
平成 30 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 30 年 11 月 22 日（木）

10 時 00 分から 10 時 45 分

３ 開催場所 市役所４階 401 会議室

４ 審議等事項

○付議議案

議案第１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２号 平成 30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

議案第３号 富津市都市公園、市立公園及び体育施設の指定

管理者の指定について

○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、坂部教育長職務代理者、榎本委員、小坂委員、池

田委員、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、田仲教育総務

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



1

平成 30 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

池田委員

岡根教育長

皆さんおはようございます。足下悪い中、ご出席いただきましてあり

がとうございます。２学期もあと１か月あまりとなりました。各学校

では、２学期のまとめに入っているものと思います。中学３年生は、

進路の話も煮詰まりつつあるのかと思います。子供たちにとって実り

の多い２学期となってもらえればと願うばかりです。委員の皆さんに

おかれましては、気温が低くなったり、高くなったりしているような

ことがありますので、風邪など引かぬよう十分気をつけていただきた

いと思います。それでは、教育委員会議を開催いたします。本日の議

題につきましては、『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』など、議案３件、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。それでは、平成 30 年 11 月富津市教育委員会

定例会議を開催いたします。本日の会議録署名委員の指名でございま

すが、池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たいと思います。１ページをお開きく

ださい。１の小中学校音楽の集いでございますが、後ほど市民文化祭

につきましては、報告があろうかと思いますが、市民文化祭の一環で

開催をされております。午前中が小学校の部、午後が中学校の部で各

学校とも練習の成果が見られて、素晴らしい集いになったと思います。

講師の先生からもお褒めの言葉をいただきました。子供たちにとって

も良い経験となったと思います。なお、音楽鑑賞として和太鼓の演奏

があり、迫力のある演奏で、児童生徒も大いに感動をいたしました。

次に２のウィルチェアラグビー ライズカップでございますが、車椅

子ラグビーと言われるもので、袖ケ浦市に住む宮野さんという方が、

コーチ兼選手をしているライズ千葉というチームを含む３チームの試

合と体験会が開催されました。車椅子同士のぶつかり合いや素早い車

椅子の動きなど、初めて私も見ましたが、迫力のあるものでした。富

津中学校の生徒がボランティアとして２日間にわたって活動してくれ
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ました。次に３の第２回富津市健康づくり推進協議会でございますが、

11 月７日に開催され、『健康ふっつ 21（第二次）』の中間評価・見直し

についての協議が行われました。次に４の金谷美術館小学生絵画コン

クール審査会でございますが、金谷美術館が熱海にありますＭＯＡ美

術館と連携し、全国に出品するもの１点と、金谷美術館の入賞作品 39

点、入選 40 点の審査を行いましたので、見学に行きました。市内の小

学校から 540 点の応募がありまして、審査委員の皆さんが真剣に審査

をしていました。応募作品につきましては、１月２日から 14 日まで全

ての作品を金谷美術館にて展示をすると言っておりました。次に５の

第２回南房総教育事務所管内教育長会議でございますが、君津合同庁

舎で開催され、総務課、管理課、指導室から資料が出されました。管

理課からは、年度末人事の基本方針等も出されました。また、所長か

ら特に、今日の新聞にも出ていたと思いますが、飲酒運転などの不祥

事も管内であったことから、不祥事根絶に向けての取組強化を求めら

れました。また、出席した教育長からは、働き方改革についての県の

状況等について質問や要望が出されたほか、学校内で起こったトラブ

ルについての相談体制についても要望が出されました。次に６の第１

回教育長・教育委員研修会は、私と平野指導主事で参加してまいりま

した。全体会の『新教育課程実施上の課題及びその解決に向けた教員

の資質・能力の向上について』に参加した後に、私は、第２分科会の

『主体的・対話的で深い学びを支える読書活動の充実について』に参

加しました。袖ケ浦市と多古町の実践発表もあり、活発な意見交換が

ありました。袖ケ浦市は、調べ学習というものを充実させておりまし

て、夏には 200 人近い保護者と子供が、どんなテーマを研究をすれば

良いか、聞きに来るオリエンテーションが開かれていて、医者や科学

者の方が助言をしているそうです。多古町の方は読書マラソンのよう

なもので、月間何冊読んだかを競わせて、賞状を与えているようです。

このように色々と参考になる発表のあった会に参加いたしました。次

に７の臨時議会でございますが、１ページの下にありますように、天

羽中学校校舎改築に伴う工事請負契約についての議案が提出され、原
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髙梨参事

案通り可決されました。次に８の富津市戦没者追悼式でございますが、

ご遺族やご来賓の方々をお迎えして、しめやかに行われました。最後

に９のヒューマンフェス IN ふっつでございますが、法務省管轄のもの

で人権集会の形で袖ケ浦市から館山市までの 600 人を超える市民、町

民の方が集まり、富津公民館で開催されました。富津中学校と天羽東

中学校生徒の人権作文の朗読や、白鴎大学教授の山本コウタロー氏の

講演など、人権について考える良い一日となりました。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。

10 月 29 日から 11 月１日にかけて、『就学時健康診断』を市役所におい

て実施しました。本来、就学時健康診断は教育委員会が実施すること

と学校保健安全法でも定められていますが、今までは、学校にお願い

して実施していました。周辺他市に先駆け、本年度から本市では、養

護教諭の方の協力を得て市で一括開催といたしました。これにより学

校の教育課程の影響を極力抑えて実施出来ることとなりました。場所

等の変更により、混乱も予想されましたが、大きな問題もなく終了し

ました。11 月９日に第３回教育支援委員会を 401 会議室にて開催いた

しました。対象者は就学前児童 10 名、小学生８名の合計 18 名でした。

協議の結果、特別支援学校への就学の判定の者が、就学前児童４名。

通常の学級で、留意、観察し指導するという判定の者が小学校で１名。

残りの 13 名は、特別支援学級への就学という判定となりました。

11月 13日に食物アレルギー対応検討委員会が 401会議室で開催されま

した。今年度小学校では、完全弁当対応が７名、情報提供対応が 18 名、

中学校では情報提供対応が２名おります。それらの個別の対応やアレ

ルギー対応マニュアルについての検討が熱心になされました。

11 月 15 日に金谷地区、16 日に佐貫地区、21 日に竹岡地区で統合後の

スクールバスの運行について、意見交換会を実施しました。すでに教

育委員会会議でもご案内したスクールバスの運行案を元に、意見交換
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岡根教育長

河野所長

岡根教育長

當眞課長

を行いました。３か所それぞれ、金谷地区 26 名、佐貫地区 11 名、竹

岡地区 22 名でした。乗降場所等について、いくつか意見が出されまし

た。今後、個別に検討していきます。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、市の適応指導教室である『さわやか教室』の校外学習を君

津中央図書館にて実施しました。参加した生徒たちは、教室を離れて

の学習で気分転換も図れ、読書をしたり、調べ学習をしたりと有意義

な時間を過ごすことができました。11 月７日、富津市小学校体操大会

が開催されました。昨年度から富津市総合社会体育館を会場として使

用することとなり、市内小学校 11 校からの代表選手が、マット、鉄棒、

跳び箱の三種目につい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贈られていま

した。結果については資料をご覧ください。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 28 日、新日鐵住金君津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 30 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、グラウンドゴルフ、インディアカ、ソフトバレーボールの

三種目により競技が行われました。グラウンドゴルフの総合優勝は君

津市で、インディアカは木更津市、ソフトバレーボールは木更津市が

総合優勝いたしました。11 月６日、午後７時より市民会館にて、第５

回スポーツ推進委員会議を開催しました。明日、23 日に開催される市

民ハイキングについて役割分担の確認をいたしました。11 月８日、千

葉県総合教育センターにて、第 53 回千葉県社会教育振興大会が開催さ

れ、当市からは社会教育委員３名と事務局３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

は文教大学学園理事長の野島正也先生による基調講演のあと、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
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岡根教育長

渡邉館長

会、という盛りだくさんの内容でした。11 月 15、16 日の２日間、鹿児

島県鹿児島市鹿児島アリーナを主会場とする第 59 回全国スポーツ推進

委員研究協議会鹿児島大会が開催され、全国各地からスポーツ推進委

員など３千名を超える参加者があり、富津市からは７名のスポーツ推

進委員が参加いたしました。11 月 17 日、午後１時より、金谷小学校に

おいて第 10 回石のまちシンポジウムが開催されました。10 回を迎える

今回は、富津市との共催となり、これまでの調査の成果の発表ととも

に、山梨学院大学客員教授十菱先生による基調講演、天神山小学校３・

４年生による研究発表、金谷小学校児童のポスター展示のあと『これ

からの鋸山・房州石』と題したシンポジウムにおいて、石切から運搬

までの全ての工程がわかる鋸山の価値を再認識し、今後の保存・活用

について活発な意見がありました。11 月 18 日、総合社会体育館におい

て、第 43 回富津市ママさんバレーボール大会が開催されました。７チ

ームが参加し、フレンドラヴァーズが優勝しました。11 月 21 日、午後

７時より 502 会議室において、第６回富津市ふれあいスポーツフェス

タ 2018 実行委員会会議を開催いたしました。10 月８日、体育の日に行

われたスポーツフェスタの反省点について、実行委員の皆様から意見

をいただきました。次回の開催に改めて検討していく事といたしまし

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。公民館からご報告いたします。

11 月２日から４日の期間にて、中央公民館・富津公民館・市民会館・

総合社会体育館・埋立記念館を会場に、『富津市民文化祭 2018』を開催

いたしました。３日間における全体の参観者数は、14,271 人でありま

した。なお、詳細なデータにつきましては、現在集計中であり、12 月

に開催予定の実行委員会役員会にて、報告する予定でございます。次

に 11 月 11 日、富津公民館にて、平成 31 年富津市成人式第５回実行委

員会を開催いたしました。実行委員は、式典の進行確認や、リハーサ

ル等を行いました。お手元に、『平成 31 年富津市成人式開催要項』を

お配りさせていただきました。今後、１月 13 日まで、数回のリハーサ
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岡根教育長

坂部委員

鈴木室長

坂部委員

岡根教育長

榎本委員

ルを行う予定でございます。次に、11 月 14 日、船橋市民文化ホールに

て、第 70 回千葉県公民館研究大会が開催され、当市からは公民館運営

審議会委員４名、事務局４名が参加しました。内容は、記念講演とし

て『公民館の未来を考える』をテーマに、長澤成次さんから講義を頂

きました。その後、各分科会に分かれて、研究テーマごとに活動を行

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。各課報告の中でご質問・ご意見等は

ございますか。はい。坂部委員。

はい。学校教育課のスクールバス意見交換会という事で、各３地区行

われておりますが、その意見の報告を教えていただけますか。

はい。現在、３つの地区で意見交換会を終えたところです。これまで

３つの地区では、いずれの地区でも計画に対する疑義は無く、大筋で

合意をしていただけているものと思われます。その中で主だった意見、

質問としましては、『曜日等によって乗降場所を変更することは可能で

すか。』『曜日等、仕事等の関係で、祖父母の家がある場所に、帰りだ

け降りたい。』ということです。それから、要望としまして、『道路の

状況によって停留所を追加して欲しい。』というもの。『運転手以外の

大人をもう１人乗せられないか。』というもの。それから特に金谷地区

ですが、『帰りについて、人数が少ない場所があるので、１つの場所に

停留所をまとめて、全員が同じ場所に降りられる形にしていく必要が

あるのではないかと考えるので、ＰＴＡの方で意見をまとめてから回

答させていただいてよろしいか。』というお話がございました。これら

の変更につきましては、検討の上、計画案に今後反映をさせていきた

いと考えています。

2020 年のスタートまでに色々な意見があると思いますけど、子供たち

が良い登下校ができるように検討していただきたいと思います。

他にございませんか。はい。榎本委員。

はい。11 月 13 日の学校教育課の食物アレルギー対応検討委員会で、完

全弁当の子供が７名いるという事でしたが、アレルギーを持つ子供た

ちは、毎日弁当という事では無いですよね。食物アレルギーのおかず
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髙梨参事

榎本委員

髙梨参事

榎本委員

髙梨参事

岡根教育長

が出る時には完全弁当を持参するという事ですよね。

はい。対応者一覧がありますが、個別となります。全て個別計画を立

ててあります。１人１人の個別計画を立てていて完全に給食を切って

いる子供もいます。例えば、アレルギー食物が多すぎて、対応して間

違いが起こるといけないので、個別計画作成も親御さんと相談の上、

危険だからという事で完全に弁当にしているケースが７人のうちほと

んどがそうなります。また、牛乳のみを提供している子供が３名です。

検討委員会の中で、個別の対応計画の作り方や、親御さんとの相談の

項目などを話し合っております。今の調理場では除去食ができないの

で、情報提供と完全弁当となります。

それは毎日ということですか。

そうです。エビ・カニ・イカ・カシューナッツ・落花生等となると、

ほとんど、給食を提供することが危ないので、親御さんも弁当を持た

せますと話していただいたり、その子供によって違います。アレルギ

ーが卵だけといった場合は、情報提供をしています。

去年、今ある３つの調理場が１つの共同調理場に統合したときには、

食物アレルギーの子供たちにも対応する給食を提供するという話があ

ったと思いました。対応出来るのであれば望ましいと思いましたが、

やはりこれだけアレルギーが細かく違ってくると、共同調理場になっ

ても難しいのかなという印象を受けました。

除去食のレーンは別に作ります。１つの除去食に１レーンとなるので、

全てのものに対応して全員が給食を食べられるようになるのは、かな

り困難なことになります。甲殻類・卵・乳製品のような多い物につい

ては、レーンを１つあるいは２つ用意して、それには対応出来ますと

いう話で、後は情報提供という形になります。他の市でも同じように

やっていると思いますが、全部に対応するにはレーンを 10 本も 20 本

も作って何十人という人間を充てないと無理な上に、そのレーンを使

用しない時もありますので、出来るだけ多い物についてのレーンを１，

２本作って対応していきたいと考えています。

他にございませんか。はい。小坂委員。
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小坂委員

渡邉館長

岡根教育長

當眞課長

岡根教育長

坂部委員

當眞課長

はい。公民館の富津市民文化祭 2018。音楽の集いについてもそうです

が、和太鼓について素晴らしいと思いました。

木更津の方という事でしたが、小中学生に生き方を示すような素晴ら

しいコメントもあったと感動しました。14,271 人の参観者があったと

の事ですが、昨年と比べて参観率はどうでしたか。

はい。昨年は 18,275 人でした。これは、昨年が４日間の開催に対し、

今年が３日間の開催だったこと。また、市民会館の駐車場が使えない

という事で、芸能祭が無くなりました。そのため、昨年より 4,000 人

ほど減ったのだと思います。

他にございませんか。

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１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、ご説明申し上げます。３ページをお開き下さい。

提案理由にありますとおり、新たに斎藤勇次氏と島貫健光氏を富津市

スポーツ・レクリエーション推進員に関する規則第４条第１項の規定

により、平成 30 年 11 月 30 日付けで委嘱しようとするものです。なお、

任期は平成 30 年 11 月 30 日から平成 32 年 3 月 31 日までの期間となり

ます。以上でございます。よろしくご審議くださいますようお願い申

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。はい。坂部委員。

はい。25 名いる推進員に２名を追加する理由は何ですか。

はい。スポーツ・レクリエーション推進員の定員につきましては、規

則によりますと 70 人以内となっております。それを補足するために、

８月末にホームページ、広報で一般公募をいたしました。それによっ

て、２名の方に応募していただき、その後、面談、11 月８日のスポー

ツフェスタの全体説明会、そして従事していただき、色々とチェック

をして、本人の了承を得た上で、委嘱することとなりました。
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坂部委員

當眞課長

岡根教育長

重城課長

本人の希望ということですか。

はい。そうです。

他にございませんか。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。次の議案第２号及び議案第３号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２号及び議案第３号の審議は非公開で行う事に決まりました。それ

では、議案第２号平成 30 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、説明をお願いします。

はい。議案第２号平成 30 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、ご説明いたします。最初に、５ページの繰越明許費を

ご覧ください。小中学校空調設備設置事業です。今年の災害並の猛暑

対策として、来年６月小中学校の全普通教室 139 室の空調設備のリー

ス方式による供用開始を目指して、予算を来年度に使用できるよう繰

越明許費を小学校費で 368,566 千円、中学校費で 101,587 千円を設定す

るものです。なお、トータルの事業費としては 470,153 千円でござい

ます。財源といたしましては、第４表地方債補正に記載のとおり、補

正前と補正後の差額 139,300 千円。次に６ページをご覧ください。財

源の説明を最初にさせていただきます。国庫補助金で今年度に創設さ

れる予定のブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金、うち小学校分

が 50,363 千円、中学校分で 19,222 千円であります。次に、市体育施設

指定管理料に係る債務負担行為です。５ページにお戻りください。市

体育施設の指定管理が本年度末をもって満了しますので、平成 31 年度

から５年間の債務負担行為 245,000 千円を新たに設定するものであり

ます。次に、個別事項を説明いたします。９ページをご覧ください。

学校修繕関係をご説明いたします。小学校費の修繕料で 4,362 千円、

備品購入費 451 千円、工事請負費で 4,289 千円、中学校費の修繕料で



10

岡根教育長

池田委員

重城課長

1,500 千円を補正するもので、10 月１日未明の台風 24 号の強風による

校舎等の修繕等による補正でございます。学校名等、詳細については、

10ページ及び11ページをご覧ください。次に９ページをご覧ください。

学校教育振興基金を活用した図書購入でございます。備品購入費の欄

をご覧ください。小学校費で 703 千円、中学校費で 489 千円、説明欄

記載のとおりの学校の図書備品を本年９月補正で積み立てた学校教育

振興基金を活用して、補正するものでございます。次に扶助費につき

ましては、要保護及び準要保護にかかる児童生徒数が伸びたことから、

小学校費で 2,373 千円、中学校費で 784 千円を補正するとともに、こ

れにかかる歳入の国庫補助金を補正するものであります。以上で、議

案第２号の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださるよう、

お願いいたします。

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。はい。池田委員。

はい。小中学校の空調設備事業について伺いたいのですが、まず１点

は資本的支出による資産ではなくリース契約、リースでの導入という

ことですが、リースとした理由を教えてください。リース契約の内容

で、リース期間はどのくらいで組んでありますか。それから、小学校

と中学校で１室あたりの賃借料が違っています。例えば、小学校では

１室あたり 3,544 千円、中学校は 2,902 千円となっています。ここで、

１室あたりの賃借料の違いが、小学校と中学校で起こる理由について

教えてください。

ただ今、池田委員から３点の質問がございました。まず、リースにし

た理由。そして、その期間。また、小中学校別の事業費の差異につい

てお答えいたします。まず、リースにした理由でございますが、何よ

りも来年の夏に導入することが最優先と判断したためです。また、期

間につきましては６か月と非常に短い期間を設定させていただいてお

ります。これは、所有権を移転することによって、国庫補助金対象と

するためです。来年度中に所有権を富津市が取得する予定でございま

す。また、小中学校別の平均事業費につきましては、平均単価ではな
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池田委員

重城課長

池田委員

重城課長

笹生部長

岡根教育長

重城課長

岡根教育長

重城課長

く、個別の事前調査の上、電気設備等の老朽化または能力の違いによ

って、小中学校の事業費の差異が出ております。

では、６か月後には資産として振り替えることになるわけですね。

はい。先ほど、供用開始を来年６月と申し上げましたが、この予算の

設定では、６月から 11 月までの支払いを完了した後に市の資産とする

予定でございます。

この予算計上している金額は、資産計上する金額ですか。リースプラ

ス資産計上の金額ですか。要するに、資産としての取得価格となって

いるわけですか。

今予算については、14 節使用料及び賃借料で組んでおりますので、総

支払額でございます。

課長からの説明のとおり、リースを選択した理由に一番関心があると

思います。これにつきましては、既に新聞等では、例えば君津市が違

う方法で実施していることを、ご承知かもしれません。これは、君津

市は通常の国庫補助事業として、設計を行い、設計ができたら工事施

工をする。それが、本来の補助事業の考え方でありますが、私どもは、

それを採りますと、君津市は９月補正で実施設計を予算計上しており

ましたが、今をもってもまだ設計の発注もしておりません。そうなる

と、子供たちに涼しい環境で過ごす事を提供出来ませんので、設計か

ら施工までを業者が一括でやりますリース方式を選定したということ

でございます。

そこで、また、補助金等の関係で、リース期間を短くして取得してい

くという形ですよね。

そのとおりでございます。

他にございますか。はい。重城課長。

はい。先ほど、支払いの事は申し上げましたが、当予算では工事期間

を５月 31 日までに終わらせる。その後にリースの支払いが開始される

というスケジュールで組んでおります。12 月補正で可決され次第、契

約手続きに入りまして、速やかに契約し、５月 31 日までに完了する予

定でございます。
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岡根教育長

當眞課長

岡根教育長

當眞課長

岡根教育長

他にございませんか。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号富津市都市公園、市立公園及び体

育施設の指定管理者の指定について、説明をお願いします。

はい。議案第３号富津市都市公園、市立公園及び体育施設の指定管理

者の指定について、ご説明申し上げます。13 ページをお開きください。

提案理由にありますとおり、平成 30 年 12 月市議会定例会に付議する

富津市都市公園、市立公園及び体育施設の指定管理者の指定について、

富津市教育委員会行政組織規則第５条第３号の規定により、意見を求

めるものです。指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在

地につきましては、14 ページのとおりであり、教育委員会に関連する

施設としては、体育施設である富津市総合社会体育館、富津市富津運

動広場、富津市新富運動広場、富津市浅間山運動公園であります。13

ページにお戻りください。指定管理者となる団体は、富津市施設利用

振興公社とミズノスポーツサービス株式会社による共同体でございま

す。共同体構成団体の概要につきましては、15 ページにあります議案

第３号資料、共同体構成団体の概要をご覧ください。指定期間は、平

成 31 年４月１日から平成 36 年３月 31 日までの５年となります。以上

でございます。よろしくご審議くださいますよう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。私から伺います。今までは、富津市施設利用振

興公社のみだったのですか。

はい。平成 17 年度から、指定管理者制度が導入されまして、平成 17

年度から今年度まで、富津市施設利用振興公社が指定管理者として指

定されています。今回、新たに公募をかけることになりまして、現在、

指定管理者である富津市施設利用振興公社が、ミズノスポーツサービ

ス株式会社と共同で提案し、今回、採択されたものでございます。

他にございませんか。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。ここで非公開を解きます。次に、報告事項に入ります。
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重城課長

岡根教育長

坂部委員

當眞課長

岡根教育長

坂部委員

岡根教育長

報告第１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。専決事項の報告について（後援申請）、説明をさせていただきま

す。17 ページをご覧ください。後援申請の内容につきましては、平成

30 年９月 27 日申請分、君津地方ソフトテニス育成協会会長からの後援

申請１件となります。以上でございます。

はい。ありがとうございました。報告第１号について、ご質問はござ

いますか。

無いようですので、次にその他にはいります。何かございますか。は

い。坂部委員。

はい。先日、イベントでテントを総合社会体育館に借りにいったので

すが、前は組み立て式のテントが結構あったのが、今は４、５張分く

らいしかありませんでした。今後、テントを購入する考えがあります

か。使い道が無いから購入をしていかないのか、その辺りを聞きたい

のですが。

はい。テントにつきましてはご指摘のとおり、現在は使われておりま

せん。過去においては、スポーツフェスタ等で使っていた時期もあり

ましたが、やはり組み立てが困難であること、返すときに部品がバラ

バラになってしまってセットが崩壊してしまった経緯があって、今現

在はあまり貸し出しがございません。スポーツフェスタ等の行事につ

きましては、業者からの借用か、商工会から借りたりして対応してい

ます。

何張くらい必要だったのですか。

４から５張を借りるという事で行ったのですが、管理体制もあまり良

くなく、貸してある分がどこにあるのか分からないといった事を聞い

たので、管理があまりされていないのかと。ただ、小中学校では新し

いアコーディオン式の簡単に組み立てられる物を持っているので、学

校にも借りに行ったのですが、市も今後使うのであれば、テント等、

備品等を購入されても良いのかなと。借りる人たちも、組み立て式の

大変なテントだから、使わないのかとも思います。

市の貸出備品の中にテントはありますか。
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當眞課長

岡根教育長

重城課長

岡根教育長

あります。

他にございませんか。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についてご説明いた

します。12 月 20 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。


