
平成 30 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 30 年１月 25 日（木）

10 時 00 分から 10 時 31 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 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 30 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

宮田委員

岡根教育長

平成 30 年になって初めての教育委員会会議ですので、明けましておめ

でとうございます。委員の皆様には、ご出席賜り感謝申し上げます。

新しい年を迎えて、本日で 25 日です。中学校では、３年生は受験を控

え、インフルエンザ等に留意しながら緊張の日々を過ごしていると思

います。３学期というのは、あっという間に過ぎてしまいますが、各

学校では、まとめの学期となっております。また、校長先生方は、次

年度の組織やビジョンを考えている時期でもあり、私どもも今年度を

総括し、次年度のビジョンを作成して取り組む時期であると思います。

さて、それでは、教育委員会会議を開催いたします。本日は、報告１

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

目の佐貫清心会創立 35 周年記念剣道大会でございますが、関東各地か

ら剣道道場に通う少年少女の剣士が集り、12 月 24 日に総合社会体育館

で開催されました。２番目の第 16 回話法クレマチス・クリスマス発表

会でございますが、司会等の話法を研究するサークルで、毎年、市民

会館で踊りや歌を披露する方々を迎えて、司会を披露する催しでござ

います。４番目の富津市元旦マラソン大会でございますが、澄み渡る

青空の下で、大勢の小学生や中学生などを含む市民ランナーが元旦マ

ラソンに挑みました。６番目の富津市文化協会新春ミーティングでご

ざいますが、講師を依頼されまして、富津市の教育行政と題しまして、

本市の文化協会に所属する方々に対し、富津市の教育、特に学校教育

の現状と課題について講演をさせていただきました。７番目の富津市

青少年新春武道大会でございますが、富津ライオンズクラブ主催で行

われ、市外からも多くの小中学生が集り、試合を通して友好を深めま

した。９番目の金谷美術館オープニングレセプションでございますが、

2016 年に行われた同館のコンクールで大賞・金賞・銀賞を受賞した方
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高梨参事

と審査員の作品の公開を祝うレセプションで、モダンな雰囲気が漂う

美術館に力作が掲げられておりました。大賞を受賞されたのはは、山

形の大学生の方でございましたが、『この金谷は、とても住み良い環境

だと思います。』と感想を述べていました。10 番目の平成 30 年富津市

消防出初式でございますが、寒風が吹く中でしたが、明澄幼稚園の年

長園児や大貫中学校マーチングバンドによるパフォーマンスも披露さ

れる中で、消防団の素早い動きや救出演習などが披露されました。11

番目の金谷富士見橋の橋銘板設置披露式でございますが、新しく架け

替えられた富士見橋の橋銘板の文字を、金谷小学校児童３名が毛筆で

書きました。地域に自分達の書いた文字が掲示されたら、地域への愛

着がさらに深まるものと、市長の発案で実施されました。当日は、金

谷小学校の他の児童や地域の方々も見学に来られて、報道機関も取材

に来ました。児童にとって、とても良い思い出ができたと思います。

12 番目の君津地方教育界賀詞交歓会でございますが、４市の市長を迎

え、君津地方の校長会や教職員の代表が一同に集り、木更津の君津教

育会館で開催されました。13 番目の絵本寄贈式でございますが、『大き

な木』と題する絵本を、ＮＰＯ日本移植支援協会から、『命の尊さと臓

器移植について考えるきっかけにしてもらいたい。』ということで、各

小中学校に寄贈の申し出があり、４市の教育長に対して、木更津市役

所にて式が行われました。以上で教育長報告を終わります。ご質問ご

意見がございますか。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。昨年 12 月 22 日、市内全小中

学校において、２学期の終業式が行われました。明けて本年１月９日、

市内全小中学校において、始業式が行われ、全児童 1,773 名、全生徒

954 名は元気に登校し、３学期がスタートいたしました。昨年５月１日

と比較し、小学校で 10 名の増、中学校で１名の増でございました。１

月 10・11 日、教育長室において、市内 16 校の小・中学校長と、各学

校の教職員の人事異動にかかる教育長面接を実施いたしました。１月

17 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
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岡根教育長

竹谷所長

総教育事務所長との教職員の人事異動に関する一次面接が開催されま

した。市内小・中学校長は、この面接で平成 29 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。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。12 月 25 日から１月５日、第

１委員会室において、小中学生冬季自習室の開放を行いました。６日

間の開放でございましたが、小学生が延べ 18 名、中学生が延べ 19 名

の合計 37 名の利用でございました。小中学生ともに落ち着いた環境の

中、黙々と自分たちが持参した課題に取り組んでおりました。１月 10

日、401 会議において、第２回富津市学校関係行事調整委員会を開催い

たしました。各団体から出された平成 30 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 17 日、401 会議

室において、富津市小中学校の校長会長である、青堀小学校長の牧田

正彦先生を講師にお招きし、第３回管理運営研修会を開催いたしまし

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や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。また、今後の読書活動の推進についてや教職

員の働き方改革など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、パネルディスカッションによる意見交換を行い、

参加者の認識が高まる研修となりました。１月 18 日、401 会議室にお

いて、第２回指導補助教員等研修会を行いました。南房総教育事務所

指導室より、千葉朋緒指導主事を講師にお迎えし、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の研修を行いまし

た。参加者は、各学校在籍の講師も含め、総勢 12 名でございました。

１月 24 日、401 会議室において、生徒指導担当者会議を開催いたしま

した。きみさらず法律事務所の弁護士である若林侑氏に『弁護士の立

場からいじめを考える』という演題で講話を行っていただきました。

過去の様々なトラブルの具体例などを交え、いじめの予防や問題解決

の方法などについて、研修を行いました。以上でございます。
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岡根教育長

岩名課長

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 47 回元旦歩こう大会が、富津・大佐

和・天羽地区の３会場で行われました。当日は、冬の柔らかな新年の

陽射しの中、教育委員の皆様にもご参加いただき、総勢 350 名が『歩

き初め』を楽しみました。大佐和地区では、約５㎞のコースを歩いた

後、鶴峯八幡神社に参拝し、参加者は体も気持ちも引き締まり、スポ

ーツ推進委員による豚汁や甘酒を心豊かにいただいておりました。１

月７日、佐貫運動広場において、富津市グランドゴルフ協会主管によ

る、第 30 回新春グラウンド・ゴルフ大会が、小中学校の部と一般・高

校生の部などに分かれ、74 名の参加により開催されました。朝方の北

風が肌寒い天候の中でのスタートでしたが、元気はつらつにプレーを

楽しみながら日頃の練習の成果を活かし、スティック裁きを競いまし

た。同日、富津市バドミントン協会主管による、第 47 回新春バドミン

トン大会が、総合社会体育館において、267 名の参加により開催されま

した。小学生男女４年生以下の部から、中学生男女、一般混合の部な

ど９種目で熱戦が展開され、外の寒さも忘れさせるような熱いプレー

が見られました。１月 11 日、木更津市の君津地方視聴覚教材センター

において、第２回運営委員会会議が開催されました。平成 29 年度事業

経過についてほか４件の報告の後、１月 18 日に開催する君津地方視聴

覚教育振興大会の実施について協議し、事務局案のとおり承認されま

した。１月 13 日、吉野小学校体育館において、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開催されました。この大会で

は、平成７年に富津市青少年相談員連絡協議会が作成した『富津ふる

さとカルタ』と千葉県子ども会育成連合会が作成した『房総こどもか

るた』を使用いたしました。団体戦には４ブロック 36 チーム 102 名が、

個人戦には３ブロック 26 名の子どもたちがそれぞれ参加いたしまし

た。１月 18 日、富津公民館において、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開催され、幼
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岡根教育長

渡邉館長

岡根教育長

小坂委員

稚園・保育所・小中学校及び社会教育関係者など 114 名が参加いたし

ました。始めに表彰関係の紹介があり、千葉県視聴覚教育功労賞に、

君津郡市広域市町村圏事務組合参事児童発達支援センター所長である

小倉克之氏、次に、第 45 回君津地方メディアコンクール入賞者で、特

別賞に君津市立君津中学校の茂木誠先生、佳作に木更津市立木更津第

一小学校の放送委員会がそれぞれ報告されました。その後、休憩を挟

み、記念講演『視聴覚教育、教育工学、ＩＣＴ－基本は変わらない』

と題し、文教大学名誉教授である平沢茂氏の講演がございました。１

月 21 日、環小学校グランドにおいて、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開催されました。真冬の陽

が静かに降り注ぐ中、子ども達や保護者をはじめ約 400 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９チ

ームと低学年７チームが参加し、元気いっぱいにドッジボールを楽し

んでいました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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。１月７日、富津公民館において、

平成 30 年富津市成人式を開催いたしました。今回から実行委員会形式

にて実施しており、企画の段階から携わり、当日も、『司会』から『開

式・閉式のことば』、『祝電の披露』、『招待者紹介』、『ピアノ伴奏・指

揮者』を担っていただきました。このほか、自分たちで作成した『思

い出のスライドショー』の上映や『全員合唱』、『新成人エール』を行

い、自分たちで工夫した成人式を実施することができました。なお、

今回の対象者は 484 人であり、当日の出席者数は 360 人、出席率は

74.38％でございました。また、最後に地区別にて『記念写真』を撮影

し、16 時頃に無事終了しております。ご協力をいただきました関係各

位にお礼を申し上げます。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。小坂委員。

はい。教育センターより報告のありました、12 月 25 日から１月５日に

行われた小中学生冬季自習室の開放についてですが、利用者が 37 名と
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竹谷所長

小坂委員

岡根教育長

鶴岡課長

いうことでしたが、今回の利用者というのは、夏季に行ったときに利

用していた子供たちと同じようなメンバーの方たちでしょうか。また、

今後もこの取組を続けていただきたいと思っているのですが、募集の

方法や工夫等がございましたら、お聞かせください。

はい。小学生においては、夏季に自習室の開放を行ったときと同じメ

ンバーの子供たちの利用もございました。また、新たに佐貫中学校３

年生の参加があり、ほぼ毎日、利用しておりました。新たに参加し、『集

中して勉強できるので良い。』ということで利用していた子供たちもい

るような状況でございます。ただ、日数が６日間しか開設できなかっ

た状況から考えますと、利用者は多く集まったのではないかと感じま

した。多い日で 12 人の利用がございました。募集につきましては、市

の広報やホームページ等を活用し募集いたしました。また、校長会議

等で校長先生にお願いする中で、各学校でも子供たちへ周知していた

だくようお話しいたしました。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。

まだ素案の段階なのですが、君津高校の生徒にお願いをしまして、勉

強を教えてもらえる機会があったら良いのではと考え、君津高校の校

長先生にお話ししましたところ、『いつでも声をかけてください。』と

お返事をいただけました。富津市から君津高校へ通っている生徒も多

いようですので、そのような方々にご協力いただき、来年度以降にで

も実現できればと思っております。今回の自習室開放を見学しました

が、子供たちはとても静かに自習しておりました。自習という形では

ございますが、今後は、わからないことを聞けたら非常に良いのでは

ないかと思い、これから検討していく必要があるのではと考えており

ます。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号専決事項の報告について、ご報告いたしま

す。資料の３ページをご覧願います。平成 29 年 11 月２日から 12 月 14

日までの後援申請受付分につきましては、次の４ページに記載のとお
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岡根教育長

坂部委員

髙梨参事

坂部委員

髙梨参事

坂部委員

岡根教育長

小坂委員

岡根教育長

り、佐貫清心会創立 35 周年記念剣道大会、大会会長、髙橋進一氏ほか

３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。はい。坂部委員。

はい。インフルエンザが流行になりつつありますが、小中学校ではど

のような状況になっているのでしょうか。

はい。現在、各小中学校でインフルエンザＢ型が多く出てきてはおり

ますが、こちらで報告するほどの数の報告は受けておりません。

ありがとうございました。それから、先日の雪の影響というのは何か

ございましたか。

はい。雪の影響により、佐貫小学校、佐貫中学校及び大貫中学校につ

きましては、登校時間を遅らせて 10 時登校といたしました。なお、自

転車で転んだ等、その程度の報告はございましたが、事故等の報告は

受けておりません。

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。小坂委員。

はい。私は、１月１日に行われた元旦歩こう大会に初めて参加させて

いただきましたので、その感想をお伝えしたいと思います。今回が 47

回目ということでしたが、参加された方々の中には、今回が 47 回目と

いう方や、30 回目というような方がたくさんいらっしゃいました。１

年でも参加しない年があれば、また１回目からのカウントになってし

まうとのことでしたので、多くの方が長年にわたって、毎年元旦に５

㎞歩いているということに、とても驚き、それと同時にとても素晴ら

しいと感じました。そのような方達と、今回、私も一緒に歩かせてい

ただいたのですが、『素晴らしいことをずっと続けていらっしゃったん

だな。』と感じ、参加させていただいてとてもよかったと思いました。

今後は、せっかく歩くのであれば、富津公園の戦跡のところを歩いて

いただいたら、もっと良いのではないかと思いました。以上です。

ありがとうございました。『元旦マラソン』、夏に４市で行われる『富
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津公園歩け歩け大会』、あとは、スポーツ推進委員が行う紅葉ロードの

『市民ハイキング』もございますので、是非そちらにも参加していた

だければと思います。このような行事に参加することは、健康的な意

味でも、運動することを習慣化するということで良いことだと思いま

す。おそらく元旦歩こう大会に長年、参加されている方々も、そのよ

うな意味を認識されている方が多いのではと感じました。私も大佐和

地区で参加いたしましたが、家族連れの方等、たくさんの方が参加し

ておりました。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、２

月 15 日、木曜日、午後３時から、市役所２階、第１委員会室にて開催

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。


