計画しております。

方面は鎌倉・箱根方面で、期間は１泊２日の予定でございます。中学

校５校は、全て５月に修学旅行の実施を計画しております。方面は全

て関西方面で、期間は２泊３日となっております。現在の時点では、

不参加予定者はおりません。行き先地の保健所等の衛生監督照会や消

防本部への照会等を実施し、児童・生徒の安全対策を取った上で実施

したいと考えております。以上でございます。

はい。ありがとうございました。報告第４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。修学旅行の児童生徒１人当たりの費用についてですが、例年と

比較して、費用の値上がりはあるのでしょうか。

はい。資料が手元にないため正確な金額は申し上げられませんが、天

羽中学校を例に挙げますと、今年度と昨年度を比較した場合には、ほ

ぼ同額であったと思います。ただし、一昨年度と昨年度を比較した場

合には、多少値上がりをしていたと思います。値上がりの要因としま

しては、旅行先での安全面を考慮し、子供たちを移動させる際のタク

シーの利用を実施したこと等が考えられます。また、高額になってい

る場合の一番の要因としましては、バス代の高騰が考えられます。修

学旅行だけに限らず、部活動の遠征等にもバス代は高額な費用がかか

っております。度重なるバス事故の影響等によってバス代が年々高騰



11

小坂委員

髙梨参事

小坂委員

岡根教育長
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岡根教育長

鶴岡課長
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している状況でございます。

費用につきましては、積立てを行っているのですか。また、準要保護

制度に該当している児童生徒につきましては、就学援助として修学旅

行費の援助を行っているのでしょうか。

はい。積立てについては、入学時より行っております。また、準要保

護制度に該当している児童生徒には、修学旅行費の援助を行っており

ます。

ありがとうございました。

他にご意見・ご質問等はございますか。無いようですので、続いて、

報告第５号専決事項の報告について説明をお願いします。

はい。それでは報告第５号について、ご報告いたします。資料の 19 ペ

ージ・ページをお開きください。平成 29 年３月 30 日から４月７日ま

での後援申請受付分につきましては、次の 20 ページに記載のとおり、

一般社団法人かずさ青年会議所理事長、長谷川聡氏ほか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５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、５

月 25 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。


