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平成 31 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 31 年４月 25 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 富津市社会教育委員の委嘱について

議案第２号 富津市公民館運営審議会委員の委嘱について

議案第３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 4 号 平成 31 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、坂部教育長職務代理者、小坂委員、池田委員、嶋

野委員、笹生教育部長、須藤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、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、達

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 31 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

新年度に入り、各学校とも始業式、入学式を終えて、新たな日常生活

に順調に入っているものと推察します。嶋野委員を迎えての第１回目

の教育委員会会議となりますが、委員の皆様には、忌憚のないご意見

を頂きたいと思います。それでは、会議を始めていきたいと思います。

本日は、議案４件、報告４件です。ご意見をお願いします。本日の会

議録署名委員の指名ですが、坂部教育長職務代理者にお願いします。

はい。

最初に、教育長報告を申し上げます。１ページをお開きください。１

の教育長及び嶋野教育委員辞令交付式ですが、４月１日に市長応接室

で行われました。嶋野委員さん、今後ともどうぞよろしくお願いしま

す。２の富津市小中学校体育連盟研修会ですが、富津市小中学校体育

連盟主催の大会に参加する専門部長、体育主任が新年度の運営につい

て確認する研修会ですが、私からは、部活動ガイドラインについてそ

の趣旨について説明をさせていただきました。なお、富津市小中学校

体育連盟主催の大会は、中学校は種目数が少なく、ほとんどの部活動

専門部長は出席していないことから、ガイドラインについては校長会

議等で再度徹底する必要があると思いました。３の千葉県市町村教育

委員会教育長会議は、県教委主催の教育長会議で、県教委の施策につ

いて、各課長から説明がありました。会議に先立ち澤川教育長の挨拶

があり、児童虐待防止、教育振興基本計画、働き方改革、全国学力学

習状況調査、東京オリンピック，パラリンピック関係、教職員の不祥

事等 9 点に渡り説明がありました。４の富津市区長会議については、

31 年度当初予算概要や富津市公共施設再配置推進計画（素案）に係る

住民説明会等 12 項目について各課から説明がありました。５の南房総

教育事務所管内教育長会議は 4月 23 日に富津公民館で開催され、永島

謙新所長の挨拶に始まり、総務課、管理課、指導室の今年度の説明が

ありました。今年度、小学校の教科書採択がありますが、引き続き職

場改善、授業改善の取り組みが中心だと感じました。６の富津シティ
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坂部委員

小坂委員

池田委員

嶋野委員

ロータリークラブさんからの寄附については、今年も、65,000 円を頂

戴しました。大切に活用させていただきたいと思います。最後に、小

中学校入学式につきましては、学校教育課からも報告がありますが、

委員の皆さんも出席されていますので、各委員さんから報告をお願い

できたらと思います。はい。坂部委員。

金谷小学校では、入学生５名、男子２名、女子３名、２年０人で全校

児童 23 名と少人数ながら校歌を歌う姿は立派でした。

富津小学校では、入学生 19 名の男子児童８名、女子児童 11 名と富津

小も随分少なくなったと感じました。全校児童 167 名で、入学生はし

っかりしていて立派な印象でした。天羽東中学校では、今年度で最後

ということもあり、保護者を含む学校全体で伝統を残して引き継いで、

天羽中学校に行くんだという気持ちが表れており大変感動しました。

湊小学校と佐貫中学校の入学式に出席しました。湊小学校では、若干

落ち着きのない児童が見られましたが、総じて全校児童が落ち着いて

立派に入学式に臨んでいました。佐貫中学校も非常に立派に式に臨ん

でいました。入学式終了後控え室にて、地域の方との会話の中で統合

後の校舎の跡地利用について、地域の問題として考えていく意向を伺

えました。

青堀小学校では、入学生のレベルの差を感じました。２、３名の児童

が椅子に座っていられない様子で、先生が付きっ切りでないといけな

い状態で、式場を出される児童もいました。逆に、入学生代表の挨拶

をした女子児童は、原稿を見ずに長文をスラスラと立派な挨拶をしま

した。このように個人差がすでにある中で児童が同じ教室で勉強をす

る事、それからクラスづくりをする先生の大変さを感じました。また、

校長先生からの祝辞の後でアンパンマンを例に挙げた話がありまし

た。困ったことやバイキンマンにいじめられたらアンパンマンを呼ぶ

と教え、入学生がアンパンマンと呼ぶと、在校生がそれに返事をする

非常に説得力のある話をされていたのが印象的でした。富津中学校は、

態度も立派でいい式でした。ですが、呼名をした時の返事が小さいと

感じました。特に女子生徒が大きな声を出していないと感じました。
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岡根教育長

重城課長

岡根教育長

須藤参事

これからの３年間で大きな声を出すことを始め教育していってほしい

です。

吉野小学校と天羽中学校の入学式に参加しました。吉野小学校では、

入学生が 28 名と近年になく多いです。だんだんと子供たちが増えてい

る可能性を感じました。式は和やかで６年生の歓迎の言葉もしっかり

として良い式でした。天羽中学校の入学式は市民会館で行われ、歌声

も迎える在校生の言葉もしっかりしていて、あたたかい雰囲気の中で

行われた式という印象を受けました。以上をもちまして、教育長報告

を終了させて頂きます。何か質問やご意見ありますでしょうか。無い

ようですので、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ページをご覧ください。４

月３日元青堀小学校校長の藤平和夫氏宅に出向き、教育長からご本人

に高齢者叙勲物件を伝達いたしました。４月４日には、元飯野小学校

校長関根隆夫氏の死亡に伴い、叙位叙勲物件を教育長からご遺族に伝

達いたしました。４月 11 日、502 会議室にて市内小中学校の教頭及び

事務職員に対して、各学校ごとの平成 31 年度予算配当説明会を実施い

たしました。以上で教育総務課からの報告を終わります。

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、学校給食従事者研

修会を 401 会議室で開催しました。栄養士、用務員、配膳員等 28 名

に調理上、配膳上の注意事項について青堀小学校藤田栄養教諭より講

義を行いました。４月４日、学校保健担当者会議を 502 会議室で開催

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た。４月８日、市内全小・中学

校で平成 31 年度の始業式が行われ、９日には小学校、10 日には中学校

の入学式が行われました。これにより、小学校には 244 名、中学校に

は 288 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８

日現在 1,674 名、生徒数は 888 名で、総数は 2,562 名となります。４

月 11 日、学校給食事務担当者会議を 502 会議室で開催し、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
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岡根教育長

河野所長

を行いました。４月 12 日、401 会議室にて、第１回校長会議を開催し

ました。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 31 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 24 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、

青堀小学校にて富津警察署長、教育長参加により贈呈式が行われまし

た。式の前に２クラス、式の後に２クラス防犯訓練が実施されました。

以上でございます。

はい。ありがとうございました。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１日、503 会議室にて、

指導補助教員研修会を開催しました。市内の小学校２校、中学校３校

に配置している指導補助教員に対し、職務内容等について説明すると

ともに、質疑を受け、新年度からスムーズに働けるよう共通理解を図

りました。４月２日、401 会議室にて新規採用教職員研修会を開催しま

した。本年度の初任者は、小学校教諭４名・中学校教諭６名の計 10 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。教育長からは学級開き等において、

『自分はこんな授業をします。こんな学級をつくります。』というしっ

かりとした基本線を示すことが大切であるなどのお話をいただき、初

任者がこれからの教師生活に向けて決意を新たにする研修となりまし

た。同じく４月２日、503 会議室にて外国語活動・英語科主任会議開催

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

について説明をし、質疑を受けました。また、元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、これからの小学校

英語教育についての研修も実施しました。４月 17 日、生徒指導担当者

会議を 401 会議室にて開催しました。各小・中学校の生徒指導担当者

に対して、本年度の生徒指導関連の施策を説明するともに、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
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岡根教育長

當眞課長

解を図ることができました。４月 19 日、401 会議室にてコンピュータ

主任会議を開催しました。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、授業におけるタブレット端末等の活用実践について

紹介し合うとともに、各学校においてコンピューターのさらなる活用

促進を推進するよう依頼しました。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１日、社会教育指導員・

家庭教育指導員・家庭教育支援員委嘱状交付式を教育長室で行いまし

た。社会教育指導員の森田吉一氏、伊藤直人氏、池田昌昭氏、家庭教

育指導員の飯島武志氏、家庭教育支援員の市川一成氏、牧田政彦氏に

委嘱状を交付いたしました。４月４日、市スポーツ推進委員委嘱状交

付式並びに市スポーツ推進委員連絡協議会総会をいち川会議室で開催

いたしました。委嘱状交付後の総会では、平成30年度事業報告が行な

われた後、役員の選出、平成31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、渡邉まさ子氏、副会

長には川名克昌氏、座間博氏両名が選出されました。４月６日、総合

社会体育館において、平成31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午後７時から、スポーツ推進

委員の方々の指導による、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７日、退任青

少年相談員表彰及び感謝状贈呈式並びに第20期青少年相談員委嘱式・

平成31年度市青少年相談員連絡協議会総会が開催されました。任期満

了に伴い退任された青少年相談員へ千葉県から、長年相談員を勤めら

れた10名に表彰状、感謝状を、市から、退任された37名の方々へ感謝

状を贈呈いたしました。また、第20期の青少年相談員64名に委嘱状を

交付いたしました。委嘱に関しては、後ほど報告第１号で報告をさせ

ていただきます。その後、市青少年相談員連絡協議会総会が開催され、

平成30年度事業及び決算報告について、平成31年度事業計画（案）及
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岡根教育長

坂部委員

須藤参事

坂部委員

小坂委員

岡根教育長

須藤参事

び予算（案）について審議され原案どおり承認されました。また、役

員の改選が行われ、会長に加藤喜一氏、副会長に小坂卓也氏、石塚吾

郎氏、渡邉直樹氏の３名が選ばれました。４月９日、市スポーツ・レ

クリエーション推進員総会が、502会議室で開催いたしました。会議で

は、平成30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

31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11日、君津地区スポーツ推進委員連絡協議会

役員会が、袖ケ浦市役所で開催いたしました。議題は、平成30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31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。

次に、４月24日に千葉県スポーツ少年団表彰伝達式が401会議室で実施

され、団体で天羽中剣士会が表彰されました。その後、富津市スポー

ツ少年団代表指導者会議が行われ、平成30年度事業報告及び収支決算

報告が行われた後、平成31年度事業計画（案）、収支予算（案）などの

審議も行われました。役員改選も行われ引き続き吉本充氏が本部長と

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。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。

学校教育課にお聞きします。もうすぐ入学生が 1 か月を迎えますが、

特に新入生に関して問題等はありませんか。

はい。今のところ特に学校からそのような報告がないため、順調な学

校生活を送っているものと思われます。

木更津市江川での痛ましい交通事故がありました。実際のところ相手

の信号無視でしたが、事故があって亡くなってしまうと周りの人も皆

が悲しみます。そのため登下校について十分気をつけるようご指導を

願います。

４月 24 日の防犯下敷き贈呈式の前に行われた『いかのおすし』の防犯

訓練はどの程度のものだったのかお聞かせください。

まず、『いかのおすし』について説明をお願いします。

『いか』ついて行かない、『の』車に乗らない、『お』大声を出す、『す』
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岡根教育長

當眞課長

岡根教育長

渡邉館長

すぐに逃げる、『し』知らせる事です。次に、防犯訓練の内容ですが、

内房地区少年センターから職員が４名来校し、初めに『いかのおすし』

の説明 DVD 上映がありました。その後、職員と代表児童がロールプレ

イングで実践しました。不審者に扮装した職員が一緒に行こうと誘い、

それに対して児童が大声を出し、ついて行かずに担任の先生にすぐに

知らせるものです。また、車のパネルを持った職員が乗らないか声を

掛け、それに対して助けてと大声を出し、担任の先生にすぐに知らせ

るという内容で行われました。以上でございます。

何か質問やご意見ありますでしょうか。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１号についてご説明申し上げます。３ページをお開きく

ださい。本議案は、富津市社会教育委員として、富津市立小中学校校

長会代表の鳩飼直氏を委嘱したいので、議決を求めるものです。提案

理由ですが、富津市社会教育委員の富津市立小中学校校長会の代表に

変更があり、後任者の推薦がありましたので、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

うとするものであります。なお、任期は、前任者の残任期間の、平成

31 年４月 26 日から平成 33 年３月 31 日までです。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。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２号についてご説明申し上げます。議案第２号富津市公

民館運営審議会委員の委嘱についてご説明申し上げます。４ページを

ご覧ください。提案理由は、平成31年３月31日をもって富津市公民館

運営審議会委員の任期が満了するため、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
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岡根教育長

細谷主幹

項の規定により鳩飼直氏他３名を委嘱しようとするものでございま

す。任期は、平成31年４月25日から平成33年３月31日までとします。な

お、委嘱しようとする方のうち、富津市社会教育委員からの推薦委員

が決定しておりません。推薦いただき次第、委員委嘱の手続きを進め

させていただきます。したがいまして、平成31年度からの委嘱委員数

は15名となる予定でございます。以上をもちまして、議案第２号富津

市公民館運営審議会委員の委嘱についての説明を終わらせて頂きま

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３号についてご説明申し上げます。５ページをお開きく

ださい。本議案は、平成32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

するものです。教科用図書の採択にあたり、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。

本年度の事務局は木更津市教育委員会が努めることになっています。

それでは、６ページをご覧下さい。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木更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、小学校の全教科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。以上で議案第３号の説明を終

わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
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岡根教育長

細谷主幹

岡根教育長

當眞課長

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号平成 31 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４号の審議は非公開で行うことに決まりました。

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

き職員の指定はありません。それでは、議案第４号平成 31 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４号について、ご説明いたします。10ページをお開き下

さい。平成31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、10ページのとおり、５名の委員を選出しよう

とするものです。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。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号富津市青少年相談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。報告第１号、富津

市青少年相談員の委嘱についてご報告させていただきます。11 ページ

をお開きください。報告理由ですが、平成 31 年３月 31 日をもって第

19 期青少年相談員の任期が満了し、新たに 12 ページから 14 ページの

別紙のとおり第 20 期青少年相談員 64 名を千葉県知事及び富津市長か
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岡根教育長

坂部委員

當眞課長

坂部委員

當眞課長

岡根教育長

細谷主幹

岡根教育長

小坂委員

細谷主幹

岡根教育長

坂部委員

ら委嘱したものであります。任期は、平成 31 年４月１日から平成 34

年３月１日までの３年間となります。

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・ご意見

等はございますか。はい。坂部委員。

20 年前と相談員の人数はどのように変化していますか。

はい。過去 76 名の年度が続き、71 名、67 名、65 名と減少し、現在 64

名です。県からの基準が小学校ごとで５人程度であり、学校により異

なる人数です。

児童数が減少している中で、相談員もたくさんおり、役割をみんなで

分担して行動が広がればいいと思います。

はい。３年後の委嘱に向けて人数は現在検討中です。

はい。ありがとうございました。他に何か質問やご意見ありますでし

ょうか。無いようですので、続いて、報告第２号平成 31 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２号について、ご説明申し上げます。平成31年度富津市

内小中学校修学旅行の計画についてです。16ページをご覧ください。

小学校は、環小学校が６月に修学旅行を計画しています。方面は鎌倉、

箱根方面で、期間は１泊２日の予定です。中学校５校はすべて５月に

修学旅行の実施を計画しています。方面はすべて関西方面で、期間２

泊３日となっています。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

いと考えています。以上です。

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。はい。小坂委員。

計画内の参加生徒数を見るとほとんど全員参加ですが、天羽東中学校

について１名不参加ということで、理由は何ですか。

はい。児童相談所に措置されており、現在更正施設におります。在籍

は天羽東中学校ですが、修学旅行は参加出来ないとのことです。

はい。坂部委員。

来年度からの統合に伴い、例年通常 1 年前から予約しているようです
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須藤参事

岡根教育長

河野所長

岡根教育長

重城課長

岡根教育長

重城課長

岡根教育長

が計画は間に合っていますか。

はい。今回の修学旅行が終わり次第予約予定です。

はい。ありがとうございました。他に何か質問やご意見ありますでし

ょうか。無いようですので、続いて、報告第３号富津市いじめ調査委

員会委員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。報告第３号は、富

津市いじめ調査委員会委員の委嘱についてです。17ページをご覧くだ

さい。富津市教育委員会は、富津市いじめ調査委員会設置要綱第３条

により、次の者を委員として委嘱したのでご報告いたします。清和大

学副学長で特任教授でもある、橋口 武信 氏元警察官で、現在、山九

株式会社社員の常住 功 氏臨床心理士で、ゆうわ心の相談室代表の

上田 和子 氏以上３名に委嘱いたしました。任期は、平成31年４月１

日から平成32年３月31日までとなります。報告は以上です。

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、続いて、報告第４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。それでは報告第４号後援申請についてご報告いたします。18ペ

ージをご覧ください。報告第４号後援申請に係る専決事項の報告につ

きましては、19から20ページ記載のとおり、木更津舞尊実行委員会か

らの後援申請他９件を承認いたしましたので、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、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 30 日、木曜日、午後４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。

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。


