
平成 30 年３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３月 29 日（木）

15 時 00 分から 15 時 53 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 富津市文化財審議会委員の委嘱について

議案第２号 富津市社会教育指導員の任命について

議案第３号 富津市家庭教育指導員の任命について

議案第４号 富津市スポーツ・レクリエーション推進員の委

嘱について

議案第５号 富津市小・中学校再配置計画の改定について

議案第６号 富津市学校施設整備基本計画を定めることにつ

いて

議案第７号 富津市文化財第９次指定について

議案第８号 平成 30 年度富津市学校教育の指針を定めるこ

とについて

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)

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３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。いよいよ今年度も最後の定例教育委員会会議となりまし

た。御参集いただき、感謝申し上げます。本日は、この会議の前に富

津市でご退職された教職員の感謝状贈呈式がございましたが、長きに

わたり本市学校教育にご尽力された皆様に、心より感謝いたしたいと

思います。さて、今年度を振り返りますと、教育環境整備事業としま

しては、学校の再配置計画立案、天羽中学校改築基本設計等の検討な

ど、ハード面での動きが多くあった年だと思います。来年度はソフト

面でも各学校のご努力をいただきながら、書く力、読む力の育成を通

して、基本的な資質・能力を醸成する中で、各学校の特色ある取組を

推進していきたいと考えております。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８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、小坂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

目のスポーツ少年団地区会議ですが、千葉県スポーツ少年団指導者協

議会が各地域の情報交換会を実施しておりまして、今回、君津４市の

スポーツ少年団の本部長や事務局長を集めての会合が富津市で行わ

れ、ご挨拶をさせていただきました。２番目の富津シティロータリー

クラブ寄附贈呈式ですが、毎年、ご寄附をいただいており、今年度も

子供たちの教育振興のためにということで、74,010 円の寄附をいただ

き活用させていただくこととなりました。３番目のＪＡきみつ寄附贈

呈式ですが、毎年小学校の入学児童の交通安全を祈願して、ふくろう

のお守りをいただいております。今年もＪＡ君津の女性部の方々が丹

精込めて作っていただいたかわいいお守りをいただきました。各学校

に配布いたします。４番目の富津漁業協同組合寄附贈呈式ですが、富

津漁業協同組合の役員の方２名より富津で取れた海苔を子供たちの給

食にということで、ご寄附いただきました。ふるさとの味を給食でい
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ただくことで子供たちにとっても良い食育のひとつになると思いま

す。５番目の防火ポスター展表彰式ですが、消防署が主催するもので

すが、市内の小学校から 160 点の応募があり、優秀作品の表彰及び展

示がありました。６番目のテニスコート完成記念式典ですが、ふれあ

い公園内のテニスコート 10 面が人工芝にリニューアルされ、そのお披

露目と市内の小中学生を対象のテニスクリニックが行われました。７

番目の第 37 回耳の日まつりですが、聴覚に障害のある方の千葉県大会

が富津公民館を会場に開催され、市長・議長とともに参加いたしまし

た。手話で式が進行されて、活気溢れる大会でした。８番目の連絡調

整会議ですが、新日鉄住金君津製鉄所の方々との会議で、君津製鉄所

の現状と富津市の行政の状況を情報交換いたしました。私からは、天

羽高校の工業コースに向けての、ご協力の御礼と今後のお願いをいた

しました。９番目の第 27 回かずさ空手道交流大会ですが、市原市から

南房総市までのスポーツ少年団に所属する空手道場に通う児童生徒が

一同に会し、試合を通して交流を図りました。大変盛会でした。10 番

目の第 36 回富津市民ボーリング大会ですが、多くのボーリング愛好家

が集いまして、楽しく大会が開かれ、汗を流しました。軽スポーツの

普及は健康寿命を伸ばす上でも活性化したいものです。11 番目の経営

改革本部会議と 13 番目の富津市経営改革会議ですが、富津市の経営改

革に向けての方向性を確認し、24 日の改革会議では、学識経験者の委

員５名からは、『プラン策定時の基本にかえり、施策を進めてほしい。

学校の再配置についても、国の標準児童生徒数からの計画で進めるべ

きではないか。』との貴重なご意見をいただきました。12 番目の富津市

障害者総合支援協議会講演会ですが、冷たい雨の寒い日でしたが、富

津市障害者総合支援協議会が開催する『みんなで楽しいまちふっつ勉

強会』と銘打って、富津市障害者総合支援協議会会長、社会福祉法人

薄光会理事長、健康福祉部長の講演があり、その後、パネルディスカ

ッションが行われました。私も教育長として感想を求められまして、

薄光会理事長の鳥居さんの『あるがままを理解すること。』という言葉

や、島津部長の福祉に関する熱い思いなどに感銘を受けたことをお話
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鶴岡課長

岡根教育長

高梨参事

させていただきました。教職員の障がいに対する理解を深めていきた

いと思った日でした。14 番目の富津市ママさんバレーボール大会です

が、第 42 回を数える大会で、3月 25 日に総合社会体育館で行われまし

た。市内のバレーボール愛好家である８チームの皆さんが一堂に会し、

熱戦を繰り広げました。15 番目の退職・新採者辞令交付式ですが、南

房総教育事務所主催で、年度末をもってご退職される皆さんの辞令交

付式が午前中に、新規採用者辞令交付式が午後から君津教育会館で行

われました。南房総管内のご退職者は 229 名、新採者は 153 名でした。

16 番目の新任管理職辞令交付式ですが、本日、４市教育委員会主催で、

新年度から管理職になる校長・教頭の辞令を交付し、心新たに経営に

ご尽力していただくよう激励をしました。次に、議会ですが、３月定

例議会が、３月 20 日に閉会いたしました。今議会では、平成 29 年度

富津市一般会計補正予算や平成 30 年度富津市一般会計予算が審議され

可決いただいたほか、代表質問・個人質問では、小中学校の再配置計

画や天羽中学校改築に係る進捗状況が質問されたほか、富津市学校教

育の指針、生きる力の育成、道徳教育の推進についてや学校給食施設

の現状についてのご質問がありました。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。本日、教育委員の皆様にご臨

席いただき、平成 29 年度富津市退職教職員感謝状贈呈式を開催し、教

育長から青堀小学校長である牧田正彦氏ほか 14 名の方々に感謝状を贈

呈いたしました。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。２月 16 日、401 会議室におい

て、今年度第４回の校長会議を行いました。学年末・学年始めの服務

管理や来年度の学校教育の指針等について説明・協議をいたしました。

３月 10 日、市内全中学校において、卒業式が行われました。ご協力あ

りがとうございました。今年度は市内で 343 名が卒業しました。高校

への進学が 327 名、特別支援学校への進学が 14 名となります。３月 16
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岡根教育長

竹谷所長

岡根教育長

岩名課長

日に８小学校、翌 17 日に３小学校で卒業式が行われました。こちらに

つきましても、ご協力ありがとうございました。市内で 312 名が卒業

し、その内 25 名が私立中学へ進学となります。３月 23 日、市内小中

学校において、平成 29 年度修了式が行われました。卒業生を除く児童

1,461 名、生徒 611 名が現学年の修了を認定され、４月５日までの学年

末・学年始め休業に入りました。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。２月 20 日、502 会議室にお

いて、平成 30 年度ＡＬＴ派遣業者選定をプロポーザル方式にて実施い

たしました。特定非営利活動法人グローバル教育推進機構、株式会社

ジョイトーク、株式会社ＲＣＳコーポレーション、株式会社アチーブ

ゴール、株式会社ハートコーポレイション、株式会社ボーダーリンク、

株式会社インタラックの７社による業者選定プレゼンテーションを行

いました結果、株式会社ハートコーポレイションと派遣契約を結ぶこ

とといたしました。２月 21 日、富津公民館において、富津市特別支援

学級『卒業を祝い励ます会』が開催されました。市内各小中学校の児

童生徒による劇や楽器演奏など、卒業生に対する思いやりのこもった

会となりました。３月１日、502 会議室において、英語指導員会議を行

いました。来年度の外国語の教科化に向けての研修会を行いました。

３月６日、福利厚生室において、自立支援指導員会議を行いました。

４名を７校に配置した自立支援指導員の今年度の活動をまとめ、次年

度に向けての課題等を話し合いました。３月 14 日、相川梨沢地区にお

いて、東京大学の学生とハーバードの学生、相川地区の地域住民の方、

天神山小学校の全児童及び保護者で交流会が行われました。当日はそ

ば打ち体験や餅つき体験、竹飯ごうでの炊事体験など行う中で交流を

深めました。３月 23 日、401 会議室において、英語指導員会議を行い

ました。今年度の各校での取組を振り返り、外国語教育の充実に向け

た、次年度の取組について話し合いました。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。３月４日、第 40 回千葉県民マ
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ラソンが富津市総合社会体育館を発着点に開催いたしました。今大会

は、第 40 回大会を記念し、前日に『ランニングクリニックちば in 富

津』と題し、駅伝・マラソン解説者である金哲彦氏を講師に招きマラ

ソン会場周辺においてクリニックが行われました。受講した約 60 名の

ランナーは真剣に取り組んでいました。大会当日は、気温 15 度を超え

る陽気の中、強い海風にも負けず富津岬周辺の特設コースを、県内外

から約 4,100 人のランナーが参加し、盛大に開催することができまし

た。９時 30 分のハーフマラソンスタートに続き、２㎞、３㎞、10 ㎞の

順にスタートがきられました。ランナーは、色とりどりの勝負ウェア

ーに身を包み、それぞれのコースで日頃の練習の成果を発揮して早春

のランニングを楽しんでいました。また、総合社会体育館前では、地

元物産品の販売や富津市観光協会提供による地元産海苔の入った味噌

汁の無料提供などで、多くの方々で賑わっておりました。教育委員の

皆様方には、何かとご多用の中、ご来場・ご声援いただきましてあり

がとうございました。３月 19 日、502 会議室において、平成 29 年度第

２回富津市社会教育委員会議を開催いたしました。会議は、第 52 回君

津地方社会教育推進大会について、ほか５件の報告に続いて、富津市

子どもの読書活動推進計画について及び富津市生涯学習推進計画につ

いてご審議いただき、それぞれ承認されました。３月 20 日、502 会議

室において、平成 29 年度第２回天然記念物『高宕山のサル生息地』の

サルによる被害防止管理委員会を開催いたしました。平成 29 年度事業

の経過報告及び予算執行状況及び平成 30 年度事業計画及び予算（案）

についてを議題とし、提案のとおり承認されました。３月 24 日・25 日、

中央公民館において、図書リサイクル会を開催いたしました。当市の

図書施設には、移動図書館及び公民館等３館の図書室があり、市民へ

の図書貸出などのサービスをしております。毎年 1,500 冊ほどの新刊

図書等を購入しておりますが、これまで一度も除籍を行ってこなかっ

たこともあり、図書室の本は２重に配架された本棚に収まらず、床に

まで溢れていました。社会教育委員会議での『現在ある図書施設を充

分に活用する。』という提言を受け、今年度は本格的な整理に着手しま
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岡根教育長

渡邉館長

した。司書が抜き出し、職場体験の中高生や市民ボランティアの力を

借りて除籍した図書は 4,000 冊にものぼり、それらの本を市民に還元

する手段として、リサイクル会を開催することにしたものでございま

す。前日の本を並べる準備作業から、当日の受付や折り紙、カルタな

どの体験コーナー、後片付けまで、３日間でボランティア・職員延べ

50 人が携わったリサイクル会には、225 人が来場し、1,387 冊をお持ち

帰りいただきました。なお、残った約 2,700 冊は、古紙としてリサイ

クルしております。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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。２月 22 日、中央公民館において、

第４回富津市公民館運営審議会を開催いたしました。内容は『平成 30

年度富津市公民館・市民会館主催事業計画』についてを議題として行

い、各館から主催事業に係る説明をいたしました。平成 30 年度は、中

央公民館で 15 教室・富津公民館で 16 教室・市民会館で 18 教室の３館

合わせて、49 教室を実施する計画でございます。昨年との比較では、

４教室の増となっております。実施にあたりましては、『生涯学習情報

提供誌』に掲載するとともに、区長回覧により『公民館だより』の配

布並びに市ＨＰへの掲載を行い、参加者の募集を行います。このほか、

成人式、『学びの門』についての結果報告及び『文化祭２０１８』の日

程についての報告を行いました。次に、３月 25 日、中央公民館におい

て、公民館カフェを開催いたしました。これは、ボランティア団体

『nigiwai（にぎわい）』が主催したチャリティーイベントであり、ロビ

ーをメイン会場として、コーヒーやお菓子の販売、しおりづくりワー

クショップ、カルタ、剣玉、コマ、読み聞かせなどが開催されました。

このほか、子育て支援課も協働し、輪投げコーナーや相談コーナーを

行っておりました。また、先に報告のありました、生涯学習課主催の

『図書リサイクル会』と同時開催しており、相乗効果によって盛り上

がったイベントとなりました。来館者は、主に子育て世代の親子や本

が好きな人たちでしたが、今回のような、親しみやすく来館しやすい

行事をきっかけに、普段は公民館を利用しない人たちが気軽に来館で



7

岡根教育長

小坂委員

岩名課長

小坂委員

岡根教育長

榎本委員

竹谷所長

きるよう、ボランティアの方々には、『今後もご協力をいただいきた

い。』ということをお話し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。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。生涯学習課より報告のありました、３月 24 日・25 日に行われた

図書リサイクル会についてですが、中高生も来てくださって、本格的

に本の整理及びリサイクルということで実施していただき、大変な作

業だったと思います。本件について、どのようにして中高生を募った

のかを教えてください。また、図書リサイクル会については、今後も

毎年行われる予定なのでしょうか。

はい。図書の廃棄につきましては、現在、富津市には司書が１名しか

おりませんので、なかなか実施できなかったというのが実状でござい

ます。そのような中で、中学校あるいは高校の職場体験ということで、

生涯学習課にお手伝いに来ていただいた際に、そちらの方々にお力を

お借りして少し整理を行ったというところがございます。また、中央

公民館の周辺には、本に対して熱い想いをお持ちの方々がいらっしゃ

って、その方々が『ボランティアとしてやりましょう。』と言ってくだ

さり、そちらのボランティアの方々にもお力をお借りして実施いたし

ました。図書リサイクル会につきましては、今回が初めての開催とな

りましたが、今後につきましては、このような形でまたリサイクル会

ができるように努めていきたいとは考えております。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。

他にご意見・ご質問等はございますか。はい。榎本委員。

はい。教育センターより報告のありました、３月 23 日に行われた英語

指導員会議についてですが、英語指導員というのは、専科で教えるも

のなのでしょうか。それとも、小学校の先生方が指導員として教える

形になるのでしょうか。

はい。英語指導員という方につきましては、本市では３名を雇用して

おりまして、そちらの方達に市内小学校へ行っていただき、授業を行
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榎本委員

竹谷所長

榎本委員

岡根教育長

岩名課長

岡根教育長

岩名課長

っていただいております。今年度までは、『外国語活動』という形で教

科ではなかったのですが、小学校の先生と一緒に授業を展開するとい

うような形で行っております。

わかりました。小学校については、ＡＬＴの派遣は行っていないので

しょうか。

はい。ＡＬＴの派遣については、中学校が主となって実施しておりま

すが、小学校にも隔週で配置するということになっております。です

から、２週に１回は小学校へＡＬＴを派遣し、英語指導員とＡＬＴと

担任教師と３人で授業を展開するというような形で実施いたしまし

た。また、来年度以降もそのような方向で計画をしております。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号富津市文化財審議会委員の委嘱について、

説明をお願いします。

はい。それでは、議案第１号についてご説明いたします。４ページを

ご覧願います。提案理由でございますが、富津市文化財の保護に関す

る条例に基づき、富津市文化財審議会委員として委嘱しておりますが、

委員の任期が本年３月 31 日をもって任期満了となることから、杉山林

繼氏、ほか９名を富津市文化財審議会委員として、平成 30 年４月 1 日

付けで委嘱（再任）しようとするため、議決を求めるものでございま

す。なお、委員としての任期は、平成 30 年４月１日から平成 32 年３

月 31 日までの２年間となります。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号富津市社会教育指導員の任命につ

いて、説明をお願いします。

はい。それでは、議案第２号についてご説明いたします。５ページを
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岡根教育長

岩名課長

岡根教育長

岩名課長

ご覧願います。提案理由でございますが、社会教育指導員３名の任期

満了に伴い、富津市社会教育指導員に関する規程に基づき、平成 30 年

４月１日付けで、市川一成氏及び森田吉一氏の２名を再任とし、新た

に、伊藤直人氏を任命をしようとするため、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あります。なお、

任期は、平成 31 年３月 31 日までの１年間であります。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号富津市家庭教育指導員の任命につ

いて、説明をお願いします。

はい。それでは、議案第３号についてご説明いたします。６ページを

ご覧願います。提案理由でございますが、家庭教育指導員の任期満了

に伴い、富津市家庭教育指導員に関する規程に基づき、新たに、平成

30 年４月１日付けで牧田正彦氏を任命しようとするため、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あ

ります。なお、任期は平成 30 年３月 31 日までの１年間であります。

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。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。続いて、議案第４号富津市スポーツ・レクリエーショ

ン推進員の委嘱について、説明をお願いします。

はい。それでは、議案第４号についてご説明いたします。７ページを

ご覧願います。提案理由でございますが、富津市スポーツ・レクレエ

ーション推進員に関する規則に基づき、富津市スポーツ・レクレエー

ション推進員として委嘱しておりますが、推進員の任期が本年３月 31

日をもって任期満了となることから、成戸武氏ほか 24 名を富津市スポ
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岡根教育長

鈴木室長

岡根教育長

ーツ・レクレエーション推進員として、平成 30 年 4 月 1 日付けで委嘱

しようとするため、議決を求めるものでございます。なお、推進員と

しての任期は、平成 30 年４月 1 日から平成 32 年３月 31 日までの２年

間となります。以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお

願い申し上げます。

はい。ありがとうございました。議案第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、議案第４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４号は承

認されました。続いて、議案第５号富津市小・中学校再配置計画の改

定について、説明をお願いします。

はい。それでは、議案第５号についてご説明いたします。９ページを

ご覧願います。本議案は、平成 29 年６月策定の『富津市小・中学校再

配置計画【基本方針】』を別冊資料のとおり改定することについて、富

津市教育委員会行政組織規則第５条第１号の規定により、教育委員会

の議決を求めるものでございます。金谷小学校の保護者及び学区内未

就学児保護者のアンケート結果や提出された要望書を総合的に検討し

た結果、学校再配置に関して理解が深まったと判断し、『富津市小・中

学校再配置計画【基本方針】』を次のように改定していくこととしまし

た。資料１の『富津市小・中学校再配置計画(案)』をご覧願います。

まず、表紙をご覧願います。平成 29 年６月 30 日の日付の下にカッコ

書きで『平成 30 年３月 29 日改定』との記述を加えます。続けて５ペ

ージをご覧願います。中央部にある表のうち、『天羽地区３小学校』を

『天羽地区４小学校』に、続くカッコ内に『金谷小学校』を加え、表

の下にある米印のうち、『金谷小学校について』の記述をすべて削除い

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

申し上げます。

はい。ありがとうございました。議案第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、議案第５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５号は承

認されました。続いて、議案第６号富津市学校施設整備基本計画を定



11

鶴岡課長

めることについて、説明をお願いします。

はい。それでは、議案第６号についてご説明いたします。11 ページを

ご覧願います。富津市教育委員会は、富津市学校施設整備の指針とな

る計画を定めることについて、富津市教育委員会行政組織規則第５条

第７号の規定により議決を求めるものでございます。提案理由といた

しましては、市が所有する学校施設は、『富津市小・中学校再配置計画』

及び『富津市公共施設等総合管理計画』に基づき、個別施設ごとの計

画を策定することが求められ、整備を必要とする学校における対象施

設のデータの収集、老朽化対策及び安全性を最優先とした整備内容や

実施時期等を具体的に示す計画である『富津市学校施設整備基本計画』

を新たに定めようとするものでございます。別冊の資料２をご覧願い

ます。計画の内容につきましては、これまで協議会で説明させていた

だいたところでございますが、先ほど議案第５号で議決をいただいた

『富津市小・中学校再配置計画の改定』に伴い、本計画（案）につい

ても、一部修正を加えたものでございます。この度の『富津市小・中

学校再配置計画の改定』に伴い、平成 32 年４月から金谷小学校が湊小

学校へ統合することとなりましたので、金谷小学校の整備については、

26 ページに記載したとおり、天神山小学校、竹岡小学校、佐貫中学校、

天羽東中学校と同様、再配置計画の実施に伴い、必要な時期に必要な

範囲の修繕を実施することとします。また、本計画につきましては、

校舎整備に係る公共施設等適性管理推進事業債を利用するために必要

な個別施設計画に位置付けていることから、国や県から指摘を受けた

箇所の修正を行っております。主なものといたしましては、平成 29 年

度に実施しております天羽中学校校舎改築工事の設計業務に当該起債

を利用するため、計画期間を平成 29 年度から平成 50 年度までと明記

したことなどでございます。また、平成 31 年５月１日から新しい元号

が始まることから、西暦と元号表記を併記することといたしました。

修正箇所につきましては、３ページ７行目から８行目、26 ページの下

段の再配置の時期、27 ページの中段と表中でございます。その他、表

現方法等の修正はございますが、これまで協議会で説明させていただ
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岡根教育長

岩名課長

岡根教育長

鳩飼主幹

いた計画策定に係る基本的な考え方や計画書の構成については、変更

はございません。本日、議決をいただいた後、天羽中学校校舎改築事

業に伴う起債の借入れのため、国に計画書を提出するとともに、議員

配布、市ホームに掲載する予定でございます。以上で説明を終わりま

す。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

はい。ありがとうございました。議案第６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６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６号は承

認されました。続いて、議案第７号富津市文化財第９次指定について、

説明をお願いします。

はい。それでは、議案第７号についてご説明いたします。13 ページを

ご覧願います。提案理由でございますが、富津市文化財審議会におけ

る現地視察や調査などを経た結果、その文化財的・歴史的価値が認め

られ、平成 29 年７月 10 日付けで文化財審議会へ市指定文化財にした

い旨、諮問したところ、委員全員からの賛同が得られ、平成 30 年２月

10 日付けで 15 ページの資料のとおり答申されました。16 ページをご

覧願います。名称は『木造阿弥陀如来坐像一躯』、所在地は『富津市西

川 1020 福恩寺』、所有者は『宗教法人福恩寺（住職：今井俊道氏）』、

区分は『有形文化財 彫刻』、適用指定基準は、『本市域の仏像彫刻とし

て、また中世の歴史的資料として貴重なもの。』でございます。こちら

により、この有形文化財を新たに富津市指定文化財にしようとするも

のでございます。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。議案第７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７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７号は承

認されました。続いて、議案第８号平成 30 年度富津市学校教育の指針

を定めることについて、説明をお願いします。

はい。それでは、議案第８号についてご説明いたします。本議案は、

富津市教育委員会行政組織規則第５条第１号、教育行政の運営に関す
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岡根教育長

鶴岡課長

る基本方針に基づき、平成 30 年度富津市学校教育の指針を定め、富津

市の児童・生徒の育成を図ろうとするものでございます。富津市では、

富津市教育施策に係る大綱に基づき、例年、富津市学校教育の指針を

策定しており、各学校はこれに基づいて、校長が学校教育目標を設定

し、児童・生徒の教育に全職員で取り組んでいるところでございます。

資料の 27 ページ及び 28 ページをご覧願います。平成 30 年度の富津市

学校教育の指針を、昨年度に引き続き、『富津を愛し、富津の未来を託

せる児童・生徒の育成』と定めます。この指針の具現化のために、１

つ目の柱を『心豊かでたくましい児童・生徒の育成』とし、地域につ

いて学び、富津に愛着を持てる児童・生徒の育成を図ります。次に、

２つ目の柱を『確かな学力を身につけた児童・生徒の育成』とし、基

礎的・基本的な知識・技能の習得とともに『生きる力』の育成につな

がる思考力・判断力・表現力を高める指導の推進を図ります。また、

社会の変化に対応した教育活動の推進として、身近な地域の産業や職

業についての学びを活かしたキャリア教育の充実・外国語活動の充

実・情報教育や環境教育への対応の充実を図ります。３つ目の柱を『児

童・生徒の成長を支える教育力の高い学校づくり』とし、安全・安心

な学校環境作りや若い先生方が増えている中で、教職員の資質の向上

を図ります。以上、３つの柱とし、具現化に取り組んでいきたいと考

えております。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。議案第８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８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８号は承

認されました。次に、報告事項に入ります。報告第１号富津市教育委

員会事務部局職員等の人事異動について、お願いします。

はい。それでは、報告第１号についてご報告いたします。富津市教育

資料の 29 ページをご覧願います。富津市教育員会は、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第 21 条第１項第３号の規定により、事務局

職員等の人事異動を別添のとおり決定しましたので、ご報告いたしま
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髙梨参事

岡根教育長

河野主幹

す。恐れ入りますが、別冊の資料３をご覧願います。最初のページに

つきましては職員配置表、２ページは人事異動内示書となっておりま

す。今回の定期人事異動対象者につきましては、退職者４名、内教職

員３名、転出者 11 名、転入者 10 名、新規採用者５名、うち教職員３

名、部内異動者４名、総勢 34 名で前年度より２名多い異動となってお

ります。なお、昇任昇格対象者につきましては、人事異動内示書の○

印が付された職員でございます。続いて、教職員の平成 29 年度末の人

事異動については、髙梨参事よりご説明いたします。

はい。別冊の資料４『教職員人事異動名簿』をご覧願います。富津市

立の小中学校において、本年度の退職者は 17 名でございます。内訳と

して、定年退職者 12 名、勧奨退職者４名、早期退職者１名でございま

す。定年退職者のうち１名は再任用制度で引き続き勤務いたします。

勧奨退職者のうち１名は２月 28 日付で既に退職しております。転出職

員は 44 名、そのうち 20 名が市内の学校間異動でございます。また、

市行政への異動が、館山市１名を含み４名、県行政への異動が４名、

県立学校への異動が２名でございます。新規採用者は９名おります。

新採以外の富津市への転入職員は 49 名でございますが、そのうち 20

名が市内の学校間での異動でございます。また、県行政から２名、市

行政からは、館山市１名を含み４名、県立学校から２名が転入いたし

ます。新任管理職は校長が５名、教頭が４名でございます。以上で報

告を終わります。

はい。ありがとうございました。続いて、報告第２号『時間外勤務削

減のために（学校における働き方改革の指針）』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。30 ページか

ら 33 ページをご覧願います。平成 29 年８月 29 日に、中央教育審議会

において、『学校における働き方改革に係る緊急提言』がとりまとめら

れました。これを受けて、富津市教育委員会としては、学校の業務改

善を図るため、学校における時間外勤務削減に向けた業務改善方針の

を策定すべく検討を重ね、『時間外勤務削減のために（案）』を作成し、
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12 月の富津市校長会議にて説明させていただきました。今回、２月９

日付け 29 文科初第 1437 号にて、文部科学事務次官より『学校におけ

る働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及

び勤務時間管理等に係る取組の徹底について』の通知がありました。

その中で、教育委員会が取り組むべき方策として、所管の学校の業務

改善に関して、時間外勤務の短縮に向けた業務改善方針・計画を策定

することが示されたため、別紙指針を策定し、市内小中学校に通知す

ることといたしました。以上で報告を終わります。

はい。ありがとうございました。何かご意見・ご質問等はございます

か。はい。小坂委員。

はい。こちらの指針に基づいて、各学校で対応していくのだろうと思

いますが、業務改善及び勤務時間管理等に係る取組ついて、実施状況

に係る報告や調査というのは、今後については行う予定がございます

でしょうか。

はい。実態を把握するということは必要ではございますが、調査や報

告を増やして、教職員等が多忙化しては何の意味もございませんので、

そのような調査をできるだけ少なくしたいと考えており、教育センタ

ーにもその旨連絡してございます。あまり調査等を増やすことはいた

しませんけれども、実態を把握するということにつきましては、校長

を通じて行い、もちろん国・県から調査があるとは思いますので、そ

れがあるかないかを見極め、実態につきましては必ず把握していかな

いといけないとは思っております。そちらの調整も含めて、しっかり

取り組んでいきたいと考えております。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３号後援申請について、お願いします。

はい。それでは、報告第についてご報告いたします。資料の 34 ページ

をご覧願います。平成 30 年２月２日から３月 12 日までの後援申請受

付分につきましては、次の 35 ページに記載のとおり、富津市ボウリン

グ協会会長、浜田靖一氏、ほか７件を承認しましたのでご報告いたし
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ます。以上で報告を終わります。

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等の日程でございますが、

４月 26 日、木曜日、午前 10 時より、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。


