
平成 29 年 11 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 11 月 30 日（木）

10 時 00 分から 10 時 48 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

報告第１号 臨時代理の報告について

（平成 29 年度富津市一般会計予算教育費 12 月補正

予算案について）

報告第２号 臨時代理の報告について

（富津市体育施設の設置及び管理に関する条例等

の一部を改正する条例の制定について）

報告第３号 学校給食施設整備に向けた提言書について

報告第４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、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)

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 11 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

小坂委員

岡根教育長

こんにちは。11 月の定例教育委員会会議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、本日は 11 月 30 日とい

うことで、今年もあと残り１か月でございますが、小中学校につきま

しては終業式が 12 月 22 日でございますので、各学校では慌ただしい

時間を過ごしていることと思います。先般の教育長・教育委員会研修

会の折にも、千葉県の内藤教育長が挨拶でおっしゃっておりましたが、

国の働き方改革の動きがございまして、学校職員の勤務実態の把握と

対策が課題となっております。私自身としましては、基本的に月の時

間外勤務が 80 時間を越えることのないよう、校長先生方にもしっかり

と認識していただき、今後の対応を考えていきたいと思います。さて、

それでは、教育委員会議を開催いたします。本日は、報告４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、小坂委員にお願いいたします。

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。２番

目の富津市小中学校音楽の集いでございますが、教育委員さんの中に

は鑑賞された方もいらっしゃいますけれども、こちらの発表につきま

しては、学年単位であったりするということで選抜はしていないと伺

っておりますので、それぞれの学校の中で音楽の先生を中心として、

学級づくりや学年づくりにも寄与しているのだろうと思います。次の

３・４番目の天羽中学校及び富津中学校の創立 50 周年記念式典でござ

いますが、同日の午前と午後にそれぞれ開催され、両校とも実行委員

会を組織して滞りなく開かれ、50 年の歴史を生徒も感じ、次の 50 年に

向かって進んでいこうという気概が感じられました。特に、参加して

いる全校生徒のしっかりと話を聞く姿に感動いたしました。そのよう

な中で、両校とも「大地讃頌」を合唱しておりました。素晴らしい歌

声が体育館いっぱいに響き、５年後の成人式でもこのような合唱が披

露されたら素晴らしいだろうなと感じました。次に５番目の教育長・
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教育委員研修会でございますが、全体会につきましては、新学習指導

要領への対応で、パネリストの教育長の話を伺いながら、富津市も今

後の課題も含めてしっかり取り組んでいかなければいけないと感じま

した。次の６番目の南房総教育事務所管内の教育長会議でも意見交換

がされましたが、小学校の外国語教育につきましては、国や県の支援

が乏しく、市町村の財政力がそのまま教育力に反映しかねないという

意見も出されました。７番目の観光大使委嘱状交付式でございますが、

漫才コンビＷエンジンの、えとう窓口氏を観光大使として委嘱しまし

た。えとうさんは、テレビ番組の「大改造！！劇的ビフォーアフター」

で富津市内の家をリフォームし、その番組からのご縁で富津市に住民

票も移し、市民花火大会でも裏方として頑張っていただいた方で、誠

実な話し方で、周りを明るくするキャラクターという印象を受けまし

た。今後、富津市の魅力を発信していただけることと期待いたしまし

た。次に８番目の第２回富津市創生会議でございますが、第１回に引

き続き、改訂版についての審議で、委員からは教育関係では、『富津に

対して愛着が持てるような教育がなされているのか。』という質問があ

り、教育センター所長から、『新規採用職員研修をはじめ、富津市に理

解が深まるような教育が進むよう取り組んでいる。』旨の回答をいたし

ました。次に９番目の佐貫中学校創立 70 周年記念式典でございますが、

佐貫中学校は生徒数 57 名の学校ではありますけれども、文武両道の活

躍が顕著な学校でございます。平成 32 年度からは、大貫中学校との再

配置が決定しておりますが、生徒たちもしっかりと受け止めている様

子で、落ち着いた雰囲気の中で式典が行われました。次に 10 番目の富

津市議会講演会でございますが、議会の主催で、千葉大学大学院工学

研究院教授の柳澤要教授の講演がございました。演題は、これからの

地域と学校のあり方について、「みんなで考えるこれからの学校や地域

公共施設のあり方」と題して、公共と民間のあり方や教育施設の複合

化や一斉学習から個別学習・グループ学習への教育方法の変化に対応

する教室環境等について、ご自分が指揮した学校や諸外国の例を出し

てわかりやすくお話しくださいました。最後に 11 番目の青少年相談員
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鶴岡課長

岡根教育長

高梨参事

連絡協議会主催の青少年のつどい大会と 12 番目の子ども会育成会主催

の育成大会でございますが、同日の開催で、青少年のつどいではペッ

トボトルロケット作成に取り組み、育成大会では、子ども参加のゲー

ムや餅つきなどに取り組んでくれました。地域の大人たちが、富津の

子どもたちを温かく育んでくれていると感じました。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。始めに教育総務課お願いします。

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。11

月 21 日、午後７時から市役所 502 会議室にて、第７回天羽中学校校舎

改築基本設計検討員会を開催いたしました。今回の会議では、配置計

画、平面計画に係る基本プラン（案）の提案、構造（案）を事務局か

ら説明し、各委員から意見をいただきました。配置計画（案）及び平

面計画（案）に係る基本プランにつきましては、これまでの会議で各

委員から出された意見・要望を反映させるとともに、学校現場の意見・

要望を尊重し作成した２つの案を提案させていただきました。事務局

及び設計業者から説明後、各委員からは様々な意見や質問がありまし

たが、検討委員会の結論としては、アトリウムを中心にフロアでゾー

ンを分けた１棟吹抜案に決定いたしました。校舎の構造につきまして

は、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造の性能、工事費、後期・施工

性について比較検討した結果に基づき、検討委員会といたしましては、

天羽中学校の校舎の構造は、鉄筋コンクリート造とすることで決定い

たしました。今後、実施設計を進めることになりますので、教室など

諸室の大きさや位置、また、各委員から要望のあった『内装に木を多

く使い温かみのある空間を造る。』ことについて検討していきます。天

羽中学校校舎改築事業につきましては、この後の協議会で改めてご説

明させていただきます。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。10 月 31 日に天羽地区３小学校

代表部会、11 月７日に天羽･天羽東中の、11 月 13 日に大貫・佐貫中学

校の教職員部会が開かれました。さらに 11 月 14 日に大貫･佐貫中学校
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岡根教育長

竹谷所長

岡根教育長

岩名課長

の、11 月 22 日に天羽･天羽東中学校の再配置に向けた学区小学校の交

流学習のための合同会議が開かれました。これらにつきましては、こ

の後の協議会において再配置推進室から詳細な説明がございます。11

月 10 日、401 会議室において、第３回教育支援委員会を開催いたしま

した。対象者は、就学前児童５名、小学生５名、中学２年生１名の合

計 11 名でございました。協議の結果、特別支援学級への就学の判定の

者が就学前児童４名、小学生児童５名、中学生１名、通常の学級で留

意観察し、指導するという判定の者が就学前児童 1 名でございました。

11 月 15 日、第１委員会室において、今年度では第２回目の学校給食運

営委員会が開催されました。本会議において、『学校給食施設整備に向

けた提言書』のご提言をいただきました。こちらにつきましては、こ

の後、報告第３号にてご説明させていただきます。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。11 月１日、君津中央図書館

において、適応指導教室である『さわやか教室』の調べ学習を実施い

たしました。参加した生徒たちは、日頃の教室を離れての学習で気分

転換も図れ、図書館での学習に楽しく臨んでいました。11 月７日、富

津市総合社会体育館において、富津市小学校体操大会が開催されまし

た。市内小学校 11 校からの代表選手が、マット・鉄棒・跳び箱の三種

目を巡って技を競い合いました。日頃の練習の成果を発揮し、全力を

尽くした演技に、観客からも大きな拍手が送られていました。結果に

つきましては、資料をご覧願います。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。10 月 26 日、502 会議室におい

て、第 40 回千葉県民マラソン大会第１回運営委員会会議が開催され、

会長に富津市陸上競技会選出の藤井公夫氏が就任されました。その後、

主催者の千葉日報社からマラソン大会の概要が説明され、年明けの３

月４日に、ハーフマラソン、10Km、３Km、２Km の４種目で総合社会体

育館を発着点に行われる予定となっております。富津市に会場が移り、

今回で 11 回目の開催となります。なお、参加申込み受付はすでに始ま
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っており、インターネットは１月 15 日、郵便為替は 1 月 10 日の締切

となっております。同日、午後７時より 502 会議室において、第７回

富津市ふれあいスポーツフェスタ 2017 実行委員会会議を開催いたしま

した。10 月９日、体育の日に行われたスポーツフェスタの反省点につ

きまして、実行委員の皆様から意見をいただきました。『各実行委員の

団体の中でスポーツフェスタについてＰＲする。』、陸上競技代表から

は、『当日参加があるため、競技開始の詳しい時間が伝えられなかった。

余裕をみたタイムスケジュールを組みたい。』、『防災無線を使ってスポ

ーツフェスタについて開催日前から周知する。』などのご意見がござい

ました。次回の開催に改めて検討していくことといたしました。11 月

９日、柏市のさわやかちば県民プラザにおいて、第 52 回千葉県社会教

育振興大会が「未来を築く 人づくり・まちづくり」のテーマで開催さ

れ、当市からは社会教育委員３名と事務局２名が参加いたしました。

午前中は表彰式等の開会行事に続いて、３市の事例発表が行われ、午

後は全国社会教育委員連合の前会長である大橋教授による基調講演の

後、３つの分科会での語り合いの時間が持たれ、最後に大会決議文を

採択して閉会という盛りだくさんの内容でございました。事例発表で

は、市原市・千葉市の発表に先立ち、君津地区を代表して当市生涯学

習課の伊藤補佐が、『富津市金谷「石のまち｣の地域再生』と題して発

表しました。日本武尊と弟 橘 媛の伝説による４市の紹介にはじま
やまとたけるのみこと おとたちばなひめ

り、吾妻神社の祭礼に触れ、内裏塚古墳の石室や復元された階段の石

材を紹介しながら房州石の主産地である鋸山にという構成で富津市を

ＰＲし、会場を沸かせました。11 月９・10 日の２日間、茨城県つくば

市のつくばカピオアリーナを主会場とする、第 58 回全国スポーツ推進

委員研究協議会茨城大会が開催され、全国各地からスポーツ推進委員

など 3,000 名を超える参加者が、富津市からは６名のスポーツ推進委

員が参加しました。『「ファンスポーツ！」～すべての人にスポーツの

楽しさを』を今大会のテーマとし、１日目は『私の野球人生』と題し

て、前東北楽天ゴールデンイーグルス監督である大久保博元氏の講演

が行われた後、『スポーツの力で楽しい未来を創る』をテーマにシンポ
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岡根教育長

渡邉館長

ジウムが行なわれました。２日目には、４つの分科会において研究協

議も行われました。11 月 23 日に予定されておりました、第 35 回市民

ハイキングは雨のため中止となりました。11 月 26 日、木更津市民体育

館ほかにおいて、君津地区スポーツ推進委員連絡協議会主催による、

平成 29 年度君津地区スポーツ・レクリエーション祭が行われ、それぞ

れの市から予選を勝ち上がった代表選手による、グランドゴルフ、イ

ンディアカ、ソフトバレーボールの３種目により競技が行われました。

富津市はグランドゴルフで、女子の部優勝・準優勝するなどの活躍も

あり総合優勝をいたしました。また、袖ケ浦市がインディアカ、木更

津市がソフトバレーボールでそれぞれ総合優勝をいたしました。以上

でございます。

はい。ありがとうございました。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。10 月 29 日及び 11 月 26 日、富津公

民館において、成人式実行委員会を実施いたしました。内容は、最終

的な確認作業として、催し物・プログラムの確認及びリハーサルなど

を行いました。今後は 12 月 10 日にも予定しております。次に、11 月

２日から 11 月５日までの４日間、総合社会体育館・富津公民館・中央

公民館・市民会館において、富津市民文化祭 2017 を開催いたしました。

各会場では、各種団体や公民館サークル、幼稚園・保育園、小中学生

などの作品展示を始め、富津公民館では、小中学校音楽の集い、芸能

祭、子どもまつり、中央公民館では、芸能祭、民謡ショー、市民会館

では、キッズミュージカル、芸能祭など、市民それぞれが日頃の学習

の成果を十分に発揮し発表を行っておりました。出演者及び出展者数

の合計は 3,282 人でございました。また、参観者数の合計は、18,168

人で前年対比 54 人の増でございました。次に、11 月 22 日、市民会館

において、第５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。議題として、チケット販売状況の報告や、当日の

役割分担について、また今後の日程についての協議をいたしました。

チケットの販売状況は、11 月 28 日現在 620 枚でございます。また、委

員の皆様方には、ご観覧いただければと思っております。以上でござ
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岡根教育長

小坂委員

竹谷所長

岡根教育長

小坂委員

岡根教育長

鶴岡課長

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。小坂委員。

はい。教育センターから報告のありました、11 月７日に行われた富津

市小学校体操大会についてお聞きします。今までは、富津小学校の体

育館を会場としていたと思いますが、今回は総合社会体育館で行われ

たということで、変更となった理由を教えてください。また、今回の

総合社会体育館の使用料についてはどのようになっているのでしょう

か。

はい。富津市小中学校体育連盟より、『今年度から会場を総合社会体育

館に変更したい。』という申し出がございましたので、会場を変更いた

しました。その結果、保護者等の方々が観覧席を利用して観戦するこ

とができた等の効果があったとお聞きしております。また、使用料に

つきましては、減免申請により無料となっているかと思われます。以

上でございます。

富津小学校のギャラリーが狭いということもあって、『できれば総合社

会体育館で開催したい。』と富津市小中学校体育連盟より申し出があっ

たものと思われます。やはり、『上から見られる方が良い。』という意

見の保護者の方も多くいらっしゃるかと思います。

わかりました。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、次に報告

事項に入ります。報告第１号臨時代理の報告について（平成 29 年度富

津市一般会計予算教育費 12 月補正予算案について）、お願いします。

はい。報告第１号につきましては、富津市教育委員会行政組織規則第

６条第２項の規定により臨時代理し処理したので、同条第３項の規定

によりご報告いたします。まず、５ページをご覧願います。始めに歳

入でございますが、14 款国庫支出金、２項国庫補助金、５目教育費国

庫補助金、２節小学校費補助金５万２千円の補正増につきましては、

特別支援教育児童就学奨励費補助金に係る増額補正でございます。３

節中学校費補助金８万円の補正増につきましては、特別支援教育生徒
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岡根教育長

髙梨参事

就学奨励費補助金に係る増額補正でございます。続きまして、歳出に

つきましてご説明申し上げます。７ページをご覧願います。こちらは

歳出に係る総括表でございます。次に８ページをご覧願います。こち

らは教育総務課に関わる補正予算となっております。まず、10 款教育

費、２項小学校費、１目学校管理費、11 節需用費 220 万円の補正増に

つきましては、湊小学校階段シート修繕、環小学校外壁爆裂補修等に

係る増額補正でございます。13 節委託料 70 万円の補正増につきまして

は、環小学校及び大貫小学校の枝木伐採委託料に係る増額補正でござ

います。３目天羽中学校校舎改築費、13 節委託料 35 万円の補正増につ

きましては、天羽中学校校舎改築期間中、湊小学校へ一時移転するた

めの電話移設業務委託料及び警備機器取付業務委託料に係る増額補正

でございます。15 節工事請負費 110 万円の補正増につきましては、天

羽中学校校舎改築期間中、湊小学校へ一時移転するために必要になる

放送設備工事に係る増額補正でございます。18 節備品購入費 110 万円

の補正減につきましては、先ほど説明した放送設備工事に係る予算を

工事費に振り替えたためのものでございます。11 款災害復旧費、３項

文教施設災害復旧費、１目公立学校施設災害復旧費、13 節委託料 65 万

円の補正増につきましては、平成 29 年９月 28 日の豪雨により、金谷

小学校校舎の裏山の土砂が校庭に流れ込んだため、土砂等撤去委託料

に係る増額補正でございます。15 節工事請負費 285 万円の補正増につ

きましては、台風 21 号の強風により、天羽東中学校のプレハブ倉庫の

屋根がめくり上がり危険な状態にあることからプレハブ倉庫の解体撤

去工事費、平成 29 年９月 28 日の豪雨により、富津小学校と民地の間

にある擁壁が傾き、隣接する作業場に接触する危険性があるため、擁

壁を改修するための工事に係る増額補正でございます。９ページ以降

の歳出予算につきましては、各担当課から説明いたさせます。以上で

ございます。

ありがとうございました。では、学校教育課お願いします。

はい。資料の９ページをご覧願います。12 月議会への補正予算要求の

うち、学校教育課分の歳出につきましてご説明いたします。10 款教育
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岡根教育長

岩名課長

費、２項小学校費、２目教育振興費、20 節扶助費 110 万８千円の補正

増につきましては、国庫補助対象経費である要保護児童への新入学用

品費の補助単価が増額された事に合わせて、準要保護児への補助単価

を増額すること、また、今まで中学生になってから支払っていた中学

入学用品費を小学６年生に対して支給するため追加認定者が見込まれ

るための増額補正でございます。続いて、同じく 20 節扶助費 13 万１

千円の補正増につきましては、特別支援教育児童就学奨励費のうち、

小学生分に係る増額補正でございます。こちらにつきましては、当初

は認定数を 29 人と見込んでおりましたが、現在 33 人認定しており、

受給対象者が４人増えております。今後も支出額が増加することが見

込まれること、また、特別支援就学奨励費の支給は年２回の支給であ

り、下半期分は２月支給となっているためでございます。同じく３項

中学校費、２目教育振興費、20 節扶助費 20 万円の補正増につきまして

は、同じく特別支援教育生徒就学奨励費のうち、中学生分に係る増額

補正でございます。小学校同様に、当初は認定数を 15 人と見込んでい

ましたが、現在 18 人認定しており、受給対象者が３人増えております。

なお、今後も追加認定が見込まれるため支出額が増加すること、また、

特別支援就学奨励費の支給は年２回の支給であり、下半期分は２月支

給となっているためでございます。５項保健体育費、２目給食管理費、

18 節備品購入費 390 万円の補正増につきましては、天羽共同調理場の

食器消毒保管庫の経年劣化による買換えに係る増額補正でございま

す。11 款災害復旧費、３項文教施設災害復旧費、２目保健体育施設災

害復旧費、11 節需用費 27 万円の補正増につきましては、台風 21 号の

強風により、大貫共同調理場プロパン庫の屋根が破損したための修繕

に係る増額補正でございます。以上、学校教育課の 12 月補正予算に関

る歳出の要求額は総額 560 万 9 千円となっております。以上でござい

ます。

ありがとうございました。次に生涯学習課お願いします。

はい。資料の 10 ページをご覧願います。10 款教育費、５項保健体育費、

４目市体育施設費、11 節需用費 21 万円の補正増につきましては、総合
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岡根教育長

渡邉館長

岡根教育長

鶴岡課長

岩名課長

社会体育館出入口右側のフェンスが破損し、歩道側に横転したことか

らフェンスの修繕に係る増額補正でございます。以上でございます。

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。資料の 11 ページをご覧願います。11 款災害復旧費、３項文教施

設災害復旧費、３目社会教育施設災害復旧費、11 節需用費 24 万円の補

正増につきましては、台風 21 号の強風により中央公民館案内看板が損

壊したため、案内看板修繕に係る増額補正でございます。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、報告第２号臨時代理の報告

について（富津市体育施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改

正する条例の制定について）、説明をお願いします。

はい。報告第２号については、富津市教育委員会行政組織規則第６条

第２項の規定により臨時代理し処理したので、同条第３項の規定によ

りご報告いたします。なお、本案件につきましては、生涯学習課長か

ら説明いたさせますので、よろしくお願いいたします。

はい。恐れ入りますが、資料の 12・13 ページをご覧願います。報告第

２号臨時代理の報告について、教育委員会の議決事項の臨時代理・臨

時代理第２号・富津市体育施設の設置及び管理に関する条例等の一部

を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。恐れ入ります

が、資料の 18 ページをご覧願います。提案の理由は、体育施設につき

まして、利用にかかる料金を指定管理者の収入として収受させる利用

料金制度の導入及び使用料の一部見直し等を行うため条例の一部を改

正するものでございます。現在、体育施設の管理は、直接指定（非公

募）により指定管理者を選定しておりますが、より市民サービスの向

上と経費の節減等を図るため、平成 30 年度の指定管理者候補者選定に

当たっては、公募により行う予定となっております。指定管理者が魅

力ある施設運営を行うことで、結果として利用者の増加が図られた分

だけ、利用料金を自らの収入とすることができ、指定管理者の経営努

力が直接反映されやすい利用料金制の導入が必要であり、それに伴う
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岡根教育長

髙梨参事

業務範囲の見直しも必要でございます。また、浅間山運動公園テニス

コート使用料金を、市民のスポーツ推進と利用率向上のため、市内利

用者の使用料金を引き下げるとともに、市外利用者の使用料が設定さ

れていなかったことから、施設の維持管理費について応分の負担を求

めるため、その他の体育施設と同じ 100 分の 150 の市外料金を新設し

併せて改正するものでございます。恐れ入りますが、資料の 17 ページ

をご覧願います。中段の附則第 1 項の規定でございますが、条例の施

行日を平成 31 年４月 1 日からといたします。ただし、テニスコートの

利用料金及び市内利用者以外の者が利用するときの金額の規定につい

ては、平成 30 年 4 月 1 日からとするものでございます。なお、14 ペー

ジから 17 ページに本改正条例、19 ページから 29 ページの新旧対照表

につきましては、後ほどご覧いただければと思います。以上でござい

ます。

はい。ありがとうございました。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、報告第３号学校給食施設整

備に向けた提言書について、説明をお願いします。

はい。報告第３号について、ご説明いたします。30 ページをご覧願い

ます。富津市の学校給食は、施設設備の老朽化や児童生徒数の減少、

さらに国の定めた学校給食衛生管理基準が改定される等様々な課題が

あり、平成 26 年１月に富津市学校給食運営委員会から『富津市学校給

食施設整備の指針』が出されました。施設整備の基本計画を第１期計

画と第２期計画に分けております。この第１期計画を基に平成 27 年４

月に富津小学校、平成 28 年４月飯野小学校の調理場を大貫共同調理場

へ統合し、さらに大貫共同調理場の改修を進めてまいりました。平成

29 年５月現在、大貫・天羽の２共同調理場と青堀小学校の１単独調理

場の計３調理場で 2,995 食を配食しております。指針の第２期計画に

より、より望ましい学校給食調理場のあり方について学校給食運営委

員会にて『学校給食施設整備に向けた提言書』の作成に向けた検討が

なされました。資料の 33 ページにあるように現状として、施設の老朽

化や平成 21 年の学校給食衛生管理基準の改正により基準を満たせなく
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岡根教育長

榎本委員

髙梨参事

榎本委員

髙梨参事

なったこと、食物アレルギーへの給食での対応ができないこと等の課

題があります。その対策として 35 ページにあるような移転・新築、大

規模改修、中規模改修、長寿命化改修の４つの検討案が出され検討さ

れました。その結果、本年 11 月 15 日に委員会より『学校給食施設整

備に向けた提言書』が出されました。提言の内容は 36 ページにあるよ

うに『すべての調理場を統合し、新規に共同調理場を建設する。』とい

うものでございました。学校給食衛生管理基準の改正後、近隣市でも

新規の調理場が次々と建設され、木更津市が平成 21 年に、袖ケ浦市が

平成 26 年に、君津市が現在建設中であり、木更津市は第２共同調理場

の建設も検討中とのことでございます。今後、この提言書を受け、富

津市教育委員会としましても共同調理場建設に向け、具体的な検討に

入るとともに、各方面との折衝等を行いたいと考えております。以上

でございます。

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。はい。榎本委員。

はい。今回、私は初めて知ったのですが、現在の調理場形態は全てウ

ェット方式であるということで、家庭でも水滴をそのままにしておく

と衛生面で細菌の繁殖が進むと言われておりますので、ドライシステ

ムに変えることにより衛生環境が良くなるということはとても良いと

思います。そこでお聞きしたいのですが、例えばこれは３つの調理場

が全く別の場所へ移転するという前提なのでしょうか。それとも１箇

所に集約するということでしょうか。

はい。現段階では提言書をいただいたところなのですが、提言書の中

では、全ての調理場を統合し、最新式の衛生管理基準に合った全く新

しいものをひとつ建設し、そこから全学校へ配送するというような提

言をいただいております。

それは、３つの調理場を場所だけでも残すということではなく、全く

別の新しい場所を選定して、そちらへ建設するということでよろしい

でしょうか。

はい。提言書の内容としましては、36 ページに記載のとおり、どこか
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榎本委員

岡根教育長

鶴岡課長

岡根教育長

小坂委員

竹谷所長

小坂委員

１箇所へ集約して衛生管理基準に基づいた新しいものを建設した方が

良いというご提言を受けたところでございますが、建設場所等の具体

的な部分につきましては、今後検討していきたいと思っております。

以上でございます。

わかりました。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、報告第４

号後援申請について、お願いします。

はい。それでは報告第４号について、ご報告いたします。資料の 37 ペ

ージをご覧願います。平成 29 年 10 月 10 日から 11 月６日までの後援

申請受付分につきましては、次の 38 ページに記載のとおり、かずさ声

楽研究会アリエッタ代表、岡田照江氏、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４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。はい。小坂委員。

はい。少し前にも、埼玉県の小学校６年生の女子が自殺したという報

道がされておりましたけれども、富津市のいじめ等に対する対策につ

いては、どのような状況なのか教えてください。

はい。富津市のいじめ対策につきましては、国・県より示されたいじ

め防止対策基本方針を基に各学校でいじめ対策の取組をしておりま

す。各学校につきましては、それぞれの学校ごとに基本方針を設定し

ながら取り組んでおります。また、毎学期ごとに各学校でいじめの調

査を実施しております。その中で、いくつか事案は挙がってきてはお

りますが、本調査はひやかし等を含めたものとなっており、そちらに

つきましては各学校で対応していただいており、昨年度に挙がってい

た事案につきましては、今年度の１学期段階では解消ということにな

っております。重大な案件に関する調査も行ってはおりますが、こち

らにつきましては富津市では現在のところはございません。以上でご

ざいます。

わかりました。引き続きご対応をよろしくお願いします。ありがとう
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岡根教育長

坂部委員

岡根教育長

坂部委員

岡根教育長

榎本委員

ございました。

12 月富津市議会でも、いじめに対しての質問が挙がってきておりまし

て、回答を作成しているところでございます。やはり、どこにでも起

こるという危機意識を持って各学校で取り組むということを言い続け

ることが必要なのではないかと思っております。『もう大丈夫だろう。』

と思ったところに落とし穴があると思いますので、大人たちがしっか

りとした認識で子どもたちの環境づくりをすることが大切だと思いま

す。特にインターネット等のいじめというのは発見しづらい状況がご

ざいますので、子どもたちが訴えやすい環境づくりや、また、いじめ

の対応に係る研修等を行って、子どもたちにもしっかりと指導し、ま

た、保護者の皆様にもご協力を仰ぐというようなことが大事であろう

と思います。他にご質問・ご意見等はございますか。はい。坂部委員。

はい。今月のことだったと思いますが、近隣の蔵波中学校で女子生徒

２名の飛び降り自殺があり、おひとりの方が亡くなられたということ

で報道がありましたが、こちらにつきましては、いじめが関連してい

るというような情報はありますでしょうか。

はい。私どもが聞いている状況では、口頭での報告ではございました

が、『現状では、警察に委ねており捜査結果を待つ。』ということでご

ざいました。また、おひとりの方は命を取り留めておられますので、

快復を待って話を聞くということなのですが、軽率なことは言えませ

んけれども、特別に学校に関連した事案であるかどうかにつきまして

は、そのような状況ではないような事案だというようなところなので

はと思いますが、警察の判断でございますから、今後どのようになる

のかは現状ではわかりません。ただ、袖ケ浦市の教育長との話の中で

は、やはり命を落としているということの重大性、そちらにつきまし

ては、厳粛にしっかり受け止めて対応していく必要があろうというよ

うに話合いはしております。

わかりました。ありがとうございました。

他にご質問・ご意見等はございますか。はい。榎本委員。

はい。１箇月位前の新聞に掲載されていたのですが、どこの学校であ
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ったかは定かではないのですが、学習支援員という方々を増員するこ

とによってとてもいじめが減ったということが書かれておりました。

富津市ではそのような方々を配置する予定はあるのでしょうか。

はい。富津市では、指導補助教員という先生を配置しております。教

員免許を持っている方で、大学を卒業し資格を持っていて教員を目指

している方や、長年、教員として経験され退職された方等にお願いを

しており、各学校に配置しております。また、県で『学習サポーター

派遣事業』というものがございまして、そちらを活用し、全校ではご

ざいませんが配置をしてきめ細かな指導を行っております。やはり、

年々きめ細やかな指導も求められてきておりますので、今年度は１人

分増員をしており、また、放課後学習教室というものを湊小学校でパ

イロット校として実施しておりますので、そのようなところも活用し

ながら、来年度につきましても増員を要求はしております。しかしな

がら、予算の関係もございますので、現段階ではまだわからない状況

となっております。以上でございます。

新聞では、57 人ということで掲載されていましたね。非常に多いです

ね。富津市でも増員に向けて進められるようにしていきたいと思いま

す。

そうですね。是非とも増員していただきたいと思っております。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、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、12 月

21 日、木曜日、午後３時 30 分から、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。


