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令和元年８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
令和元年８月 22 日（木）

15 時 00 分から 15 時 25 分

３ 開催場所 市役所 4階 401 会議室

４ 審議等事項

議案第１号 富津市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の

一部を改正する規則の制定について

議案第２号 令和元年度富津市一般会計予算教育費９月補正予

算案について

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、小坂委員、池田委員、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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令和元年８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

８月に入り、やっと本格的な夏が到来した感覚がありますが、暑い日

が続きます。委員の皆様におかれては、お身体ご自愛ください。夏休

みもあと 10 日となりました。宿題等の追い込みをしている子供たちも

いるのかなと思いますが、今まで事故の報告は入っていませんので、

元気に２学期を迎えてほしいと願っています。本日の定例会議ですが、

富津市教育委員会会議規則第６条の規定に基づき、嶋野委員から欠席

届が出ております。それでは、会議を始めていきたいと思います。本

日の議題については、富津市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の

一部を改正する規則の制定についてなど、議案２件、報告１件です。

忌憚のないご意見をお願いします。それでは、令和元年８月富津市教

育委員会定例会議を始めます。また、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。

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

の富津市健康づくり推進協議会は、７月 31 日に開催され、平成 30 年

度事業実績と今年度の事業内容について協議しました。特定健康診査

等事業では、糖尿病等生活習慣病予防のため、３年継続受診者には平

成 29 年度から市指定のゴミ袋 10 枚と交換する引換券を進呈し継続的

な受診の推進に努めているという報告もあり 239 名の方が受領したそ

うです。２の君津商業高校生提案発表は、８月２日に庁議室で開催さ

れ、君津商業高校の生徒６名が発表しました。内容は、佐貫中学校が

閉校になったら、校舎等を活用し、道の駅を作ったらどうかというも

のでした。商業高校の生徒らしく、必要な費用やそれを返済できる見

通し等も発表してくれました。３の教務主任等研修会ですが、教務主

任さんらが自主的に行っている研修に招かれ、意見交換をしました。

私からは、教員としてのキャリアをどのように積んでいくのか、指導

力をつけるための視点や、働き方改革の方向性により、教員の指導力

が欠如するようなものは如何かというようなことを話しました。４の
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須藤参事

寄附受領式ですが、８月 14 日に 301 会議室で行われました。今年度も

大佐和自動車教習所さんから 100 万円の寄附があり、教育と福祉に活

用してほしい旨のお話がありました。要望に沿ってしっかりと活用さ

せていただきます。５の決算審査等意見書の提出ですが、８月 19 日監

査委員から平成 30 年度富津市一般会計決算審査意見書と健全比率等審

査意見書の提出があり、市長、副市長、総務部長、建設経済部長、会

計管理者と出席しました。監査委員からは、『一般会計及び特別会計の

歳入歳出決算書は、法令に準拠し、かつ正確である。健全化判断比率

等審査についても、実質収支が黒字であり、実質公債比率、将来負担

比率も早期健全化基準を下回っており、特に指摘事項はない。』等のご

意見をいただきました。最後に６の君津支部教育講演会開会式ですが、

毎年行っている教育研究集会の講演会に先立ち、開会式がありました。

今年度教育研究集会が９月に富津市の学校を会場として開催されるこ

とから、歓迎の挨拶をさせていただきました。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。７月 26 日、502 会議室におい

て、富津市教職員組合の組合員主催の教育長と語る会が開催されまし

た。語る会には、富津市教職員組合から組合長以下役員、学校代表が

参加し、教育委員会側から教育長、部長はじめ課長以上で対応しまし

た。教育予算の確保や、学校の施設･設備の改善に関すること、勤務条

件･教育活動に関することや国や県の関係機関に働きかけてほしいこ

と等について要望がありました。８月６日、301 会議室で峰上２校の地

区代表、保護者代表、学校代表等から組織される峰上教育促進同盟に

よる市長への要望の会が開催され、施設の整備･修繕や通学路の整備等

についての要望がありました。教育委員会からは教育長、部長、参事、

教育総務課長、学校教育課主幹が対応しました。８月７日、301 会議室

において、校長会と市長との教育懇談会が行われました。校長会から

会長をはじめ４名が参加し、教育委員会は教育長、部長、参事が対応

しました。施設設備の改善や選手派遣費についての話題が出されまし
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岡根教育長

河野所長

岡根教育長

當眞課長

た。８月 13 日から 16 日まで昨年度に同様、学校閉庁が実施されまし

た。これまで課題は報告されておりません。８月 20 日、301 会議室に

おいて、市内私立幼稚園明澄･大佐和の２園の代表から市長への要望の

会が開催され、私立幼稚園振興事業費補助金についての要望がありま

した。教育委員会からは部長、参事が対応しました。以上です。

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します。今年度も７月 22 日から８月 23

日の間、小中学生夏季自習室の開放を第１委員会室で行っています。

８月 21 日現在での利用状況は、小学生延べ 111 名、中学生延べ 67 名、

高校生１名、合計 179 名でした。いずれの子供たちも、自分たちの持

参した課題に黙々と取り組んでいました。また、今年も８月１日と８

日には、２日間で延べ 22 名の東京大学の地域おこしサークル『東大む

ら塾』の学生が自習室の学習に参加してくださり、子供たちに勉強を

教えてくれたり、相談にのってくれたりしました。午前午後の合計で、

１日は小･中･高校生 26 人、８日は 40 人が参加し、充実した時間を過

ごすことができました。７月 26 日、29 日、31 日、８月２日、５日、

６日、20 日に夏季教職員研修講座を開催しました。今年度は、教科･

領域の指導力を高める講座として、国語･体育･音楽･英語･情報教育の

講座を、その他に学級経営･危機管理･新学習指導要領を踏まえた学習

指導･教育相談･キャリア教育を踏まえた新富地区工場見学、富津市再

発見、などの講座を実施しました。臨床心理士の上田和子先生や千葉

大教授の寺井正憲先生の講座は特に受講者が多く、全講座の合計 266

名が受講し、大変有意義な研修となりました。８月１日に、第２回社

会科副読本編集委員会を 401 会議室にて開催しました。今回も東京書

籍の浜本氏を講師に招き、どのような視点で作成したらよいかについ

て伺った後、それぞれ分担された単元について、どのように改訂を加

えていくかグループで話し合いながら、大まかな計画を立てていきま

した。以上です。

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します。７月 27 日、28 日の２日間にわた
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岡根教育長

渡邉館長

り、富津市スポーツ少年団と友好都市である甲州市のスポーツ少年団

との交流会が予定されていましたが、台風６号接近に伴い荒天が予想

されることから中止となりました。８月７日から８日まで、『鋸山』の

日本遺産認定に向けて先進地である栃木県宇都宮市を視察してまいり

ました。石材生産地としては、関東でも有数な大谷石生産地を核とし

たまちづくりに取り組み、2018 年５月 24 日に日本遺産に認定された栃

木県宇都宮市を視察することによって、日本遺産認定に向けての参考

とすることを目的とした視察です。宇都宮市文化課の担当者の苦労話

や構成文化財となっている箇所の見学を踏まえて、今後の認定資料の

作成に生かしてまいります。８月 18 日、25 日に市民ふれあい公園富津

臨海野球場をメイン会場に、第 38 回ＦＴＳ杯争奪少年野球大会が、吉

野ボーイズほか市内全５チームが参加し実施されました。子供たちは

真剣にプレーに専念して素晴らしい好ゲームを見せてくれました。ま

た、試合後には他のチームとの交流も活発に行われ有意義な時を過ご

していました。優勝したチームは９月 22 日から始まる第 35 回千葉県

選手権大会ブロック大会に出場します。以上です。

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。７月 26 日、中央公民館において、

富津市民文化祭 2019 実行委員会を開催いたしました。議題として、委

員長、副委員長の選出、開催日について、メインテーマや参加者名簿

の提出などについてを議論し、それぞれ承認されました。実行委員長

に宮内和男氏、副委員長に高橋良充氏に決まり、今年度の開催は、１

１月１日から３日までの３日間です。会場は例年どおり、富津公民館、

中央公民館、市民会館、総合社会体育館にて実施します。実行委員会

終了後は、各部門別に分かれて会議を行ました。以降、各部門が必要

に応じて、部門別会議を開催し、文化祭へ向けて取り組んでいくこと

となります。次に、８月２日、市民会館にて令和元年度第 2 回富津市

民文化事業ふっつ学びの門実行委員会を開催いたしました。内容は、

座席の配分、料金、ポスター案の確認。及び今後のスケジュールにつ

いて話し合いを行いました。また、日本の芸術文化のひとつでもある
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岡根教育長

小坂委員

河野所長

岡根教育長

須藤参事

歌舞伎を身近に感じてもらいたく、市内中学生を 250 名を無料招待し

ます。チケット料は、Ｓ席 3,000 円、Ａ席 2,500 円、Ｂ席 2,000 円で販

売開始は９月 11 日から、富津公民館、中央公民館、市民会館、生涯学

習課にて販売予定です。以上です。

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。７月 22 日から８月 23 日の夏期自習室ですが、沢山の利用があ

り、良かったと思います。今後も継続なさいますか。

はい。現段階では未定ですが、状況を見た上で子供たちのためになる

ことですから、出来ることはやっていきたいです。

はい。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、次に付議議案に入ります。議案第１号富津市私立

幼稚園就園奨励費補助金交付規則の一部を改正する規則の制定につい

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。４ページをご覧く

ださい。議案第１号は、富津市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則

の一部を改正しようとするものです。これは、幼児教育の無償化が令

和元年 10 月から施行されることに伴い、国の幼稚園就園奨励費補助金

交付要綱第３条第３項の規定に基づいた国庫補助限度額及び所得割課

税額の算定方法の改定のため、規則の一部を改正するものです。主な

改正について、ご説明しますので６ページの新旧対照表をご覧くださ

い。附則に令和元年度における補助金の特例を定めるものです。10 月

から幼児教育無償化が施行されることに伴い、今年度分の私立幼稚園

就園奨励費補助金については、４月から９月分までの６か月が補助対

象期間となります。補助金の限度額は、年額ベースとなっていること

から、今年度４月から９月分の算定方法を規定するものです。７ペー

ジの別表の８については、４月から９月までの間に幼稚園へ途中入園

した場合の補助金の算定方法を規定しているものです。５ページにお

戻りください。この規則は公布の日から施行し、改正後の富津市私立

幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、令和元年度の予算にかか
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岡根教育長

重城課長

岡根教育長

池田委員

須藤参事

る補助金から適用いたします。以上で説明を終わります。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。

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号令和元年度富津市一般会計予算教育

費９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号について、ご説明申し上げます。８ページをご覧く

ださい。令和元年度富津市一般会計予算教育費９月補正予算案につい

て、富津市教育委員会行政組織規則第５条第３項の規定により、意見

を求めるものです。13 ページをご覧ください。来年度、国の国土強靭

化関連事業を活用し、市内小中学校 11 校のトイレを改修するため、設

計業務委託 23,787 千円を新たに計上するものです。次に 14 ページを

ご覧ください。令和元年 10 月からの幼児教育･保育の無償化に伴い、

３歳から５歳までの子供が利用する幼稚園及び保育所の利用料等を給

付するとともに、年収 360 万円未満相当の世帯及び第３子以降の子ど

もに対する給食費を補助するため、77,645 千円を計上するとともに、

今年度末に閉校予定の学校のうち閉校記念碑設置予定の、天神山小、

竹岡小、金谷小及び佐貫中学校敷地の測量をするため、2,970 千円を補

正するものであります。幼児教育･保育の無償化に伴う歳入につきまし

ては、10 ページをご覧ください。国庫負担金で２分の１、県負担金で

４分の１を計上しています。次に 15 ページをご覧ください。富津中学

校がオリンピック･パラリンピック教育推進校に県から指定され、オリ

パラ教育を実践するため、県委託金を活用して 70 千円を補正するもの

であります。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。はい。池田委員。

はい。国庫支出金の幼稚園費負担金についてです。子育てのための施

設等利用給付交付金は具体的にどのような用途で使用されますか。

はい。10 ページでは、子育てのための施設等利用給付交付金となって
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岡根教育長

重城課長

岡根教育長

坂部委員

須藤参事

河野所長

岡根教育長

池田委員

重城課長

坂部委員

笹生部長

重城課長

おりますが、幼稚園施設利用等給付交付金、子育てのための施設等利

用給付交付金、預かり保育等を含み、大半を幼稚園費補助と示してお

ります。

他に何かございますか。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。次に、報告事項に入ります。報告第１号専決事項の

報告について（後援申請）について説明をお願いします。

はい。それでは、報告第１号後援申請についてご報告いたします。資

料 17 ページをご覧願います。令和元８月 22 日の後援申請受付分につ

きまして、次の 17 ページに記載のとおり、千葉県音楽振興協議会ほか

６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、次にその他に入ります。何かご質問･ご

意見はございますか。はい。坂部委員。

はい。中学校の部活動についてです。夏休み期間中の時間制限はどの

ようになっていますか。

はい。近隣４市で共通して、１日３時間程度、大会等の期間を除き期

間は 14 日以内となっています。

はい。補足ですが、土曜日と日曜日は基本的に部活動は行わないこと

になっています。

はい。他に何かご質問･ご意見はございますか。はい。池田委員。

はい。天羽中学校建設の進捗情報を教えてください。

はい。天羽中学校改築事業は 11 月の工期で現在若干遅れています。事

業者と連携し、急いで作業を進めているところです。

はい。約３か月も遅れてしまっていると耳にしましたが、実際の工事

の工程はそんなに遅れてしまっていますか。

はい。現時点では、どのくらい遅れてしまうか明確には分からないた

め、まだ報告が出来ない状態です。また改めて報告させていただきた

く思います。

はい。３か月という方もいますが、書面上では当初工程と比較すると
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坂部委員

岡根教育長

重城課長

岡根教育長

50 日程度の遅れです。

はい。実際に３か月の遅れがあるとしたら、卒業式や入学式にも影響

を及ぼすことにもなりかねません。今年度中という予定と聞いていま

すが、突貫工事になり無理な作業になった場合の苦情等も大いに考え

られます。問題の起きぬよう工事にしっかり取りかかるようお願いし

ます。

はい。ありがとうございました。報告第１号について、他に何かご質

問･ご意見はございますか。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日程でございますが、

９月 26 日、木曜日、午後３時 00 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。


