
平成 29 年９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９月 28 日（木）

10 時 00 分から 10 時 35 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 富津市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の

一部を改正する規則の制定について

報告第１号 専決事項の報告について（後援申請）

報告第２号 平成 29 年度富津市内小学校修学旅行の計画に

ついて

報告第３号 富津市指定文化財保存整備事業補助金交付要綱

の一部を改正する告示について

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、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)

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９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

宮田委員

岡根教育長

こんにちは。９月の定例教育委員会を開催するに当たり、委員の皆様

にはご出席賜り感謝申し上げます。さて、９月９日には、中学校５校

で体育祭が開催され、後ほど報告があろうかと思いますが、各校とも

元気な中学生の様子が見られたと思います。今年は、９月に入り雨が

続いて、練習もあまりできなかったと思いますけれども、無事に予定

どおり開催されました。私は佐貫中学校の様子を見学しましたが、保

護者が緑組を作って参加し、盛り上げていました。秋は、スポーツの

秋、読書の秋、芸術の秋と言われますが、過ごしやすい季節になり、

児童生徒には、実りの秋として充実した時間を過ごしてほしいと思い

ます。さて、９月議会も本日で終了しました。後ほど教育委員会に係

る質問等についてはご報告いたします。さて、それでは、教育委員会

議を開催いたします。本日は、議案１件、報告３件でございます。忌

憚のないご意見をお願いいたします。本日の会議録署名委員の指名で

ございますが、宮田委員にお願いします。

はい。

最初に、教育長報告を申し上げます。１ページをご覧願います。１番

目の市民花火大会フォトコンテスト審査でございますが、12 日に 202

会議室にて開催され、たくさんの応募作品から、実行委員長賞や市長

賞、議会議長賞、教育長賞などを選出いたしました。作品は、10 月９

日から 14 日まで、イオンモール富津にて展示されますので、お出掛け

の際には是非ご覧いただきたいと思います。次に、２番目の君津地方

教育研究会反省会でございますが、今年度は木更津市を会場に君津地

方４市の教職員の研究会が開催されました。全ての教科領域について

の実践研究発表等があり、活発な討議がなされました。その実行委員

の反省会に袖ケ浦市教育長と参加いたしました。次に、９月議会につ

いてご報告いたします。一般質問につきまして、教育委員会に関係す

る内容では、小中学校再配置計画の進捗状況や天羽中学校改築につい

ての基本設計検討委員会の状況についての質問の他、スクールバスと
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高梨参事

公共交通との関係や、学校と地域の関わり方として、コミュニティス

クールについての考えや児童生徒の自主性や主体的な取組を求める学

習環境を作るという点でのオープンスクールについての質問、さらに

小学校入学準備金支給についての検討状況についての質問がございま

した。こちらにつきましては、準要保護を受けている生徒に対しては

入学準備金を援助しており、従前は７月に支給していたものを、入学

前に準備ができるように今年度より中学校については３月に支給する

こととなり、小学校についても同様にしたらどうかというようなご質

問内容でございました。答弁といたしまして、小学校につきましては

入学前に生活実態を把握することが難しいという部分もございますの

で、他市の動きも含めまして今後検討していきますというようにお答

えさせていただきました。それから、20 日及び 21 日の決算審査特別委

員会がございまして、平成 28 年度決算についての質疑があり、本日の

本会議において可決されました。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。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。２ページをご覧願います。９

月１日に市内全小中学校で始業式が行われ、２学期がスタートいたし

ました。なお、９月 12 日現在の児童数は 1,771 名、生徒数は 955 名で、

本年５月 1 日と比較し、小学校で８名の増、中学校で２名の増でござ

います。９月 11 日湊小学校にて、全日本司厨士協会千葉県本部による

食育授業と「千産千消」食事会が湊、天神山、竹岡、金谷の天羽中学

校区４小学校の６年生児童を対象に実施されました。県内のホテルや

レストランでシェフとして活躍している方々による食育の授業が行わ

れ、味覚について、にんじんや塩、マカロンなどを実食しながら体験

的に学びました。食事会では、シェフの皆さんによる手作りの千葉県

産イカ団子入り南仏風野菜スープなど千葉県産食材を使った料理をい

ただきました。子どもたちには、大変貴重な体験となりました。また、

天羽中学校で一緒に学ぶ仲間としての連帯感も高まったように思いま

す。９月 13 日に君津郡市広域市町村圏事務組合の今後のあり方検討委
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岡根教育長

竹谷所長

員会が行われました。これは君津郡市広域市町村圏事務組合に委託し

て、４市合同で開催している結核対策委員会の今後のあり方について

君津地方４市で協議するものでございます。結核対策委員会の判定を

必要とせず、学校医が結核の精密検査の判定ができるという文部科学

省の通知文もあり、今後のあり方を検討したものでございます。４市

で考え方に相違もあり、今後も検討を続けることになりました。９月

15 日に学校給食における食物アレルギー対応マニュアル説明会が行わ

れました。食物アレルギーの対応については、詳細な献立表による情

報提供、完全弁当、牛乳の除去対応が現在可能でございます。対象や

対応の詳細について試行版として食物アレルギー対応マニュアルを発

行し、その説明を行いました。９月 22 日に天羽中学校・天羽東中学校

再配置個別計画検討協議会第２回代表部会が市民会館で開催されまし

た。詳細については、この後、協議会にて再配置推進室から説明いた

します。９月 26 日、27 日、１日空いて明日、29 日の３日間で市内全

小中学校の学校長に対する人事評価制度に関わる中間面談を２次評価

者である教育長と１次評価者である学校教育課長の２名で行い、明日

実施する３校以外は終了いたしました。目標申告シートと職務能力発

揮シートに記載された当初申告、中間申告に基づき、中間面談を実施

しています。そして、今後、２月の最終面談により校長の人事評価を

行います。この人事評価制度は、各学校でも１次評価者を教頭、２次

評価者を校長として全県費負担職員に対して同様に行われます。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。９月８日は青堀小学校、14

日は佐貫小学校にて、南房総教育事務所指導室計画訪問が行われまし

た。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。両校ともに児童

は明るく挨拶ができ、また落ち着いた授業態度で、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、児童に考えさせる学習問題、児童相互の切磋琢磨する取
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岡根教育長

岩名課長

組、児童自身の達成感、評価の仕方等を関連させ、次期指導要領に向

けて、学習改善に役立てるための指導を受けました。９月９日、富津

市内全中学校の体育祭が開催されました。取組期間は雨天が多かった

のですが、当日は天候も良く、生徒たちは競技種目や応援合戦等、練

習の成果を発揮し、体育祭は無事終了しました。残っているのは環小

学校のみでございまして、９月 30 日に開催を予定しております。９月

16 日、ふれあい公園臨海陸上競技場にて、君津地方中学校新人陸上競

技記録会が開催されました。台風の接近により天候の心配もございま

したが，各選手は自己新記録を目指して懸命に競技に取り組んでいま

した。途中雨のため、高跳び、棒高跳びについては競技を 18 日（月）

に行い、全ての競技が無事終了いたしました。詳しい結果につきまし

ては，お配いたりしました記録表をご覧願います。９月 27 日、401 会

議室にて、特別支援教育推進チーム会議を開催いたしました。各学校

への巡回訪問の結果を情報交換するとともに、今後の特別支援教育推

進上の課題を話し合いました。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。９月５日（火）、午後７時より、

502 会議室におきまして、第４回富津市スポーツ推進委員会議を開催い

たしました。10 月９日の体育の日に開催予定の「富津市ふれあいスポ

ーツフェスタ 2017」、11 月 23 日の勤労感謝の日に志駒もみじロードで

開催予定の「第 35 回市民ハイキング」、11 月 26 日（日）に木更津市民

体育館ほかで開催予定の「君津地区スポーツ・レクリエーション祭」

など、各事業の開催内容及び受持担当の確認をいたしました。９月 12

日、401 会議室におきまして、富津市ふれあいスポーツフェスタ 2017

第６回実行委員会会議を開催いたしました。10 月４日に大会議室で開

催予定の実行委員・競技役員全体説明会の打合せをいたしました。９

月 24 日（日）、臨海野球場をメイン会場に、平成 29 年度富津市教育長

杯争奪少年野球大会が、飯野少年野球クラブほか市内５チームが参加

し実施されました。この大会は新人戦ということで、５年生を最上級

生とする初めての大会であり、時折戸惑うこともありながらも素晴ら
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岡根教育長

渡辺館長

しい試合を見せてくれました。なお、決勝戦は 10 月 15 日（日）にふ

れあい公園球技広場で行われ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。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。９月８日、市民会館において、

平成 29 年度第３回富津市民文化事業「ふっつ学びの門」実行委員会を

開催いたしました。内容は、広報活動の方法及び今後のスケジュール

を話し合いました。なお、チケットの販売につきましては、９月 13 日

から、富津公民館・中央公民館・市民会館・生涯学習課で販売開始し

ております。チケット販売状況ですが、９月 27 日現在、Ｓ席大人 271

枚・子ども５枚、Ａ席大人 10 枚・子ども０枚合計 286 枚でございます。

広報活動につきましても、ポスター、チラシの配布の他に、市ホーム

ページ、マチイロ（スマホ配信）、新聞社への情報投げ込みを行ってお

ります。委員の皆様におかれましても、ＰＲのご協力をお願いいたし

ます。次に、９月 15 日、中央公民館において、富津市民文化祭 2017

実行委員会役員・正副部門長会議を開催いたしました。内容は、ポス

ター応募作品の中から優秀作品の選定、メインテーマの選定、予算の

配分を行いました。ポスターの選定でございますが、市内小中学校の

児童生徒より募集したところ、95 点の応募があり、選考の結果、天羽

東中学校１年生の牛久保俊輔さんの作品が最優秀作品として選ばれ、

本年度のポスターとして採用することといたしました。また、メイン

テーマは 228 点の応募の中から天羽中学校３年生の山田翔也さんの『行

ってみよう みんなで楽しむ 文化祭』を採用することで決定しまし

たので、これらを紙面に取り入れた、広報用のポスターを印刷いたし

ます。配布時期は 10 月上旬を予定しております。また、今回は新たな

取組として、啓発用ティッシュの配布を行います。次に、９月 24 日、

富津公民館多目的室にて、平成 30 年富津市成人式第３回実行委員会を

開催いたしました。内容は、実行委員による記念行事内容について、

式典の役割分担についてや、今後のスケジュールなどが話し合われま

した。今後も、実行委員会は随時に開催され、成人式へ向けて取り組

むことになります。以上でございます。
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岡根教育長

小坂委員

学校教育課長

小坂委員

岡根教育長

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。小坂委員。

はい。学校教育課より報告のありました学校長に対する人事評価制度

について、中間面談が明日で終了するということでしたが、こちらは

問題点等はなく、順調に進んでいるのでしょうか。

はい。まず、人事評価制度について簡単にご説明いたしますと、こち

らの対象者は学校長をはじめ全県費負担職員となっております。評価

及び面談者については、学校長に対する評価は教育長と私が、各学校

の学校長以外の職員に対する評価は学校長が行うこととなっておりま

す。全体的な流れとしましては、始めに、当初申告として５月までに

１年間の目標と具体的な手立てを書面にて提出してもらいます。こち

らはできるでけ数値化をすることとなっており、職種によって様々な

内容になるかと思いますが、学校長の場合を申し上げますと、学校経

営、教育課程、教職員管理等の項目がございます。当初申告の内容に

基づき、目標が妥当なものなのかどうか等の当初面談を評価者と行い

ます。次に、現在行っている中間面談で、中間の進捗状況について申

告してもらい、今現在の状況を確認する面談を行います。最終的には、

最終申告ということで、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの段階から自己評価してもら

い、最終面談を行った後、２月に評価者が評価をしていく予定となっ

ております。なお、優秀な学校長または教職員等は３割以内で決定し

ていくということになっております。ご質問のございました進行状況

や問題点等については、今のところは他市と比較しても制度そのもの

は順調に進行していると思います。ただ、評価自体は非常に難しい部

分がございますので、今後は、２次評価者の教育長とよく相談を行っ

て進めていきたいと思っております。以上でございます。

ありがとうございました。

項目の中に「難易度」という部分がございまして、難易度の高い目標

で申告を行い、その達成度がどの位かという尺度でどのようになった

ら達成したと捉えるかというのが書かれている内容なのですが、それ

ぞれ各学校において先生方が一生懸命に取り組んでいただいており、
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髙梨参事

岡根教育長

小坂委員

岡根教育長

榎本委員

髙梨参事

榎本委員

今回行われている中間報告では、概ね順調に進んでいるというのが現

状でございます。ただ、評価者については評価として差をつけなけれ

ばいけないという状況なので、その点がなかなか難しい状況にござい

ます。そして、その評価を校長の給料に反映していくようになってお

ります。一般教職員等については、年度遅れで実施していくようにな

ります。先生方から目標の申告と業績評価を受け、校長が評価を行う

というものでございます。そちらについても、３割以内で「優秀教員」

ということで決定していくのですが、事務職・養護教諭等の１人職の

方も含めての３割以内となっておりますので、１人職の場合は比較の

仕方がなかなか難しいというところがございます。そのようなことも

踏まえて、校長においては、評価の責任というのがかなり問われると

思います。ちなみに、評価の低い場合は公表をすることになっていた

と思いますが、それはＤ評価の場合ですか。

はい。Ｃ・Ｄ評価の場合には、本人に開示して説明を行うということ

になっております。

わかりました。

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。はい。榎本委員。

はい。学校教育課より報告のありました９月 11 日に行われた食育指導

について、今回は湊小学校で４小学校の６年生児童を対象に行われた

ということでしたが、これからも他の小学校でも行われる予定がある

のでしょうか。

はい。今回が４年目になる事業なのですが、色々な学校を順番で回し

て実施しております。こちらの食育指導については、全日本司厨士協

会からお話があって実施していただいているものであり、現状では今

後の実施予定は未定ではございますが、来年度も全日本司厨士協会か

ら実施していただけるということでお話があれば、実施したいという

思いではございます。

ありがとうございました。食育というのは、とても大事なものだと思

います。食材の持つ栄養素等を子供たちに説明することで、もしかし
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岡根教育長

高梨参事

岡根教育長

たら嫌いな食べ物でも食べてくれるようになるという期待もあります

ので、全日本司厨士協会の方だけでなく、栄養士さんでも構わないと

思うのですが、今後も是非進めていただきたいと思います。

他にご意見・ご質問等はございますか。無いようですので、次に付議

議案に入ります。議案第１号富津市私立幼稚園就園奨励費補助金交付

規則の一部を改正する規則の制定について、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。議案第１号は、富津市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則

の一部を改正しようとするものでございます。これは、国の幼稚園就

園奨励費補助金交付要綱第３条第３項の規定に基づいた国庫補助限度

額及び第３子以降に係わる多子計算基準の改定のため、規則の一部を

改正するものでございます。主な改正について、ご説明いたしますの

で８ぺージの新旧対照表をご覧願います。現行規則第２条にある補助

の対象範囲及び補助金の額については、国庫補助限度額の改定により、

９ページ別表（第２条関係）に改めました。次に、補助金の算定対象

の変更について、11 ページをご覧願います。当該年度に納付すべき市

民税の所得割課税額が 77,101 円以上の家庭の場合、今まで小学校３年

生以下の姉や兄を多子計算の算定基準としていたものを、当該幼児が

第３子以降であった場合は兄や姉の年齢制限を撤廃するものでござい

ます。これにより第３子以降は限度額の 308,000 円まで補助ができる

ことになります。その他、条文をわかりやすく整理いたしました。７

ページにお戻りください。附則といたしまして、この規則は公布の日

から施行し、改正後の富津市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の

規定は、平成 29 年度の予算にかかる補助金から適用いたします。以上

で説明を終わります。ご審議のほど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。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、挙手をお願いいたします。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。
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鶴岡課長

岡根教育長

河野主幹

岡根教育長

坂部委員

河野主幹

岡根教育長

はい。それでは、報告第１号についてご報告いたします。資料の 13 ペ

ージをご覧願います。平成 29 年８月 15 日から９月４日までの後援申

請受付分につきましては、次の 14 ページに記載のとおり、房風会書道

展責任者山口啓山氏、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、報告第２号平成 29 年

度富津市内小学校修学旅行の計画について、お願いします。

はい。それでは、報告第２号についてご報告いたします。16 ページを

ご覧願います。２学期に市内 10 小学校で修学旅行を計画しております。

大涌谷周辺の火山活動による規制が昨年夏に解除された関係で、今年

度は行き先を箱根方面に戻した学校も多く、その他、鎌倉、小田原、

富士山、日光、金沢方面への旅行を計画しております。期間は１泊２

日となっており、現時点で大貫小学校の児童１名が病気のため欠席の

予定となっております。行き先地の、保健所や消防本部への衛生監督

や防災安全対策等について照会を行い、児童の安全対策をとった上で

実施す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。報告第２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。天神山小学校と竹岡小学校が日にちと宿泊するホテルが一緒の

ようですが、これは合同で修学旅行を実施する予定なのでしょうか。

はい。バスについては合同になりますが、活動は学校ごとにそれぞれ

計画を立てており、別々となっております。なお、宿泊先については

同じホテルとなっております。バスに関しましては、バス代を抑える

ためにこのような形をとっております。

箱根というのは、ほとんどが班行動となっており、子供たちが自主的

に計画を立てているので、同じ学校で行っても班ごとで自由に行動す

るような計画だと思われます。今回は、バスと宿泊先が同じというこ

とですね。今後の学校再配置計画も踏まえ、様々な面で今回のように

合同で行うというのも大切なことかもしれませんね。
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坂部委員

岡根教育長

岩名課長

岡根教育長

鶴岡課長

岡根教育長

わかりました。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、次に、報

告第３号富津市指定文化財保存整備事業補助金交付要綱の一部を改正

する告示について、お願いします。

はい。それでは報告第３号についてご報告いたします。17 ページをご

覧願います。平成 29 年９月 14 日付け、富津市告示第 101 号で、富津

市指定文化財保存整備事業補助金交付要綱の一部が改正されましたの

で、ご報告申し上げます。報告理由は、市内の指定文化財の日常的な

維持・管理や、無形民俗文化財を保持していくために実施する事業を

対象に、その必要な経費に対して市が２分の１以内の予算の範囲内で

補助することを目的に、平成 17 年３月に本要綱が制定されましたが、

現行では指定文化財を保護していく上で不可欠な修理工事等の保存整

備事業については補助適用外であることから、補助対象事業を拡充さ

せ、指定文化財を保護していこうとするものでございます。18 ページ

をご覧願います。中段下の別表、第２条関係に掲げる事業区分の「文

化財保存整備事業」を加え、建造物等の修理工事費、防災工事費ほか

を補助対象経費とすることにより、指定文化財を手厚く保護していこ

うとするものでございます。なお、20 ページ、21 ページに本要綱の新

旧対照表を参考に添付させていただきました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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、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、10

月 26 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。


