
平成 30 年６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６月 28 日（木）

10 時 00 分から 10 時 26 分

３ 開催場所 湊小学校 コンピュータ室

４ 審議等事項

○報告事項

議案第１号 富津市学校給食運営委員会委員の委嘱及び任命

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、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

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６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

榎本委員

岡根教育長

こんにちは。今日は会場を湊小学校に移しての教育委員会会議です。

お忙しいところ、ご出席いただき感謝申し上げます。本校は、天羽中

学校を改築することに伴い、中学校生徒が小学校校舎を使用するとい

う対応をさせていただきました。本日は、中学生の様子と小学生の様

子を見ていただき、ご指導いただければと思います。なお、当初は、

出会い頭に中学生と小学生がぶつかったりするのではないかと危惧し

ておりましたが、両校とも職員や保護者の皆様のご協力により、順調

に学校運営が進んでいると思います。両校にとって窮屈な生活であろ

うと思いますけれども、中学生が良い手本となって、小学生が見習う

光景も見られておりますので、この機会が良い結果となるよう支援し

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。なお、笹生部長から欠席届が出ております。本日の議題につい

ては、『富津市学校給食運営委員会委員の委嘱及び任命について』など、

議案１件、報告２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６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ございますが、榎本委員にお願いいた

します。

はい。

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。１

番目の富津市文化協会芸術祭式典ですが、６月 10 日に中央公民館ホー

ルで行われました。文化協会の皆様のご尽力で、中央公民館・富津公

民館・市民会館・市役所ホール等で展示や催し物が開催されました。

伝統文化・芸能に、若い方から年配の方まで取り組んでいることを大

変うれしく感じたところです。次に、２番目のドローンスクール開校

式では、大佐和自動車教習所が主体となってドローンの操縦技術と安

全運航管理のライセンスを取得する学校を運営するというもので、地

域の方や市長をはじめ、議員の皆様も出席されました。私は、式典の

中で、開校記念の寄附の目録をいただけるということでご招待を受け
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髙梨参事

ました。次に、３番目の千葉県学校給食会評議員会ですが、平成 29 年

度の事業報告・決算について及び法人の理事の選任についての協議が

ありました。富津市もそうですけれども、地産地消ということで、地

元食材を使って給食を提供するという自治体が多く、また民間との価

格競争がある中での運営に苦慮しているとのことでした。安全・安心

な食材の提供と食育等の研修の実施などに努力している様子が伺えま

した。次に、４番目の寄附受納式ですが、先ほどの大佐和自動車教習

所さんより寄附金を持参していただきましたものを、市長が受納する

式を行いました。教育委員会としては、図書購入に使わせていただく

予定です。次に、６月議会について報告いたします。教育部に関する

ものは４件でした。議案第１号では、天羽中学校校舎解体工事の請負

契約の締結について、議案第５号では、再配置予定の小中学校の設置

条例の改正について、議案第７号では、天羽中学校校舎改築にかかる

補正予算について、議案第 11 号では、宮田教育委員さんの退任に伴っ

て教育委員に池田亨さんを任命することについての４件でした。いず

れも可決されました。次に、一般質問では、小中学校の統廃合の進捗

状況と跡地利用について、通学路の安全対策について、学校給食の施

設について、学校給食の無料化について、湊小学校と天羽中学校の校

舎共同使用について、小中学校のいじめ対応について、天羽中学校校

舎建替えの進捗状況について、天羽中学校校舎設計コンセプトの理解

をどのように深めるかについて、障がいのある子への配慮と差別をし

ない子どもたちの育成について等の質問がありました。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。６月１日、いち川において、

富津市学校警察連絡委員会全体研修会を開催いたしました。前段で今

年度の諸計画を協議し、続いて、富津警察署生活安全課長から県下・

市内の犯罪の現状に触れながら、講話をいただきました。６月５日、

市民会館において、天羽中学校・天羽東中学校再配置個別計画検討協

議会平成 30 年度第１回代表部会が開催されました。これについては、
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岡根教育長

河野所長

この後の協議会で推進室よりご報告いたします。６月 11 日、竹岡小学

校と金谷小学校へ、千葉県教育庁南房総教育事務所員が所長訪問とし

て訪問いたしました。両校とも、児童・生徒が落ち着いた雰囲気の中

で、学校生活を送っている姿が伺われました。多くの教室で工夫され

た授業展開がなされ、真剣に学習に取り組む姿が見られました。教育

事務所からは、ここ数年指導されている、安全・安心な学校生活や職

員の不祥事根絶対策等に加え、昨年度県内で２件出たことから教員免

許の失効への注意、働き方改革から業務のスクラップについての質問

や指導がありました。６月 26 日、環小学校へ、教育長訪問として、教

育長をはじめ、教育委員の方々と教育委員会事務局が訪問いたしまし

た。地域に根ざした教育実践がなされ、真剣に授業に取り組む教師と

児童の姿が見られたと思います。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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。５月 31 日、401 会議室にお

いて、特別支援教育連携協議会を開催いたしました。平成 30 年度の富

津市の特別支援教育の取組を提案するとともに、市内の保育所・小中

学校・関係部署の取組について、情報交換を行いました。６月６日、

市民ふれあい公園臨海陸上競技場において、君津支部中学校陸上競技

大会が行われました。当日は、雨が降り気温も下がるというコンディ

ションの中ではありましたが、生徒たちは全力で競技に参加し、学校

対抗では、富津中学校が総合第３位、大貫中学校が総合第４位となり

ました。個人では、５名が県標準記録を突破し、県大会出場の資格を

獲得するなど健闘しました。なお、雨天で実施できなかった競技につ

いては、６月８日に実施いたしました。６月６日、401 会議室において、

特別支援教育コーディネーター研修会を開催いたしました。講師に、

君津特別支援学校地域支援担当教諭の大坪道代先生を迎え、『特別支援

コーディネーターの役割と就学相談の進め方』について、研修を行い

ました。講師からは、特別支援コーディネーターとして、活動の内容

とその留意点、また、保護者からの就学相談について具体的なお話が

ありました。また、グループ討議も実施し学校間で情報交換を行いま
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岡根教育長

當眞課長

した。６月 11 日、天羽中学校において、南房総教育事務所指導室計画

訪問が行われました。訪問を研修の一環と捉え、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。また、生徒が落ち着いていて、授業態度

が良く、先生と生徒の関係が良いとの評価をいただきました。６月 20

日、袖ケ浦市臨海スポーツセンターにおいて、君津支部中学校水泳記

録会が開催されました。本市では、富津中学校と大貫中学校の生徒が

参加し、自己記録更新を目指して一生懸命競技していました。また、

今回、歴代の大会の中で、新種目として初めて、女子 800ｍ自由形に富

津中学校生徒１名がエントリーして泳ぎ切ったということで、彼女の

記録が大会記録となりました。６月 21 日、401 会議室において、指導

補助教員等研修会を実施いたしました。講師は、昨年に引き続き、元

波岡小学校校長の小川善彦先生をお迎えしました。授業づくりのため

の様々な手法について、ご指導いただきました。グループ討議では、

日々の授業や子どもたちへの指導に苦労している若手の講師に対し

て、ベテランの講師がアドバイスする姿も見られ、有意義な研修とな

りました。６月 27 日、401 会議室において、管理運営研修会を実施い

たしました。講師は、教育長にお願いいたしました。富津市の現状に

触れながら、学校現場の教育課題について、管理職・教務主任として

どう対応していくのかについて、講話していただきました。後半はチ

ームトーキングを行い、様々な考えを出し合いながら、改めて富津市

の教育について考える機会となりました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。続いて生涯学習課、お願いします。

はい。生涯学習課から報告をいたします。６月１日、502 会議室におい

て、第１回社会教育委員会議を開催いたしました。６月８日・９日、

東京都墨田区において、平成 30 年度関東スポーツ推進委員研究大会が

開催され、市スポーツ推進委員会長をはじめ７名のスポーツ推進委員

と担当職員が参加いたしました。当日は、東京都をはじめ９都県から

約 1,993 名の参加のもと、87 名の方々が功労者表彰を受賞いたしまし

た。なお、千葉県では 11 名、富津市では、荒井須美男氏、伊藤千代子
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岡根教育長

渡邉館長

氏の２名が受賞されました。６月９日、佐貫運動広場において、『県民

の日』記念、第 35 回グラウンドゴルフ大会が、78 名の参加により競技

を実施いたしました。当日は好天にも恵まれ、楽しそうにプレーされ

ておりました。６月 10 日、総合社会体育館において、『県民の日』記

念第 35 回バドミントン大会が、小学生 35 名、中学生 208 名、一般５

名、計 248 名の参加のもと、小中学生は学年男女別、一般はミックス

ダブルスにより競技を実施いたしました。６月 16 日、502・503・504

会議室において、平成 30 年度富津市ＰＴＡ連絡協議会主催の功労者表

彰式が行われました。千葉県ＰＴＡ連絡協議会会長賞に、前市ＰＴＡ

連絡協議会会長の玉川智久氏ほか２名が、富津市教育委員会教育長感

謝状には、前青堀小学校ＰＴＡ会長の荻野秀之氏ほか 19 名が、富津市

ＰＴＡ連絡協議会会長賞には、前青堀小学校ＰＴＡ副会長の鈴木香氏

ほか 33 名、１団体が表彰されました。６月 20 日、502 会議室において、

富津市ふれあいスポーツフェスタ 2018 実行委員会第２回の会議を開催

いたしました。今年は、10 月８日の体育の日に、会場を市民ふれあい

公園臨海陸上競技場を主会場とし、競技種目として、100ｍ競走などの

陸上競技をはじめ、ストラックアウト、キックターゲット、ミニサッ

カー、ドッジボール、輪投げ、玉入れなどの競技、また、体力測定で、

握力・上体起こし・長座体前屈などを実施することで決定されました。

６月 24 日、富津中学校武道場において、第 25 回ＦＴＳ杯争奪少年柔

道大会が、団体戦９チーム、個人戦小学１・２年生の部 17 名、小学３・

４年生の部 19 名、小学５・６年生の部 20 名、中学１年男子の部 22 名、

中学２年男子の部 20 名、中学３年男子の部 28 名、中学女子の部 18 名、

合計 144 名の方が参加し、実施されました。日頃の練習の成果を十分

に発揮し、熱戦を繰り広げ、また他校選手との交流も活発に行われて

おりました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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。６月１日、中央公民館において、

平成 30 年度第１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 29 年度の事業結果について及び平成 30 年度の事業計画を議
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岡根教育長

小坂委員

河野所長

小坂委員

岡根教育長

小坂委員

岡根教育長

題とし、それぞれ承認・可決されました。また、報告事項として、平

成 30 年度の公民館の当初予算額について、説明を行いました。６月５

日、市民会館において、平成 30 年度第１回ふっつ学びの門実行委員会

を開催いたしました。内容は、平成 30 年度の富津市民文化事業『ふっ

つ学びの門』についてを議題とし、平成 31 年１月 20 日に、影絵団体

のきらきら草子の公演と、落語で三遊亭朝橘氏の独演会を実施するこ
さんゆうていちょうきつ

とで決定いたしました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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、６月 20 日に行われた君津

支部中学校水泳記録大会に関連してお聞きします。プールに関しては

色々な問題があるようで大変ですけれども、富津市内の中学校の水泳

の取組について、どのような取組になっているのか教えてください。

はい。中学校では、現在、天羽東中学校と富津中学校のみプールがご

ざいまして、こちらの２校については、体育の授業で水泳の実技指導

を実施しております。その他の中学校については、プールでの水難事

故の危険性について等の授業は行っておりますが、実技指導は行って

おりません。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。

水泳部についても、現在はないですね。ざっくばらんにお話しますと、

こちらの大会については、スイミングスクール等で習っている生徒た

ちが、県大会等に行ける登竜門として、小中学校体育連盟がこのよう

な形で記録会を実施しており、県の記録が出せれば県大会に出場でき

るというものになっております。ですから、学校で水泳大会に向けて

の特別な練習会等は行っていないのが実態ですね。

わかりました。では、現状においては、小学校では一応の泳力を身に

つけ、中学校でそれ以上の力を伸ばすとしたら、学校体育で鍛えられ

ているというよりは、スイミングスクール等で鍛えるような感じです

ね。

現状では、そうですね。
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小坂委員

岡根教育長

髙梨参事

岡根教育長

髙梨参事

岡根教育長

わかりました。ありがとうございました。

他に何かご意見・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号富津市学校給食運営委員会委員の委

嘱及び任命について、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。５ページをご覧願

います。富津市学校給食運営委員を富津市教育委員会行政組織規則第

５条第 12 号の規定に基づき、10 名の委員の議決を求めるものでござい

ます。千倉委員、田中委員、岩田委員の３名が継続で、残り７名が新

任となっております。なお、任期は平成 30 年７月１日から平成 32 年

６月 30 日でございます。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。次に、報告事項に入ります。報告第１号富津市教育支

援委員会委員及び専門調査員の委嘱について、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。６ページをご覧願

います。障がいのある児童・生徒に適切な就学指導を行うための当委

員会でございますが、富津市教育支援委員会規則第３条により、委員

は 15 名以内で組織し、任期は２年となっております。現在、７ページ

にあるように、専門医１名、学校医代表２名、市内学校長３名、特別

支援学級担任代表１名、保健主事代表１名、養護教諭代表１名、児童

相談所代表１名、特別支援学校代表１名、市役所の庁内職員２名の 13

名で委員を構成しております。このうち、７ページにある竹内医院院

長の竹内修氏、他９名を新規に委嘱させていただきました。調査員に

ついては、任期や人数について特に定めはございませんが、今年度は

７ページの表の 14 番から 18 番にある５名の方に委嘱させていただき

ました。以上で説明を終わります。

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号専決事項の報告に
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重城課長

岡根教育長

坂部委員

重城課長

坂部委員

髙梨参事

ついて（共催及び後援申請）、説明をお願いします。

はい。それでは報告第２号について、ご報告いたします。資料８ペー

ジをご覧願います。共催申請分につきましては、９ページ記載の平成

30 年５月 28 日申請受付分、千葉県小中学校体育連盟ほか１件、後援申

請分につきましては、10 ページから 12 ページ記載の平成 30 年５月 28

日申請受付分、かずさ青年会議所ほか 15 件を承認しましたので、ご報

告いたします。以上で説明を終わります。

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。先日、大阪で震災が起き、学校施設のブロック塀が倒壊して児

童１名が亡くなったという報道がありました。それに伴って、全国で

もブロック塀の調査を行っていると思いますが、富津市内の小中学校

の施設内で、建築基準法に違反している２．２ｍ以上のブロック塀等

の危険箇所についての調査は行っているのでしょうか。

はい。新聞記事等で話題となっている大阪の震度６弱の地震による事

故については、建築基準法に違反している３．５ｍのブロック塀が校

内にあり、地震によってそちらが道路側に倒れたことにより、残念な

がら９歳の児童が亡くなったというものでございました。そちらを受

けまして、教育委員会といたしましても、市内にそのようなものは目

視上ないだろうという前提ではあるのですが、改めて、緊急点検とい

たしまして、壁の緊急点検及び危険箇所の点検を各学校にお願いいた

しまして、ただいま集計作業中でございます。以上でございます。

わかりました。何しろ老朽化が激しい学校が多いですからね。今まで

建物ばかりを注意していたところで、今回のブロック塀の事故があり、

学校施設以外の通学路等についても、各学校のＰＴＡや地域住民の方

にもご協力いただきながら、危ないようなところを改めて確認してい

ただけたらと思います。

はい。通学路については、昨日、校長会議がございまして、『緊急に通

学路の点検をお願いしたい。』と各学校長に依頼いたしました。遅くと
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坂部委員

髙梨参事

坂部委員

岡根教育長

重城課長

岡根教育長

も、来週中くらいまでに各学校で点検を実施する予定でございます。

しかしながら、通学路については、すでに市民の方から、危険箇所の

ご通報がいくつかございまして、私どもも現場確認を行ったのですが、

ほとんどが個人の所有している私有地でございました。学校施設なら

ば、すぐ改修することも可能ですが、個人の土地となりますと、所有

者の方にお願いする以外に方法はないということになります。

そのような個人の所有している私有地は、区長さんを通してお願いす

るような形になりますよね。

そうですね。それから、我々としましては、子供の安全が第一ですの

で、昨日の校長会議で、①早急に子供たちに対し、地震が起こった際

には、すぐにブロック塀から離れるよう指導する、②ブロック塀のあ

る場所を安全マップに落とし込む、この２点についても、点検と併せ

て依頼いたしました。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。

こちらから学校へ調査依頼を行うと、各学校長は、職員に調べさせた

り、子供たちに確認したりすることになると思いますが、本来は、地

域で連携して危険箇所の確認等を行う、いわゆるコミュニティスクー

ルのような、地域を巻き込んだ学校運営ができれば非常に良いと思い

ました。それができないとなると、調査等で先生方への負担が大きく

なってしまうのではないかと思います。先ほど、髙梨参事からお話が

あったように、子供たちに危険箇所を確認し、地図に落とし込むとい

うことも、それにより子供自身も気をつけるようになるのではないか

と思います。公共施設については、建築法の違反等はあってはならな

いので、早急に是正しなければならない考えております。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、７

月 26 日、木曜日、午前９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
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ていただきます。


