
平成 30 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 30 年４月 26 日（木）

10 時 00 分から 10 時 56 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 富津市社会教育委員の委嘱について

議案第３号 富津市立小学校設置条例及び富津市立中学校設

置条例の一部を改正する条例案について

議案第４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５号 平成 30 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、笹生教育部長、髙梨教育部参事兼学校教育課長、重城

教育総務課長、細谷学校教育課主幹、鈴木学校再配置推進室長、

河野教育センター所長、當眞生涯学習課長、渡邉公民館長、刈

込教育総務課長補佐、髙濵教育総務課主任主事

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 30 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

坂部委員

岡根教育長

こんにちは。いよいよ今年度もスタートいたしました。委員の皆様に

は、小学校・中学校の入学式にご出席いただき感謝申し上げます。後

ほど、感想などをいただければ幸いです。今年度の新入生は、学校教

育課の方から報告があろうかと思いますが、残念なことに、今年度は

金谷小学校の新入生がおりませんでした。年々、児童生徒が少なくな

ってきておりますが、小中学校とも緊張した面持ちの新入生を迎えて、

新年度がスタートしたと思っております。今年度における最初の校長

会議では、書く力に加えて、読むこと、特に読書に力を入れていただ

きたいことや、地域の産業を活かしたキャリア教育の推進、東京パラ

リンピックを見据えた、障がいに対する理解を深める教育や福祉教育

の充実をお願いしました。さて、それでは、教育委員会議を開催いた

します。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

について』など、議案５件、報告５件でございます。忌憚のないご意

見をお願いいたします。それでは、平成 30 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。

次に、教育長職務代理者の指名ですが、こちらにつきましては、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第 13 条第２項により、平成 30

年４月 26 日付けで坂部委員を教育長職務代理者として指名いたしま

す。

はい。よろしくお願いいたします。

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

なものを報告します。１番目の富津市小中学校体育連盟研修会ですが、

昨年度の報告と今年度の事業等を決定する研修会に出席し、挨拶を申

し上げました。昨年度は、全国大会や関東大会への出場などがありま

したが、勝ち負けだけでなく、苦しい練習を積んできたことが、大変

意味のあるものだと思います。指導されている皆様のご苦労に感謝い
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重城課長

岡根教育長

髙梨参事

たしますという旨のお話をいたしました。また、教員の働き方改革が

叫ばれておりますが、教員の側だけでなく、児童生徒にとっての有意

義な部活動について、皆さんのご意見を聞く機会もあると思いますの

で、ご協力いただきたいとお伝えいたしました。２番目の千葉県市町

村教育委員会教育長会議ですが、４月 11 日に千葉県教育会館で行われ、

県教委の各課からの施策説明がありました。その中で、澤川教育長か

ら教職員の不祥事防止についてから始まり、千葉県教育振興基本計画

について、新学習指導要領への対応について、教員等の働き方改革に

ついて等、16 項目について触れながらご挨拶がありました。３番目の

富津市区長会議ですが、教育部長から天羽中学校校舎改築関連事業に

ついて、富津市小中学校再配置計画の改定について、市民会館脇の旧

第二庁舎解体についての報告をさせていただきました。４番目の南房

総教育事務所教育長会議ですが、今年度の教育事務所の総務課、管理

課、指導室からそれぞれ重点目標が提案されました。内容につきまし

ては、総務課は『迅速・的確な業務運営』、管理課は『信頼される学校

づくりを目指して』、指導室は『「生きる力」を育む特色ある教育活動

の推進』というものでした。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。４

月 10 日、市長応接室において、吉野地区にありますロッキー工業(株)

からの寄附の贈呈式が行われ、300 万円をいただきました。なお、こち

らにつきましては、５月広報に掲載予定でございます。４月 11 日、502

会議室において、学校予算配当説明会が開催されました。各小中学校

の教頭・学校事務職員に対して、本年度の学校予算の配当についてご

説明するとともに、ご協力をお願いいたしました。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２日、401 会議室において、

学校保健担当者会議を開催いたしました。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
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岡根教育長

河野所長

た。４月３日、大会議室において、学校給食従事者研修会を開催いた

しました。栄養士、配膳員、用務員等 28 名に調理上、配膳上の注意事

項について、大貫小学校の田村栄養教諭より講義を行いました。４月

６日、市内全小・中学校で平成 30 年度の始業式が行われ、７日には中

学校、９日には小学校の入学式が行われました。ご協力ありがとうご

ざいました。これにより、小学校には 275 名、中学校には 292 名の新

入生が入学しました。本年度の本市の児童数は、４月 10 日現在、1,742

名、生徒数は 902 名で、総数は 2,644 名となっております。懸念され

ておりました湊小学校及び天羽中学校につきましても、今のところは

大きな課題もなくスタートしております。４月 11 日、401 会議室にお

いて、第１回校長会議を開催いたしました。先ほど教育長からご報告

がありましたが、始めに、教育長から今年度の学校経営を進める上で

の依頼や注意点の説明がありました。続いて、各課より平成 30 年度の

事業や取組について説明並びに依頼をいたしました。４月 11 日、502

会議室において、学校給食事務担当者会議を開催いたしました。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 16 日、富津警察署より市内の小学校１年生に

『いかのおすし』の防犯下敷きが贈られ、富津小学校において、富津

警察署長、教育長参加により贈呈式が行われました。式後、２年生も

加わり防犯訓練が実施されました。４月 24 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３日、401 会議室におい

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４名・中学校教諭５名の計９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つの専門家の顔を持つ五者であれ。』、

学校教育課長からは『教師は、苦労した分だけ感動できるすばらしい
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岡根教育長

當眞課長

職業である。』などのお話があり、初任者の心に強く残った研修となり

ました。同日４月３日、同じく 401 会議室において、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。

また、前天羽東中学校長で現在、富津市英語指導員である磯部文雄先

生による、今年度小学校に導入した、小学校英語科のデジタル教材の

使い方についての講習も実施いたしました。４月 20 日、富津中学校の

コンピュータ室において、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

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、小学校に

おけるプログラミング教育で活用できる『Scratch（スクラッチ）』とい

うツールの使い方についての研修も実施いたしました。４月 25 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。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、各学校から、生徒指導の現状と今年度の重点について発表

してもらい、共通理解を図ることができました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。続いて生涯学習課、お願いします。

はい。生涯学習課の報告をいたします。４月２日、教育長室において、

社会教育指導員・家庭教育指導員辞令交付式を行いました。社会教育

指導員の市川一成氏、森田吉一氏、伊藤直人氏、家庭教育指導員の牧

田政彦氏に辞令を交付いたしました。４月３日、502 会議室において、

市スポーツ・レクリエーション推進員委嘱状交付式並びに市スポー

ツ・レクリエーション推進員連絡協議会総会を開催いたしました。委

嘱状交付後の総会では、平成 29 年度事業報告が行なわれた後、役員の

選出、平成 30 年度事業計画（案）他４議件の審議が行われ、原案どお

り承認されました。会長には宮内和男氏、副会長には成戸武氏、河口

優美子氏が選出されました。４月７日、総合社会体育館において、平

成 30 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、毎週土曜日の午後７時から、スポーツ推進員の方々の指導に
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岡根教育長

渡邉館長

岡根教育長

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８日、富津公民館において、市青

少年相談員連絡協議会総会を開催いたしました。総会では、平成 29 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 30 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 10 日、いち川において、第１回市スポーツ推進委員

会議を開催いたしました。会議では、平成 29 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 30 年度事業計画や予算について ほ

か３議題の審議が行われ、原案のとおり承認されました。４月 12 日か

ら 13 日、青森県つがる市立図書館を市長・議長・教育長と私の４人で

行政視察して参りました。青森県でも、図書館未設置の２市となって

おりました黒石市とつがる市のうち、つがる市は、イオンモール株式

会社及び図書館流通センターからの提案を受け、提案から２年弱でイ

オンモール内に図書館を平成 28 年７月に開館したものでございます。

開館から１年で 30 万人を超える利用者があり、官民連携による図書館

設置事例の行政視察となりました。４月 13 日、かん七において、君津

地区スポーツ推進委員連絡協議会役員会を開催いたしました。議題は、

平成 29 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 30

年度事業計画（案）や予算（案）ほか３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 20 日、中央公民館において、

富津市民文化祭２０１８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、11 月２日（金）から４日（日）ま

での３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
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坂部委員

重城課長

坂部委員

岡根教育長

坂部委員

髙梨参事

坂部委員

岡根教育長

小坂委員

はございますか。はい。坂部委員。

はい。教育総務課から報告のありました、４月 10 日に行われた寄附贈

呈式について、ロッキー工業(株)さんから 300 万円の寄附というのは、

今回が初めてのことでしょうか。

はい。今回が初めてでございます。

ありがとうございます。では、この寄附いただいた 300 万円は今後ど

のようなことに活用される予定なのでしょうか。

はい。基本的にロッキー工業(株)さんの意図としましては、『吉野小学

校の教育振興に使っていただきたい。』というご希望がございましたの

で、その方向で動いております。

わかりました。ありがとうございました。それから、もう１点お聞き

したいのですが、新年度が始まり、小中学校ともに新１年生が入学し

てもうすぐ１ヶ月が経過しますが、各小中学校において、何か問題等

はありましたか。特に、湊小学校での、湊小学校児童と天羽中学校生

徒の学校生活ついて、お聞かせください。

はい。まず、湊小学校及び天羽中学校について、お答えします。小学

生については、環境の変化として、中学生が同じ校舎内にいるという

ことだけで場所が変わった訳ではないので、今のところは特に問題は

ございません。中学生についても、駅から遠くなったなどの色々な部

分はございますが、大きな事故等の報告は受けておりません。学校職

員に確認しましても、今のところは特に問題はなく、小中学生が一緒

に生活しているということで、協力し合うことや教え合うような良い

効果も少しあったようです。次に、他の小中学校についてですが、今

のところ、こちらでご報告するような大きな問題は、特にございませ

ん。

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。小坂委員。

はい。生涯学習課から報告のありました、４月 12 日から 13 日に行わ

れた行政視察について、お聞きします。青森県つがる市では、イオン

モール内に平成 28 年７月に図書館を開館し 30 万人の利用があったと
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當眞課長

小坂委員

岡根教育長

小坂委員

岡根教育長

榎本委員

當眞課長

いうことでしたが、富津市でも、以前にイオンモール富津内に図書館

を開館するような案があったと思うのですが、今回は、それらも含め

て視察に参加されたのでしょうか。また、今後はそのような方向に進

めるお考えはございますか。

はい。この視察につきましては、イオンモール富津のジェネラルマネ

ージャーの方から、『青森県つがる市でイオンモール内に図書館を開館

したので、是非視察していただきたい。』というお話を受けまして、今

回、市長以下４名で視察して参りました。小坂委員のおしゃったとお

り、富津市でも、４年前にそのような計画がございました。イオンモ

ールとしましても、『行政の方にも色々とご協力していただきたい。』

というお話もございますので、どういった形になるのかわかりません

が、今後、検討していきたいと思います。

わかりました。

まだ、どちらとも言えない状況ではあると思います。予算さえ確保で

きればできる部分もあるとは思うのですが、その辺りの判断は慎重に

せざるを得ないと思います。ただ、教育委員会としては、生涯学習課

と十分に論議を行い、『もし、前向きに検討できるのであれば、是非や

っていただきたい。』という要望は出していきたいと考えております。

しかしながら、この件に関しましては、市全体としてのお話になりま

すので、なかなか難しい舵取りになるのではと考えております。

ありがとうございました。できましたら、是非前向きに検討していた

だければ良いなと思っております。

他にご意見・ご質問等はございますか。はい。榎本委員。

はい。私も行政視察に関連してお聞きします。４年前にイオンモール

富津に図書館ができるという案が出てきたときに、とても楽しみにし

ていましたが、予算の面で実現できなかったということを後からお聞

きしました。そのような中で、確認させていただきたいのですが、移

動図書館というのは、利用されている方はどの位いらっしゃるのでし

ょうか。

はい。移動図書館について、ご説明いたします。現在、市内で 12 箇所
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榎本委員

當眞課長

榎本委員

岡根教育長

宮田委員

岡根教育長

榎本委員

を巡回しておりますが、利用者数につきましては、申し訳ございませ

んが、人数では計上しておりません。指標としている図書貸出数につ

きましては、平成 28 年度の実績は、25,298 冊となっております。なお、

こちらにつきましては、移動図書館と公民館・市民会館の図書室を合

わせた貸出数でございます。また、移動図書館の運転手は委託してお

り、図書司書は１名おりまして、司書が対応出来ないときは、係員で

対応しております。

それだけの貸出数ということは、利用者としては、けっこうな数の方

がいるということですね。

はい。基本的には、毎回来られる方が中心になります。新規登録する

方につきましては、学校を中心に巡回しておりますので、学校の新入

生が、保護者の同意を得た上で新規登録するということで、学校で行

う形が多いと思います。

去年、花植えのお手伝いで佐貫小学校に行った際に、移動図書館が来

ていて、その場所に１時間位は停まっていたと思うですが、その時に

見た限りでは利用者がいなかったように思ったので、確認させていた

だきました。もし、あまり利用者がいないのであれば、例えば、その

分の予算を学校図書費として活用して、学校の中の図書を充実させる

等、少しずつそのような改革を行ってもいいのではないかと思いまし

たので、お聞きしてみました。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、教育委員

さんから入学式の感想をお願いいたします。

はい。ここ数年、特に荒れたような感じもありませんし、小学生はか

わいいというようなところくらいで、特別に気になったことはござい

ません。

ありがとうございました。榎本委員、お願いします。

はい。私は大貫小学校の入学式に出席したのですが、年々、人数が減

ってきているというのは、日本全国の問題で仕方が無いとは思うので

すが、子供たちはとても元気が良くて、校長先生の挨拶に対してその

都度返事をしていたのが、とても印象に残りました。
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岡根教育長

小坂委員

岡根教育長

坂部委員

岡根教育長

渡邉館長

岡根教育長

當眞課長

ありがとうございました。小坂委員、お願いします。

はい。私は富津中学校の入学式に出席したのですが、しっかりした態

度で臨まれていてとても良い入学式でした。そのような中で、あまり

緊張し過ぎたのか、体調が悪くなった方が何人かいて心配になりまし

たが、緊張するくらい荘厳な良い雰囲気の入学式でした。竹岡小学校

の入学式も、とってもかわいらしく、お行儀が良くて素晴らしい入学

式でした。

ありがとうございました。坂部委員、お願いします。

はい。佐貫小・中学校と入学式に出席したのですが、小中学校ともに

13 名の入学生ということで、元気は元気なのですが、少し人数的に寂

しいなと感じ、佐貫小学校もいずれ複式学級になってしまうところも

出てくるのかなと思いました。

ありがとうございました。それでは、各課報告については、よろしい

でしょうか。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。提案理由でござい

ますが、富津市公民館運営審議会委員の富津市立小中学校校長会代表

について変更があり、後任者の推薦がございましたので、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等に関す

る条例第 16 条第３項の規定により、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鹿島順氏を委嘱しようとするもので

ございます。なお、任期は、前任者の残任期間の、平成 30 年４月 26

日から平成 31 年３月 31 日まででございます。ご審議のほど、よろし

くお願い申し上げます。以上でございます。

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号富津市社会教育委員の委嘱につい

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。本議案は、富津市
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岡根教育長

髙梨参事

岡根教育長

社会教育委員として、富津市立小中学校校長会代表の鹿島順氏及び富

津市区長会代表の斎藤啓一氏の２名を委嘱したいので、議決を求める

ものでございます。提案理由でございますが、富津市社会教育委員の

富津市立小中学校校長会及び富津市区長会の代表に変更があり、後任

者の推薦がございましたので、社会教育法第 15 条第２項及び富津市社

会教育委員に関する条例第２条の規定により、委嘱しようとするもの

でございます。なお、任期は、前任者の残任期間の、平成 30 年４月 26

日から平成 31 年３月 31 日まででございます。ご審議のほど、よろし

くお願い申し上げます。以上でございます。

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号富津市立小学校設置条例及び富津

市立中学校設置条例の一部を改正する条例案について、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。５ページをご覧願

います。本議案は、富津市小・中学校再配置計画に基づき、大貫中学

校と佐貫中学校、天羽中学校と天羽東中学校、湊小学校、天神山小学

校、竹岡小学校及び金谷小学校を統合するに当たり、学校の名称を制

定するため条例を一部改正しようとするものでございます。６ページ

をご覧願います。これにより、湊、天神山、竹岡、金谷の４小学校は

統合により、現在の湊小校舎を使い、名称は富津市立天羽小学校とな

ります。大貫、佐貫の統合でできる中学校は、現在の大貫中校舎を使

い、名称は富津市立大佐和中学校となります。天羽、天羽東の統合で

できる中学校は、現在の天羽中の住所に富津市立天羽中学校として、

新しく出発します。なお、この改正の施行は平成 32 年４月１日である

ことを申し添えます。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
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細谷主幹

岡根教育長

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４号について、ご説明申し上げます。９ページをご覧願

います。本議案は、平成 31 年度使用に係る教科用図書について、４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当たり、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、10 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、中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。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号平成 30 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５号の審議は、非公開で行うことに決まり
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細谷主幹

岡根教育長

當眞課長

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ございません。それでは、議案第５号平成 30

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５号について、ご説明申し上げます。14 ページをご覧願

います。平成 30 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、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。以上でござい

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。ここで非公開を解きます。なお、本議案における委

員名簿につきましては、８月 31 日まで全面非公開となりますので、そ

の旨ご了承いただき、ご留意いただきますようお願いいたします。次

に、報告事項に入ります。報告第１号富津市教育振興事業補助金交付

要綱の改正について、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。15 ページをご覧願

います。提案理由でございますが、平成 30 年度当初予算において、富

津市子ども会育成連絡協議会及び富津市青少年相談員連絡協議会・富

津地区青少年相談員連絡協議会・大佐和地区青少年相談員連絡協議

会・天羽地区青少年相談員連絡協議会への補助額が増額となったこと

に伴い、要綱の一部を改正するものでございます。改正部分を告示文

にてご説明いたしますので、恐れ入りますが、16 ページをご覧願いま

す。まず、第７条第２項中『概算払い又は前金払い』を『概算払又は

前金払』に改めます。別表の社会教育振興事業の少年教育振興事業の

関係団体相互の情報交換及び連絡調整にかかる経費の『238 千円』を

『340 千円』に改め、青少年相談員相互の情報交換及び連絡調整にかか

る経費の『770 千円』を『830 千円』に改めます。別記第９号様式中『概

算払い・前金払い』を『概算払・前金払』に改めます。この改正要綱
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岡根教育長

髙梨参事

岡根教育長

細谷主幹

岡根教育長

の附則ですが、施行期日として、『この告示は、平成 30 年４月１日か

ら施行する。』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、ご質問はござ

いますか。無いようですので、続いて、報告第２号就学時健康診断実

施計画の変更について、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。学校保健安全法第

11 条には、『市町村の教育委員会は学校に就学させるべき者で当該市町

村の区域内に住所を有するものの就学に当たって、その健康診断を行

わなければならない。』とされております。就学児健康診断は市教委が

手続き等は行っていたものの、長い間、各学校にて実施しておりまし

た。毎年、校長会や養護教諭会より市教委で実施して欲しい旨の申し

入れがあり、全学校で実施していたものを、平成 27 年度から市内４校

を会場として実施するようにいたしました。本年度からさらに進め、

市役所を会場に、養護教諭の皆様にお手伝いいただき、１会場で実施

するよう計画をいたしました。これにより、各学校が教育課程を実施

する上での負担等がかなり減少すると考えております。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号平成 30

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３号について、ご説明申し上げます。20 ページ及び 21 ペ

ージをご覧願います。小学校では、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、期間も２泊３日となっております。

現在の時点で、不参加予定者はおりせん。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３号について、ご質問はござ

いますか。はい。坂部委員。
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はい。中学校の就学旅行の日程について、土・日曜日が入っている学

校があるようですが、こちらについては何か意味があってのことなの

でしょうか。

はい。こちらにつきましては、一概に全ての学校が土・日曜日を入れ

ている訳ではなく、各学校の色々な事情によって、最終的には学校長

が判断しているというところでございます。旅費の関係もございます

し、ホテルや旅館の予約において、例えば、富津中学校では、教員等

を含めて 180 人程度が宿泊できるところを２日間押さえるというのも、

なかなか困難なものでございます。特に、大阪・京都方面については、

２年前からの予約となっており、１年前ではすでに予約が取れないよ

うな状況でございます。そのような中で、空いているところというと、

日・月・火曜日というのは、ホテルや旅館、交通機関が比較的空いて

いる期間となっておりますので、そういった部分もあるかと思います。

ただし、こちらが直接の答えではなく、各学校の色々な事情がござい

ますので、最終的には学校長が判断しているということになります。

わかりました。知り合いの他市に住んでいる中学生の話なのですが、

硬式野球のクラブチームに入っている生徒で、修学旅行と野球の大会

が重なってしまい、どちらを選ぶかという状況になってしまったとい

うことを聞きました。結果的には、日曜日の大会に出場し、試合終了

後に旅行先に向かって、途中から修学旅行へ参加したということでし

た。個人的なことなので仕方が無いのかもしれませんが、今後、児童

生徒数が少なくなってくると、やはり個人的にそういったクラブチー

ムへ参加する子供たちが増えてくるのではないかと考えられます。野

球以外にも、サッカーやバスケットなど色々なクラブチームに入って

いるという子供たちも多いと思いますので、色々な学校の事情もある

かとは思うのですが、そういったことも考慮していただき、できるだ

け修学旅行を平日の日程で組んでいただければと思っております。体

育祭等は、土・日曜日に行った方が保護者の方も参加しやすいという

ところがありますが、修学旅行に関しましては、児童生徒と学校職員

のみ参加する学習旅行なので、平日に行っていただければその方が良
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岡根教育長

重城課長

いのではないかと感じております。できれば、今後の課題にしていた

だけたら良いなと思いますので、よろしくお願いいたします。

はい。平日にするということになりますと、例えば、平日に習い事が

ある子供たちもいると思いますので、なかなかどちらかにするという

のは難しい状況になると思います。ただ、修学旅行の日程につきまし

ては、学校長の専決事項でございますので、そのような意見もあると

いうことを各学校長に申し伝えておきます。

２年前から予約しないといけないような状況となると、なかなか変更

等の小回りが効かないですよね。それから、日程を決定する際に、野

球のクラブチームへ配慮したら、その他のクラブチームの予定が合わ

ないということもあると思いますし、なかなか難しい配慮になります

ね。先ほど、髙梨参事からもお話がありましたが、このような要望が

あるということを学校長に申し伝えておきます。他にご質問・ご意見

等はございますか。無いようですので、続いて、報告第４号夏季休業

中の学校閉庁について、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。平成 29 年度の中央

教育審議会の提言から教職員の長時間労働問題がクローズアップされ

『働き方改革』が叫ばれております。富津市教育委員会としましても、

『時間外勤務削減のために』と名づけた『学校における業務改善計画』

を学校長に提示するなど対応しております。今般、その一環として今

年度の夏季休業中の８月 13 日から 16 日の４日間を日直等も置かない

閉庁期間としたいと考えました。これは君津地方４市で実施する予定

でございます。その間の服務や緊急連絡等については、今後、君津地

方４市の教育委員会で協議し、共同歩調で対応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（後援申請）、説明をお願いします。

はい。報告第５号について、ご説明申し上げます。資料 24 ページをご

覧願います。平成 30 年４月４日の後援申請受付分につきまして、次の
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25 ページに記載のとおり、房総楽友協会、会長、早川令子、１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 31 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。


